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Abstract
In this study, based on a learning data, we construct a
deep learning model that generates realistic images and
animations of plants from simple point inputs that specify the contents of images. In conventional image generation by deep learning, a rough input may be difficult because an input image for generation and an output image
need to correspond one-to-one for each pixel. In addition,
a large amount of input data is required to generate an
animation. On the other hand, in a method of continuously changing an image by extracting and manipulating
attributes of the image, it is difficult to obtain a highquality animation in which details are clearly expressed
in the generation of a plant image. In this study, we construct a two-stage deep learning model using point labels
as input. As a result, high-quality images and animations
that plants smoothly change can be generated from a
small amount of learning data. Quantitative evaluation of
images and animations generated by this study showed
that high-quality images were obtained that were clearer
than existing methods and less biased in appearance attributes such as leaf arrangement and the size of the plant.

1. はじめに
近年，深層学習を用いた画像生成に関する手法が盛ん
に提案されている。これらの一部の手法では画像を無作
為に生成するのではなく，ユーザによる数値入力や，色
分けされた領域を配置したラベル画像の入力によって，
生成する画像の内容物の数や配置などの指定が可能であ
る。
これらの手法の殆どはラベル画像に対応する静止画像
の生成を行うことができる。一方で，入力画像と出力画
像とが画素単位での 1 対 1 対応であるため，同様のラベ
ル画像から内容に変化のある動画像（アニメーション）
を生成することはできない。そのためアニメーションを
生成するには，内容が少しずつ異なる複数のラベルを作
成し，画像を生成する必要がある。また，そのように生
成した画像が自然な連続性を持つには，入力するラベル
画像が連続的に変化するよう考慮する必要がある。しか
し，このような手法では高解像度の画像を得ることが困
難であり，表面の模様など細部が鮮明に表現された動画
像の生成には向かない。
本研究では，細部まで鮮明な動画像の生成が求められ
る主要な例として植物に着目し，
簡単な点入力によって，
植物の位置や葉の配置といった内容を指定する。また，
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画像の輪郭情報と細部の詳細情報とを分けて生成する 2
段階の深層学習モデルを提案する。本手法では，一枚の
点ラベル画像からの画像生成だけでなく，二枚の点ラベ
ル画像から補間による植物の動画像生成を行う。これに
よって，植物の生長アニメーションなどの生成が可能で
ある。また，植物の茎や葉の模様などの詳細部分を再現
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できると同時に，植物の大きさや葉の配置，模様などの

出力画像が入力画像と同じものとなるが，本研究では入

外見における多様性のある動画像生成を実現する。

力と出力とで異なる画像を扱うことができる。
2.3. Image to Image translation

2. 関連研究

Image to image translation は画像を入力として異なる内

本研究で用いる深層学習モデルは，Generative Adver-

容の画像へと変換を行う手法である。これを行う代表的

sarial Networks (GANs) および Variational Auto Encoder

な cGANs である pix2pix

(VAE) の構造を組み合わせたものをベースとして構築

色分けされたラベル画像で指定し，これを入力として鮮

する。

明な画像を生成する。高品質の画像を得るためには，ラ

2.1. Generative Adversarial Networks (GANs)

ベルは生成対象と近い形状であることが望ましく，しば

6)

では，生成する画像の内容を

GANs 1) は Generator と Discriminator という 2 つの深層

しば入力が煩雑になり手間がかかる。また，生成対象は

学習モデルを用いて学習データに基づく画像を生成する

静止画像であり，アニメーションの生成を行う場合は内

手法である。学習データに類似する画像を生成する

容が少しずつ異なる多数のラベルが必要となり，各ラベ

Generator と，学習データの画像と生成した画像を見分け

ル間の対応関係を考慮する必要があるため大きな手間が

る Discriminator とが敵対的に学習することで，従来の深

かかる。

層学習による手法と比較して鮮明な画像を生成できる。

これに対して，本研究では点入力によりラベルを簡単

また，様々な学習データを用意することで幅広い対象に

に作成できる。また，2 つのラベルを用いることで滑ら

適用することができる。

かなアニメーションの生成が可能である。

GANs では通常，学習した画像データの分布に基づく

2.4. 本研究における差分・新規性

新しい画像を乱数などから無作為に生成するが，一部の

本研究における主な新規性として，従来の VAE では

モデルではユーザの入力によって生成する画像の内容

困難であった画像細部の鮮明な表現が可能であること，

を一部指定することができる。このような GANs は

cGANs で行われなかった簡単な点ラベル画像の入力に

conditional GANs (cGANs) 2) と呼ばれ，その 1 つである

よる植物が連続的に変化するアニメーションの生成がで

AriGAN 3) は数値入力によって指定した数の葉を持つ植

きることが挙げられる。

物の画像を生成することができる。対して，本研究では
葉の数以外にも葉の位置や大きさなど様々な内容を，入

目的とする植物の画像を得るために，まず GUI 上で複

力の点ラベル画像によって指定できる。
2.2. Variational Auto Encoder (VAE)

数個の点によりラベルを与える，
点ラベル画像(3.1 節)を

VAE 4) は Encoder と Decoder という 2 つの深層学習モ

作成する。次に，Encoder (3.4 節)によってこの点ラベル

デルを用いて入力画像から特徴量を抽出し，少ないパラ

画像から特徴量を抽出した後，Decoder (3.5 節)によって

メータ数で効率よく画像の内容を表現する手法である。

抽出した特徴量から位置や形状といった画像の輪郭情報

Encoder によって画像データを特徴量データに変換し

を持った中間画像を生成する。最後に，Generator (3.6 節)

Decoder は特徴量データから元の画像データを復元する。

によって中間画像から葉の模様や細部の色といった詳細

特徴量は Encoder と Decoder の間の層において，複数個

情報を持った出力画像を得る。なお，本手法で扱う学習

のパラメータの分布である潜在変数として表される。こ

データおよび入力の点ラベル画像，出力の植物画像はい

の潜在変数のパラメータを操作することで画像内容の連

ずれも RGB の 3 チャンネルを持つ 256×256 の大きさの

続的な補間が可能である。この潜在変数の補間により，

画像である。

画像内容が連続的に変化するアニメーションの生成が可

3.1. 点ラベル画像と GUI
深層学習モデルへの入力として，黒背景に白で点と線

能である。
VAE では解像度の高い画像やアニメーションを鮮明

を表した 1 枚の画像を点ラベル画像として使用する (図

では

1）
。点ラベル画像では，植物の葉および根元の位置を白

Encoder と Decoder を GANs に似た原理で敵対的に学習

い 9×9 ピクセルの円で表し，葉と根元は白線で繋ぐ。

させることで，これをある程度改善している。VAE では

また，入力の点ラベル画像と出力の植物画像のデータ次

に 生 成 す る こ と は 困 難 で あ っ た が ， IntroVAE

12
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図 1 2 つの段階からなる深層学習モデル
図図
1 12 つの段階からなる深層学習モデル
2 つの段階からなる深層学習モデル
図 1 2 つの段階からなる深層学習モデル

元数を合わせる目的で，点ラベル画像を
33 チャネルに設
元数を合わせる目的で，点ラベル画像を
元数を合わせる目的で，点ラベル画像を
3 チャネルに設
チャネルに設
元数を合わせる目的で，点ラベル画像を 3 チャネルに設
定している。各チャネルの値は，1
チャネルの白黒画像
定している。各チャネルの値は，1
定している。各チャネルの値は，1チャネルの白黒画像
チャネルの白黒画像
定している。各チャネルの値は，1 チャネルの白黒画像
における画素値を複製する。
における画素値を複製する。
における画素値を複製する。
における画素値を複製する。
ラベル画像の作成は図
22 に示す
GUI
によって行う。
ラベル画像の作成は図
ラベル画像の作成は図
2 に示す
に示す
GUI
GUI
によって行う。
によって行う。
ユユ
ユ
ラベル画像の作成は図 2 に示す GUI によって行う。ユ
ーザは植物の根本にあたる中央の点（橙色）と，葉にあ
ーザは植物の根本にあたる中央の点（橙色）と，葉にあ
ーザは植物の根本にあたる中央の点（橙色）と，葉にあ
ーザは植物の根本にあたる中央の点（橙色）と，葉にあ
たる周辺の点（緑色）をマウスクリックによって配置・
たる周辺の点（緑色）をマウスクリックによって配置・
たる周辺の点（緑色）をマウスクリックによって配置・
たる周辺の点（緑色）をマウスクリックによって配置・
追加・削除を行い，ドラッグによって点の移動を行うな
追加・削除を行い，ドラッグによって点の移動を行うな
追加・削除を行い，ドラッグによって点の移動を行うな
追加・削除を行い，ドラッグによって点の移動を行うな
ど容易な操作によって，生成画像の植物における葉の数
ど容易な操作によって，生成画像の植物における葉の数
ど容易な操作によって，生成画像の植物における葉の数
ど容易な操作によって，生成画像の植物における葉の数
や位置の内容を指定できる。
や位置の内容を指定できる。
や位置の内容を指定できる。
や位置の内容を指定できる。

図 2 点入力 GUI
図図
2 2点入力
点入力
GUI
GUI
図 2 点入力 GUI
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3.2. ネットワーク概要
本手法では
VAE
の構成をベースとする
Encoder，
本手法ではVAE
VAEの構成をベースとする
の構成をベースとするEncoder，
Encoder，
本手法では
本手法では VAE の構成をベースとする Encoder，
Decoder
と，GANs
をベースとする
Generator
を組み合わ
Decoder
と，GANs
をベースとする
Generator
を組み合わ
Decoder
と，GANs
をベースとする
Generator
を組み合わ
Decoder と，GANs をベースとする Generator を組み合わ
せた，大きく分けて
2
つの段階から構成される深層学習
せた，大きく分けて
2 つの段階から構成される深層学習
せた，大きく分けて
2 つの段階から構成される深層学習
せた，大きく分けて 2 つの段階から構成される深層学習
モデルによるネットワークを構築する（図
1）
モデルによるネットワークを構築する（図
1）
。
モデルによるネットワークを構築する（図
1）
。。
モデルによるネットワークを構築する（図 1）
。
本手法で画像変換により点ラベル画像から植物の動画
本手法で画像変換により点ラベル画像から植物の動画
本手法で画像変換により点ラベル画像から植物の動画
本手法で画像変換により点ラベル画像から植物の動画
像を生成する際には，まず
Encoder
によって入力の点ラ
像を生成する際には，まず
Encoder
によって入力の点ラ
像を生成する際には，まず
Encoder
によって入力の点ラ
像を生成する際には，まず Encoder によって入力の点ラ
ベル画像を潜在変数に変換する。その潜在変数はラベル
ベル画像を潜在変数に変換する。その潜在変数はラベル
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で示した目的とする植物画像における潜在変数と一致す
で示した目的とする植物画像における潜在変数と一致す
で示した目的とする植物画像における潜在変数と一致す
るよう学習が行われている。次に
Decoder
によって
るよう学習が行われている。次にDecoder
Decoderによって
によって
るよう学習が行われている。次に
るよう学習が行われている。次に Decoder によって
Encoder
が抽出した潜在変数をもとに目的の植物の輪郭
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Encoder
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情報を表現した中間画像に変換する。最後に，Generator
情報を表現した中間画像に変換する。最後に，Generator
情報を表現した中間画像に変換する。最後に，Generator
情報を表現した中間画像に変換する。最後に，Generator
によって中間画像から細部の詳細情報が表現された画像
によって中間画像から細部の詳細情報が表現された画像
によって中間画像から細部の詳細情報が表現された画像
によって中間画像から細部の詳細情報が表現された画像
へと変換することで，点ラベル画像で示した内容の植物
へと変換することで，点ラベル画像で示した内容の植物
へと変換することで，点ラベル画像で示した内容の植物
へと変換することで，点ラベル画像で示した内容の植物
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の画像を得る。
の画像を得る。
の画像を得る。
Encoder
および
Decoder
IntroVAE
と同様に，それぞ
Encoder
および
Decoder
は
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Encoder
および
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IntroVAE
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Encoder および Decoder は IntroVAE と同様に，それぞ
れ異なる目的関数に基づいて敵対的に学習を行う。目的
れ異なる目的関数に基づいて敵対的に学習を行う。目的
れ異なる目的関数に基づいて敵対的に学習を行う。目的
れ異なる目的関数に基づいて敵対的に学習を行う。目的
関数は，Encoder
では本物の植物画像と生成した偽物の
関数は，Encoderでは本物の植物画像と生成した偽物の
では本物の植物画像と生成した偽物の
関数は，Encoder
関数は，Encoder では本物の植物画像と生成した偽物の
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では
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反対に生成精度を高めて特徴量分布が近づくように設定
反対に生成精度を高めて特徴量分布が近づくように設定
反対に生成精度を高めて特徴量分布が近づくように設定
する。
これにより
VAE
において学習の安定が難しい高解
する。
これにより
VAE
において学習の安定が難しい高解
する。
これにより
VAE
において学習の安定が難しい高解
する。これにより VAE において学習の安定が難しい高解
像度の画像生成が可能となる。この
22 つのモデルでは点
像度の画像生成が可能となる。この
つのモデルでは点
像度の画像生成が可能となる。この
2 つのモデルでは点
像度の画像生成が可能となる。この 2 つのモデルでは点
ラベル画像から抽出した潜在変数から，対応する植物画
ラベル画像から抽出した潜在変数から，対応する植物画
ラベル画像から抽出した潜在変数から，対応する植物画
ラベル画像から抽出した潜在変数から，対応する植物画
像の位置や形状といった輪郭情報を持つ中間画像を生成
像の位置や形状といった輪郭情報を持つ中間画像を生成
像の位置や形状といった輪郭情報を持つ中間画像を生成
像の位置や形状といった輪郭情報を持つ中間画像を生成
する。なお，Encoder
および
Decoder
22 つのモデルは，
する。なお，Encoder
および
Decoder
の
つのモデルは，
する。なお，Encoder
および
Decoder
のの
2 つのモデルは，
する。なお，Encoder および Decoder の 2 つのモデルは，
図
2
左側に示すように潜在変数を介して接続した状態で
2 左側に示すように潜在変数を介して接続した状態で
図図
2 左側に示すように潜在変数を介して接続した状態で
図 2 左側に示すように潜在変数を介して接続した状態で
同時に学習を行う。
同時に学習を行う。
同時に学習を行う。
同時に学習を行う。
Generator
は前述した
22 つのモデルとは独立に学習を行
Generator
は前述した
つのモデルとは独立に学習を行
Generator
は前述した
2 つのモデルとは独立に学習を行
Generator は前述した 2 つのモデルとは独立に学習を行
う。Decoder
で生成した中間画像に葉の模様や色の濃淡と
う。Decoder
で生成した中間画像に葉の模様や色の濃淡と
う。Decoder
で生成した中間画像に葉の模様や色の濃淡と
う。Decoder で生成した中間画像に葉の模様や色の濃淡と
いった詳細情報を付加し，最終的な出力画像を生成する。
いった詳細情報を付加し，最終的な出力画像を生成する。
いった詳細情報を付加し，最終的な出力画像を生成する。
いった詳細情報を付加し，最終的な出力画像を生成する。

図 3 作成した学習用データセット
図図
3 3作成した学習用データセット
作成した学習用データセット
図 3 作成した学習用データセット
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分布 N(μ(x),σ(x)) から直接取り出す場合，この確率分布

3.3. 学習データセットの作成
本手法の深層学習モデルでは，点ラベル画像から植物

によって Encoder と Decoder との繋がりが絶たれるため，

のシルエット情報などを持った中間画像に，そして，中

この 2 つのモデルを連動した学習ができない。式(1) に

間画像から植物画像を生成するように，学習を行う。そ

より，z を N(μ(x),σ(x)) から間接的に取り出すことで，

のための学習データを，CVPPP LCC 2017 plant Dataset

点ラベル画像から求められた潜在変数が画像に変換され

(CVPPP データセット) 7)をもとに作成した。CVPPP デー

る一連の流れが各モデル内の数式によって繋がり，

タセットは，783 枚のシロイヌナズナの画像からなる公

Encoder および Decoder の繋がりを保ったまま敵対的な

開データセットである。背景のあるシロイヌナズナの画

学習を行うことができる。この式(1) を用いる方法は，

像とその植物部分を白色としたマスク画像，および，そ

reparameterization trick 4) という VAE において広く用いら

の一つ一つの葉の中心位置情報を含む。

れている学習手法である。

まず，点ラベル画像の学習データセットは，CVPPP

入力となる点ラベル画像および植物の中間画像のそれ

データセットの点の位置情報の位置に点を，各点と根本

ぞれから抽出される潜在変数の分布を近づけるように，

の位置に線を描画し，作成する(図 3 上段)。対応する目

次の式(2) に示すような目的関数を設定し，これを最小化

標画像は，マスク画像を用いて背景を削除した植物画像

するような入力画像から潜在変数への変換を求める。

とする (図 3 中段)。中間画像は，植物部分の輪郭情報の
みを持つ画像であるため，前述のマスク画像を用いる
(図 3 下段)。このようにして作成した全 783 組の画像か
らなる自作データセットを用いて深層学習モデルの学習
を行った。

ℒ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑥𝑥𝑥𝑥 ) + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑧𝑧𝑧𝑧𝑦𝑦𝑦𝑦 � + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑟𝑟 )) + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒 ‖𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 ‖2

(2)

このとき，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑥𝑥𝑥𝑥 は点ラベル画像，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑦𝑦𝑦𝑦 は対応する植物の中間

画像から式(1) によりそれぞれ抽出した潜在変数，𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 は

3.4. Encoder

接続された。

Encoder（図 4 上）では点ラベル画像を入力として，そ
れから特徴量を抽出し潜在変数に変換する。本手法では
潜在変数は 32 次元に設定する。Encoder では，点ラベル

Decoder によって𝑧𝑧𝑧𝑧𝑥𝑥𝑥𝑥 から生成した中間画像，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑟𝑟 は𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 から
再び抽出した潜在変数である。𝑦𝑦𝑦𝑦は𝑧𝑧𝑧𝑧𝑦𝑦𝑦𝑦 の抽出に用いた植

物の中間画像，α𝑒𝑒𝑒𝑒 ，𝛽𝛽𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒 ，𝑚𝑚𝑚𝑚は学習時の設定パラメータで

画像の配置に関する特徴量から変換される潜在変数が，

ある。なお，𝑚𝑚𝑚𝑚は計算結果が負になることを防ぐために

その点ラベル画像に対応する植物画像の外見的特徴に関

加算する値である。また，𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑝𝑝𝑝𝑝)は kullback leibler distance

する特徴量から変換される潜在変数と一致するよう学習

と呼ばれる，2 つの確率分布間における差異の大きさを

する。

求める指標を用いて，𝑝𝑝𝑝𝑝の分布と標準正規分布𝑁𝑁𝑁𝑁(0,1)と

3.4.1. Encoder の学習

の距離を算出するものである。2 つの確率分布間におけ

Encoder は自作データセットの点ラベル画像と対応す

る距離は，次の式(3) より得られる。

る植物画像を入力および正解画像として学習する。学習
は Decoder (3.5 節)と接続した状態で一緒に行う。入力画
像 x，および，Encoder により x から取り出される特徴量
と潜在変数 z の関係は，次の式(1)で示される。
𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝜇𝜇𝜇𝜇(𝑥𝑥𝑥𝑥) + 𝜀𝜀𝜀𝜀 × 𝜎𝜎𝜎𝜎(𝑥𝑥𝑥𝑥)

(1)

ここで μ(x)および σ(x)は Encoder が入力画像 x に応じ
て出力する値であり，それぞれ x に対応する潜在変数 z
の分布における平均および分散を意味している。ε は正
規分布 N(0,1)から取り出される，z の分散を再現するた
めに係数として用いる値である。z を x に対応する確率
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∞

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑝𝑝𝑝𝑝||𝑞𝑞𝑞𝑞) = � 𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑥𝑥)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
−∞

𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑥𝑥𝑥𝑥)

(3)

𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑥𝑥)，𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑥𝑥𝑥𝑥)はそれぞれ，2 つの確率分布の確率密度関数

である。式(2) では一方の確率分布を標準正規分布𝑁𝑁𝑁𝑁(0,1)
として，点ラベル画像と目標の植物画像から取り出した
特徴量分布をこの𝑁𝑁𝑁𝑁(0,1)を介して結びつけている。これ
により，画像の特徴量抽出と変換を同時に行う。

図4
4 Encoder
Encoder および
および Decoder
Decoder の構成図
の構成図 （d
（d は各層における次元数）
は各層における次元数）
図
図 4 Encoder および Decoder の構成図 （d は各層における次元数）

図
図5
5 Generator
Generator および
および Discriminator
Discriminator の構成図
の構成図 (d
(d は各層における次元数)
は各層における次元数)
図 5 Generator および Discriminator の構成図 (d は各層における次元数)

3.4.2.
3.4.2. Encoder
Encoder による動画像生成
による動画像生成
3.4.2. Encoder による動画像生成
学習済みの
Encoder
学習済みの Encoder により画像生成を行う際には，3．
により画像生成を行う際には，3．
学習済みの Encoder により画像生成を行う際には，3．
11 節に示した
GUI
を用いて作成した点ラベル画像を入力
節に示した GUI を用いて作成した点ラベル画像を入力
1 節に示した GUI を用いて作成した点ラベル画像を入力
とし，式(1)
とし，式(1) により潜在変数を得る。
により潜在変数を得る。理想的な学習が行わ
理想的な学習が行わ
とし，式(1) により潜在変数を得る。理想的な学習が行わ
れている場合，ここで得られる潜在変数は点ラベル画像
れている場合，ここで得られる潜在変数は点ラベル画像
れている場合，ここで得られる潜在変数は点ラベル画像
で指定した内容の植物画像における潜在変数と合致する。
で指定した内容の植物画像における潜在変数と合致する。
で指定した内容の植物画像における潜在変数と合致する。
この潜在変数を
この潜在変数を Decoder
Decoder への入力として画像生成を次の
への入力として画像生成を次の
この潜在変数を Decoder への入力として画像生成を次の
段階へ進める。一方，アニメーションの生成を行う際に
段階へ進める。一方，アニメーションの生成を行う際に
段階へ進める。一方，アニメーションの生成を行う際に
は，そのアニメーションにおける変化前の植物と変化後
は，そのアニメーションにおける変化前の植物と変化後
は，そのアニメーションにおける変化前の植物と変化後
の植物にあたる
の植物にあたる 22 つの点ラベル画像を入力とし，それぞ
つの点ラベル画像を入力とし，それぞ
の植物にあたる 2 つの点ラベル画像を入力とし，それぞ
れから得た潜在変数を
れから得た潜在変数を Decoder
Decoder へ入力する。
へ入力する。
れから得た潜在変数を Decoder へ入力する。
3.5.
3.5. Decoder
Decoder
3.5. Decoder
Decoder
Decoder (図
(図 44 下）では
下）では Encoder
Encoder によって点ラベル画像か
によって点ラベル画像か
Decoder (図 4 下）では Encoder によって点ラベル画像か
ら抽出した潜在変数を入力として，
ら抽出した潜在変数を入力として，目的とする植物の輪郭
目的とする植物の輪郭
ら抽出した潜在変数を入力として，目的とする植物の輪郭
形状のみを表現する中間画像を出力する。VAE
形状のみを表現する中間画像を出力する。VAE における
における
形状のみを表現する中間画像を出力する。VAE における
Decoder
は植物における葉の模様など，画像の詳細を鮮明
Decoder は植物における葉の模様など，画像の詳細を鮮明
Decoder は植物における葉の模様など，画像の詳細を鮮明
に生成することには適さない。
に生成することには適さない。ここでは点ラベル画像に対
ここでは点ラベル画像に対
に生成することには適さない。ここでは点ラベル画像に対
応する植物の輪郭情報を持った中間画像を生成する。
応する植物の輪郭情報を持った中間画像を生成する。
応する植物の輪郭情報を持った中間画像を生成する。
3.5.1.
3.5.1. Decoder
Decoder の学習
の学習
3.5.1. Decoder の学習
Decoder
の学習は，Encoder
Decoder の学習は，Encoder (3.4
(3.4 節)と接続した状態で
節)と接続した状態で
Decoder の学習は，Encoder (3.4 節)と接続した状態で

同時に行われる。学習時には，Encoder
同時に行われる。学習時には，Encoder によって抽出し
によって抽出し
同時に行われる。学習時には，Encoder によって抽出し
た潜在変数と，点ラベル画像の代わりに標準正規分布
た潜在変数と，点ラベル画像の代わりに標準正規分布
た潜在変数と，点ラベル画像の代わりに標準正規分布
N(0,1)
N(0,1) から点ラベル画像の場合と同じ個数の特徴量を表
から点ラベル画像の場合と同じ個数の特徴量を表
N(0,1) から点ラベル画像の場合と同じ個数の特徴量を表
現する数値を取り出して得た潜在変数をそれぞれ入力と
現する数値を取り出して得た潜在変数をそれぞれ入力と
現する数値を取り出して得た潜在変数をそれぞれ入力と
して中間画像の生成を行う。このとき，どちらの生成画
して中間画像の生成を行う。このとき，どちらの生成画
して中間画像の生成を行う。このとき，どちらの生成画
像も目標の植物画像の特徴量分布に近づくように，式(4)
像も目標の植物画像の特徴量分布に近づくように，式(4)
像も目標の植物画像の特徴量分布に近づくように，式(4)
に示す目的関数を最小化するような潜在変数から中間画
に示す目的関数を最小化するような潜在変数から中間画
に示す目的関数を最小化するような潜在変数から中間画
像への変換を求める。
像への変換を求める。
像への変換を求める。
2
ℒ
=
‖𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦
‖22
𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ‖
ℒ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
= 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧
(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )) +
+ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ))
)) +
+ 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ‖𝑦𝑦𝑦𝑦
ℒ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑟𝑟 ) + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝 )) + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒 ‖𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 ‖

(4)
(4)
(4)

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝 は標準正規分布𝑁𝑁𝑁𝑁(0,1)から取り出した潜在変数と同じ
は標準正規分布𝑁𝑁𝑁𝑁(0,1)から取り出した潜在変数と同じ
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 は標準正規分布𝑁𝑁𝑁𝑁(0,1)から取り出した潜在変数と同じ
32
32 次元のパラメータから
次元のパラメータから Decoder
Decoder によって生成した中間
によって生成した中間
32 次元のパラメータから Decoder によって生成した中間
画像から，Encoder
により再度抽出した潜在変数である。
画像から，Encoder により再度抽出した潜在変数である。
画像から，Encoder により再度抽出した潜在変数である。
この目的関数によりあらゆる潜在変数の値を何らかの植
この目的関数によりあらゆる潜在変数の値を何らかの植
この目的関数によりあらゆる潜在変数の値を何らかの植
物画像の特徴に結びつけ，生成画像の連続的な補間を可
物画像の特徴に結びつけ，生成画像の連続的な補間を可
物画像の特徴に結びつけ，生成画像の連続的な補間を可
能にする。
能にする。
能にする。
3.5.2.
3.5.2. Decoder
Decoder による動画像生成
による動画像生成
3.5.2. Decoder による動画像生成
学習済みの
Decoder
学習済みの Decoder により画像生成を行う際には，
により画像生成を行う際には，GUI
GUI
学習済みの Decoder により画像生成を行う際には，GUI
で作成した点ラベル画像から
Encoder
によって取り出し
で作成した点ラベル画像から Encoder によって取り出し
で作成した点ラベル画像から Encoder によって取り出し
た潜在変数を入力とし，植物の中間画像を得る。
た潜在変数を入力とし，植物の中間画像を得る。
た潜在変数を入力とし，植物の中間画像を得る。
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また，アニメーションの生成を行う際には，2 つの点ラ

持つ。Generator と Discriminator は同時に学習を行うこ

ベル画像から Encoder によって得た潜在変数を用いる。

とで，Generator は Discriminator に見破られないように

まず，この 2 つの潜在変数を線形補間し，アニメーショ

正解画像に外見的特徴が近い画像を生成しようとし，

ンにおける各フレームの植物画像に対応する潜在変数を

Discriminator は正解画像との違いが非常に小さい生成画

得る。フレームの分割数を𝑛𝑛𝑛𝑛としたときの𝑖𝑖𝑖𝑖番目の潜在変

像でも識別しようとする。このような敵対的学習を繰り

数は，次の式(5)より得られる。

返すことで，Generator は細部の特徴まで正解画像を再現
した，高品質な画像を生成できるようになる。

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎 + (𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎 ) ×

𝑖𝑖𝑖𝑖 − 1
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

(5)

Discriminator の学習では，式(7) に示す目的関数を最小
化するような植物画像の識別を行うようにする。

このとき，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎 ，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑏𝑏 はそれぞれ，2 つの点ラベル画像から

ℒ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 ) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑓𝑓𝑓𝑓 ))

．．．，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒 を Decoder への入力として，そ
変数𝑧𝑧𝑧𝑧1 ，𝑧𝑧𝑧𝑧2 ，𝑧𝑧𝑧𝑧3 ，

また，
本手法では Discriminator で識別する画像を Patch

得られた潜在変数である。式(5)によって補間した潜在

(7)

れぞれ中間画像を生成し，Generator への入力とする。

とよばれる小領域に分割し，この領域ごとに識別する

3.6. Generator

PatchGAN 6) を用いる。本手法で扱う植物画像の大きさ

Generator (図 5 左) では Decoder によって生成した輪

256×256 であるが，これを 16×16 の大きさの小領域に分

郭情報を持った中間画像を入力として，色の濃淡や葉の

割して各領域で式(7) の目的関数を求め，それらを平均す

模様の詳細情報を含む目的の画像を生成する。GANs の

ることで Discriminator の目的関数を計算する。

構造をベースとするモデルであり，学習の際には本物の

3.6.3. Generator による動画像生成

画像と生成された偽物の画像を識別して Generator に

学習済みの Generator により画像生成を行う際には，

フィードバックする Discriminator （3.6.2 節） を用いた敵

Decoder により生成した中間画像を入力として，目的の

対的学習を行う。

植物画像を得る。

3.6.1. Generator の学習

また，アニメーション生成を行う際には，Decoder に，

Generator の学習では，葉の細部の模様など画像の詳細

Encoder に入力した 2 つの点ラベル画像に対応する画像

まで鮮明に生成できるよう，目的関数を設定する。自作

を補間する潜在変数を入力して，各フレームの植物画像

データセットの中間画像を入力画像，植物画像を正解画

を生成する。この連続画像により，植物のアニメーショ

像とし，Generator の学習を行う。以下の式(6) に示す目

ンを作成する。

的関数を最小化するような，中間画像から植物画像への
変換を求める。

4. 結果
本手法による動画像生成の実験では深層学習モデルの

ℒ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = −𝛼𝛼𝛼𝛼𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑦𝑦𝑦𝑦𝑓𝑓𝑓𝑓 � − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 ，𝑦𝑦𝑦𝑦𝑓𝑓𝑓𝑓 �

(6)

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 は自作データセットの正解画像，𝑦𝑦𝑦𝑦𝑓𝑓𝑓𝑓 は Generator に

使用した。なお，自作データセットに含まれるデータの
うち 9 割をモデルの学習データとした。残りの 1 割はテ

よって生成した画像，𝛼𝛼𝛼𝛼𝑔𝑔𝑔𝑔 ，𝛽𝛽𝛽𝛽𝑔𝑔𝑔𝑔 は学習時の設定パラメータ

ストデータとし，本章に示す検証における入力の点ラベ

である。𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎𝑎𝑎)は Discriminator (3.6.2 項)により画像𝑎𝑎𝑎𝑎を

ル画像および目標の植物画像のペアとして用いた。モデ

識別した結果であり，0 から 1 の間で本物に近いほど大

ルの実装は PyTorch で行い，学習環境として NVidia Tesla

きい値が返される。𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑎𝑎𝑎𝑎， 𝑏𝑏𝑏𝑏�は，画像の評価指標の

P100 GPU を使用した。学習のパラメータ設定は𝛼𝛼𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒 =

1 つである structural similarity (SSIM) 8) によって算出した
𝑎𝑎𝑎𝑎，𝑏𝑏𝑏𝑏の画像における類似度である。

3.6.2. Discriminator

16

学習データとして，3.3 節に示した自作のデータセットを

1.0, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒 = 10.0, 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 120, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1.0, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑔𝑔𝑔𝑔 = 10.0とし，学習率

は 0.0002，学習回数は 100,000 epoch に設定した。

本深層学習モデルによる画像生成の再現性を検証する

Discriminator (図 5 右） は，Generator で生成した画像

ため，点ラベル画像によって内容を指定した植物の画像

と，目標とする学習データの正解画像を識別する役割を

生成を行った(4.1 節)。
得られた結果はそれぞれ structural
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図 6 点入力による生成結果
図 6 点入力による生成結果
図 6 点入力による生成結果

図 7 補間による生成結果
図 7 補間による生成結果
図 7 補間による生成結果

similarity (SSIM) 8) および，Fréchet Inception Distance
similarity
(SSIM) 8)
および，Fréchet Inception Distance
9) による定量的評価を行い，pix2pix
similarity
(SSIM) 8) および，Fréchet Inception
Distance
(FID)
と比較した。
9)
(FID) 9) による定量的評価を行い，pix2pix と比較した。
(FID)
と比較した。
SSIM はによる定量的評価を行い，pix2pix
2 枚の画像における画素値から画像の類似度を
SSIM は 2 枚の画像における画素値から画像の類似度を
SSIM
は 2 枚の画像における画素値から画像の類似度を
計算する指標で，値が大きいほどより本物(目標画像)に
計算する指標で，値が大きいほどより本物(目標画像)に
計算する指標で，値が大きいほどより本物(目標画像)に
近い画像が生成できていることを意味する。また，FID
近い画像が生成できていることを意味する。また，FID
近い画像が生成できていることを意味する。また，FID
は学習済み深層学習モデルを用いて特徴の近さを算出し，
は学習済み深層学習モデルを用いて特徴の近さを算出し，
は学習済み深層学習モデルを用いて特徴の近さを算出し，
値が小さくなるほど目標画像に近いことを意味する。
値が小さくなるほど目標画像に近いことを意味する。
値が小さくなるほど目標画像に近いことを意味する。
また，本手法によるアニメーションの生成を想定し
また，本手法によるアニメーションの生成を想定し
また，本手法によるアニメーションの生成を想定し
た，潜在変数の補間による植物が次第に変化していくよ
た，潜在変数の補間による植物が次第に変化していくよ
た，潜在変数の補間による植物が次第に変化していくよ
うな連続画像の生成を行った(4.2 節)。
うな連続画像の生成を行った(4.2 節)。
うな連続画像の生成を行った(4.2
4.1. 点ラベル画像を用いた生成 節)。
4.1. 点ラベル画像を用いた生成
4.1.
点ラベル画像を用いた生成
点ラベル画像を用いた本手法による生成画像の再現性
点ラベル画像を用いた本手法による生成画像の再現性
点ラベル画像を用いた本手法による生成画像の再現性
を検証する。本手法および
pix2pix にテストデータの点
を検証する。本手法および pix2pix にテストデータの点
を検証する。本手法および
pix2pix
にテストデータの点
ラベル画像を与えた結果を図
6，各生成画像における定
ラベル画像を与えた結果を図 6，各生成画像における定
ラベル画像を与えた結果を図 6，各生成画像における定

量評価結果の平均値を表 1 に示す。微細な違いを確認で
量評価結果の平均値を表 1 に示す。微細な違いを確認で
量評価結果の平均値を表
1 に示す。微細な違いを確認で
きるよう，赤い矩形部分をグレイスケール変換した上で
きるよう，赤い矩形部分をグレイスケール変換した上で
きるよう，赤い矩形部分をグレイスケール変換した上で
値をスケーリングで強調し，拡大表示している。なお，
値をスケーリングで強調し，拡大表示している。なお，
値をスケーリングで強調し，拡大表示している。なお，
pix2pix の場合においても自作データセットを用いて学
pix2pix の場合においても自作データセットを用いて学
pix2pix
の場合においても自作データセットを用いて学
習を行い，同様に点ラベル画像を入力として与えること
習を行い，同様に点ラベル画像を入力として与えること
習を行い，同様に点ラベル画像を入力として与えること
で結果画像の生成を行った。
で結果画像の生成を行った。
で結果画像の生成を行った。
SSIM と FID による評価結果を表 2 に示す。本手法で
SSIM と FID による評価結果を表 2 に示す。本手法で
と FID
による評価結果を表 2 に示す。本手法で
はSSIM
pix2pix
と比較して葉の模様といった詳細まで鮮明に
は pix2pix と比較して葉の模様といった詳細まで鮮明に
は
pix2pix と比較して葉の模様といった詳細まで鮮明に
表現できており，定量評価においてもより高い
SSIM に
表現できており，定量評価においてもより高い SSIM に
表現できており，定量評価においてもより高い
SSIM に
おける類似度とより小さい FID を達成している。したが
おける類似度とより小さい FID を達成している。したが
おける類似度とより小さい
FID を達成している。したが
って，本手法では，より学習データに近く内容に偏りの
って，本手法では，より学習データに近く内容に偏りの
って，本手法では，より学習データに近く内容に偏りの
少ない，鮮明で多様性のある画像生成を行えると考えら
少ない，鮮明で多様性のある画像生成を行えると考えら
少ない，鮮明で多様性のある画像生成を行えると考えら
れる。
れる。
れる。
pix2pix より良い結果が得られた理由として，本手法で
pix2pix より良い結果が得られた理由として，本手法で
pix2pix より良い結果が得られた理由として，本手法で
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は 2 段階のモデルを用いて，点ラベル画像から写実的な

5. まとめ

植物画像を生成する問題を，輪郭など高レベルの特徴生

本研究では，学習データに基づいて，簡単な点入力か

成と模様など細部の特徴生成として 2 つのより小さな問

ら写実的な植物の動画像を生成する深層学習モデルを提

題に分割していることが考えられる。これにより各モデ

案した。生成画像とその定量的評価から，従来手法に比

ルが学習する特徴の種類を絞ることができ，特に 2 段階

べより本物に近い鮮明さを持ち外見的特徴に偏りの少な

目のモデルにおいて植物の詳細部分の再現に最適化した

い多様性のある画像の生成ができることを示した。
また，

学習ができていると考えられる。

2 つの点ラベル画像間の補間による動画像生成を行える

また，本手法では Generator の目的関数に SSIM を導

ことを示した。本手法の特徴補間は植物種などを指定し

入することで単純な画素値における差分の大きさではな

た画像生成により，画像数の少ない植物データセットの

く人間の主観により近い類似度を考慮することができ，

効果的なデータ拡張に応用可能であると考えられる。

細部までより自然な画像を再現できたと考えられる。

将来課題として，点ラベル画像を改良し花や茎の配置
などの植物の葉以外の内容を指定可能にすることで，よ

表 1 再現性の定量評価結果

り多様な植物の画像生成を行うことなどが挙げられる。

pix2pix

本手法

SSIM

0.855

0.907

FID

162.565

142.595
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