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Abstract

The automation of the visual inspection process of indus-

trial parts and products using image recognition technology 

has been progressing. Especially in recent years, with the 

remarkable development of AI technology, it is expected to be 

applied to inspection targets that have been difficult to auto-

mate in the past. However, it has been difficult to apply existing 

technologies to visual inspection because the conditions for 

general object recognition and visual inspection are different. 

To address this issue, we are developing a variety of AI visual 

inspection technologies for different visual inspection scenar-

ios and tasks. In this paper, we introduce two examples of auto-

matic visual inspection using AI technology.

The first is an anomaly detection technique based on semi-

supervised learning. In general, it is difficult to collect a large 

number of defective images at a manufacturing site. To solve 

this problem, we developed a new anomaly detection algo-

rithm that combines an image reconstruction model that can 

be trained using only normal images and anomaly calculation 

parameter optimization using a small number of defective 

images. As a result, we have achieved robust anomaly detec-

tion for var-ious inspection targets.

The second is a defect classification technique based on 

supervised learning. At the manufacturing site, defect can-

didates are often over-detected to avoid missing defects. 

Therefore, many false positives that are not defects are mixed 

in, and it is necessary to eliminate them with high accuracy. To 

solve this problem, we have developed a new algorithm that 

combines the process of extracting frames of interest suit-

able for classification and a multi-task network structure that 

independently determines defect/non-defect and defect type 

classification. As a result, we have achieved a highly accurate 

process that simultaneously eliminates false positives and 

classifies defect types.
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要旨

画像認識技術を用いた工業部品・製品の外観検査工程
の自動化が進んでいる。特に近年は，AI技術の目覚まし
い発展を受けて，従来自動化が困難であった検査対象へ
の適用が期待されている。しかし，一般物体認識と外観
検査とでは条件が異なるため，既存技術を外観検査へそ
のまま適用することは困難であった。この問題を解決す
るため，我々は外観検査のシーン・課題に応じた様々な
AI外観検査技術の開発をおこなっている。本稿では，AI
技術を活用した自動外観検査の取り組み事例を2件紹介
する。
1件目は半教師あり学習による異常検知技術である。

一般に，製造現場では不良品を大量収集するのが困難で
ある。そこで我々は，良品画像のみで学習可能な画像再
構成モデルと，少数の不良品画像を用いた異常度計算パ
ラメーター最適化を組み合わせた，新たな異常検知アル
ゴリズムを開発した。その結果，様々な検査対象に対し
てロバストな異常検知処理を実現した。
2件目は教師あり学習による欠陥種分類技術である。

製造現場では欠陥の見逃しを避けるため，過検知気味に
欠陥候補を抽出することが多い。そのため欠陥ではない
誤検知が多数混入しており，それらを精度よく除外する
必要がある。そこで我々は，分類に適した注目Frame抽
出処理と，欠陥／非欠陥判定と欠陥種分類を独立に判断
するマルチタスクネットワーク構造を組み合わせた，新た
なアルゴリズムを開発した。その結果，誤検知の除去と
欠陥種の分類を同時に高精度におこなう処理を実現した。

深層学習を活用した自動外観検査技術の開発
Development of Automated Visual Inspection Technology Using Deep Learning

岡　﨑　智　也
Tomoya OKAZAKI

指　田　岳　彦
Takehiko SASHIDA

奥　野　貴　一
Kiichi OKUNO

舘　　　高　基
Koki TACHI



98 KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL. 19 (2022)

1　はじめに

近年，深層学習技術の登場により画像認識の性能が大
きく向上し応用先も広がっており，期待される応用先の
一つとして外観検査が挙げられる。

外観検査とは，工業部品・製品の品質を保証するため
におこなう検査工程の一つである。外観検査の代表的な
例として，対象物の表面にある傷やバリ，欠けやヘコミ
等，外観に現れる欠陥を確認し品質の良し悪しを判断す
ることが挙げられる。

従来から簡単な外観検査は自動化が成されてきたが，
検査基準の定式化が困難な検査等については，未だ熟練
の検査員による目視がおこなわれているのが実情である。
しかし認識技術の性能向上といった要因だけでなく，近
年の人手不足や熟練者の育成が難しいといった社会課題
の顕在化に伴って従来は自動化が難しかった検査につい
ても自動化を望む声が高まっている。更に近年では発生
した欠陥の種類や頻度等から生産時のどの工程に問題が
あるか推定するための判断材料として用いる等データ解
析への応用も期待されており，効率的に多量のデータを
取得するためにも自動化が求められている。我々はこう
した状況に対応するため，深層学習技術を用いた外観検
査の自動化について取り組んだ。

本稿ではその事例として，3章で半教師あり学習によ
る異常検知について，4章で教師あり学習による欠陥分
類について，それぞれ報告する。

2　深層学習の外観検査への適用における課題

深層学習は Neural Network を用いた機械学習の一種
であり，近年目覚ましい成果を挙げている。例えばコロ
ナ禍におけるマスク装着の自動判定や人流解析等にも深
層学習は使われており，実社会での使用に耐えうるアプ
リケーションを提供出来るまでになっている1) 2)。

深層学習は非常に強力な手法であるが，高い性能を得
るためには大量の学習用データが必要であることも知ら
れている。

また，解析の精度を上げるためには入出力データに対
する適切な前後処理の設計も重要であるが，外観検査で
は撮影条件や被写体のバリエーションが大きく，事前に
最適なパラメーターを設計しておくことは難しい。これ
らのことが深層学習を外観検査に適用する上で大きな課
題となっている。

例えば欠陥の検出では，欠陥は“正常ではないもの”で
あるため，未知の欠陥であっても正常ではないと判断で
きる場合には検出出来ることが求められる。すなわち欠
陥に関する事前知識が乏しい中でも検出が出来る必要が
ある。

さらに欠陥の種類分類をおこなう場合，発生しうる欠
陥全てについて多量の学習用データを取得することが求
められる。しかし一般に欠陥の発生頻度は良品に比べれ

ば稀であり，更に欠陥の中にも発生頻度が非常に少ない
ものも存在する。そのため，十分な量の学習データを揃
えることが困難である。

我々はこれらの課題に対応可能な深層学習手法を開発
した。以降ではその具体的な事例について紹介する。

3　事例紹介：半教師あり学習による異常検知

3. 1　概要
製造業における製品の外観検査では，検査対象から不

良品を高精度かつロバストに検知する必要がある。目視
による検査では，検査員によって不良品の判別基準にば
らつきがある，新規検査員への教育コストが高い，等の
課題がある。これらの課題を解決すべく，検査対象を撮
影した画像を用いて自動検査する技術の開発がおこなわ
れている。自動検査では，予め定めた判別基準に基づい
て外観検査を実施するため，目視検査における基準のば
らつきや教育コストなどの問題を解決することが期待で
きる。

ここでは，外観検査における不良品の自動検知を，深
層学習で実現するための取り組み事例を紹介する。

3. 2　実現に向けた課題
3. 2. 1　不良品データの不足

画像を用いて不良品を自動検知するという課題は，検
査対象を良品クラスと不良品クラスの2クラスに分類す
るもの，と考えることができる。大量の学習データがあ
れば，深層学習の教師ありクラス分類によって，人間と
同等以上の分類性能が期待できる。

しかし，製造現場で得られるのはほとんどが良品デー
タであり，不良品データを大量に収集することは現実的
ではない。また，不良品のバリエーションは多種多様で
あるため，学習用に収集した不良データによって，今後
発生しうる全ての不良品をカバーすることも難しい。

3. 2. 2　新規検査立ち上げ時における判定指標の選定
不良品の見逃し防止と良品の過検知抑制を両立するた

めには，検査するデータの異常度（以下，異常スコア）を
どのように設計するかが重要になる。例えば，わずかな
色の違いを異常として検知したい検査対象と，表面の色
ムラは良品の範囲内として扱いたい検査対象とでは，色
特徴に対する異常検知への重要度は大きく異なる。

多様な検査対象に対してロバスト性を担保して高精度
に異常検知するためには，検査対象に応じて最適な異常
スコアの計算方法を自動選択できることが望ましい。例
えば良品不良品の特性を考慮した色空間の選択や，細か
い再構成誤差を無視するためのノイズ除去，不良箇所を
捉えるためのフィルタ計算などがある。これらは実際に
扱う画像データの特性をよく観察した上で，設計者がそ
の都度検討する必要がある。このため，検査装置の立ち
上げ工数が大きくなってしまう課題がある。
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3. 3　課題への対応
ここでは上記で挙げた課題に対応するために，今回検

討した主な工夫について述べる。まず良品画像のみを学
習データとして，良品画像を再構成する深層学習モデル
を学習する。次に少数の不良品画像を用いて，良品画像
ではスコアが低く，不良品画像ではスコアが高くなるよ
うな異常スコア計算パラメーターを自動選択する。以下
で手法の詳細を述べる。

3. 3. 1　良品画像を再構成する深層学習モデル
機械学習による異常検知において，不良品データが不

足する状況に対応するため，比較的データ収集が容易な
良品データだけを学習に用いる場合がある。具体的には，
学習に用いる良品データから良品の分布を定義し，その
分布から外れたものを全て異常とする，というアプロー
チである。

今回我々は，良品データのみを用いた深層学習手法と
して，オートエンコーダーを用いた画像再構成型の異常
検知を採用した。オートエンコーダーの構成は，良品画
像の特徴量を抽出するエンコーダーと，抽出した特徴量
を用いて元の良品画像を再構成するデコーダーを持つ。
オートエンコーダーによる異常検知の流れをFig. 1 に示す。

3. 3. 2　少量の不良品を用いたパラメーター設定自動化
前項で述べたオートエンコーダーによる異常検知では，

検査対象画像と再構成画像との差分に基づいて異常スコ
アを計算する。ここで前述のとおり，注目すべき差分とそ
うでない差分が検査対象によって異なるため，差分すな
わち異常スコアを計算するための画像処理パラメーター
の選択が，異常検知性能の良し悪しに大きく影響する。

我々は，異常スコア計算時の画像処理パラメーター設
定を，少量の不良品データを用いて自動選択する仕組み
を構築した。提案手法によるパラメーター選択の流れを
Fig. 2 に示す。

Fig. 1   The concept of autoencoder-based anomaly detection. (Step 1) 

Training a model from only normal samples and (Step 2) anomaly 

detection from erroneous reconstructions of input samples, which 

might carry an anomaly.
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Step 1では画像再構成モデルの学習をおこなう。入力
した良品画像と，出力された再構成画像の差分が小さく
なるように，エンコーダーとデコーダーを学習する。こ
こで良品画像のみを学習に用いるために，エンコーダー
は良品画像の特徴のみを抽出できるよう過学習し，デ
コーダーは良品画像のみを再構成できるよう過学習する
ことが期待できる。

Step 2では学習済のオートエンコーダーを用いて推論
をおこなう。まず検査対象画像をオートエンコーダーで
再構成する。次に検査対象画像と再構成画像との差分に
基づいて異常スコアを計算する。そして異常スコアが予
め定めた閾値と比較することで正常か異常かを判定する。
これは，不良品が検査画像として入力された場合には，
異常箇所がうまく再構成されず，結果として異常スコア
が大きくなるはずである，という考え方に基づく手法で
ある。

Fig. 2  Pipeline of our proposed method.

Input
images
(normal)

Reconstructed
images
(normal)

Selected parameter

Input
images

(abnormal)

・・・

Reconstructed
images

(abnormal)

Anomaly
score list

(candidate 1)

Anomaly
score list

(candidate 2)

Anomaly
score list

(candidate N)

Anomaly score calculation unit

Parameter selection unit

まず，良品または不良品のラベルが付けられた複数の
入力画像から，予め学習したオートエンコーダーを用い
て再構成画像を生成する。ここで再構成画像は前述のと
おり，良品画像は入力画像と同等に再構成でき，不良品
画像はうまく再構成できないことが期待される。

次に異常スコア計算部にて，入力画像と入力画像に対
応する再構成画像のペアに対し，N種類の画像処理パラ
メーター群を用いて異常スコアを計算する。画像処理パ
ラメーターには，入力画像と再構成画像の差分を計算す
る色空間や，画像への各種フィルタリング処理の組み合
わせなどが含まれる。

そしてN種類の異常スコア群から異常検知性能を比較
し，最も成績の良かった異常スコア計算方法を，推論時
に用いる画像処理パラメーターとして決定する。

推論時には，上記で自動選択されたパラメーターを用
いて，検査画像の異常スコアを計算する。

3. 4　評価
提案手法の効果を確認するため，社内で収集した画像

データを用いて評価実験をおこなった。収集した画像
データのうち，回路基板画像は良品不良品ともに撮影し，
金属平板画像は良品データを撮影後に一部画像データを
加工して不良品とした。

評価に用いた回路基板画像は良品10枚不良品10枚，
金属平板画像は良品15枚不良品15枚とした。画像再構
成には，50枚程度の良品画像で学習したオートエンコー
ダーを用いた。
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異常検知性能の評価指標にはarea under the ROC 
curve（AUC）を用いた。手法の有効性を確認するため，
以下3パターンで比較した。

・Case 1. RGB色空間の差を用いる
・Case 2. HSV色空間の差を用いる
・Case 3. 学習データを用いて色空間を選択する

Case 3では画像データを用いて色空間を選択する必
要があるため，評価には5分割の交差検証法を用いた。
結果をTable 1 に示す。

4　事例紹介：教師あり学習による欠陥分類

4. 1　概要・システム構成
検査において欠陥種の分類は，修繕工程の自動化や前

工程の改善等，生産工程DXにつながるため期待が大き
い。画像を用いて欠陥分類をおこなうタスクは，古くか
ら数多くの手法が検討・実用化されてきた。近年は深層
学習ベースの分類手法も多く提案されている。

我々は工場でのライン検査を想定し，実用に耐えうる
インライン欠陥分類機能を開発している。検査装置の全
体構成例をFig. 4 に示す。

Table 1  Experimental results using AUC in %.

Method Electronic circuit Metal plate

Case 1 100 96
Case 2 80 100
Case 3 100 100

Table 1 からCase 1とCase 2では，使用する色空間に
よって2つのデータセットで異常検知性能にトレードオ
フの関係があることがわかる。一方，提案手法を用いる
ことで，適切な色空間を学習データから選択できるため，
トレードオフを解消できた。結果画像例をFig. 3 に示す。

Fig. 3   Sample images of anomaly detection results. (a) normal images of 

electric circuit and metal plate. (b) anomalous examples. (c-e) anom-

aly heatmaps obtained by Case 1 (c), Case 2 (d), and Case 3 (e).

(a) (b) (c) (d) (e)

Fig. 3 (c)のCase 1を見ると，上段の回路基板画像では
欠陥部分のみで異常スコアマップが強く反応しているが，
下段の金属平板画像では欠陥部分の反応が微弱であった。
Fig. 3 (d)のCase 2を見ると，上段の回路基板画像では欠
陥以外の部分での誤反応が多く，良品の誤検知が増加す
る傾向がみられた。一方で下段の金属平板画像では，欠
陥部分で異常スコアマップが強く反応しており，良好な
結果であった。提案法であるFig. 3 (e)のCase 3では，ど
ちらの画像でも良好な異常スコアマップを確認できた。

今回の実験により，事前設定した一様な特徴量を使用
した場合には異常検知性能にトレードオフが発生する
ケースにおいて，少量の不良品データを利用することで，
性能改善することを確認できた。本技術はコニカミノル
タの外観検査事業での活用を検討している。今後は外観
検査の適用範囲拡大に向け，更なるロバスト性の向上を
目指した技術開発を進める予定である。

Fig. 4  Image of inline defect classi�cation system.
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装置は被写体の搬送をおこなうベルト，固定照明，お
よびカメラで構成されている。カメラでは常に動画像を
撮影している。まず，動画像に対し欠陥疑いの被写体が
出現した画像フレームを抽出する。次に，抽出した画像
フレームに対して欠陥種を分類する。

ここでは，欠陥種の分類機能を深層学習で実現するた
めの取り組み事例について紹介する。

4. 2　実現に向けた課題
4. 2. 1　誤検知の混入

単純なクラス分類問題では，入力データは分類クラス
のいずれかに属するよう前処理されていることが多い。
例えば数字認識の公開データセットMNIST3)では，入力
画像は0–9のいずれかの正解ラベルが付与されることを
前提として作られている。

しかし実際の工場では，欠陥候補画像の中に欠陥では
ない誤検知が多数混入している。誤検知の対策として単
純には，欠陥種分類の中に誤検知に相当するクラスを設
けるアプローチが考えられる。しかし，本来欠陥である
ものを誤検知と見なすのは欠陥品の見逃しとなるため極
力避ける必要がある一方，後の修繕工程の負担を下げる
ため誤検知は適切に除外する必要がある。このため，欠
陥日／欠陥判定には欠陥種分類を上回る非常に高いレベ
ルの精度が求められる。そのため，実際の工程での使用
を想定する場合，欠陥の分類と言っても実際には，欠陥
／非欠陥判定と欠陥種分類という，要求レベルの異なる
2つのタスクを同時に解く必要がある。

4. 2. 2　データ数の不足
分類問題で高い性能を発揮する方法として，近年深層

学習が注目されている。ただし，深層学習には多量の
データが必要とされている。例えば深層学習に最も多く
使われるデータセットImageNet 4)では，1400万枚以上
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の画像を提供している。しかし一般的な生産ラインで生
産されるのはほとんどが良品で欠陥のデータ数は非常に
少なく，その中でもレアな欠陥の画像はほとんどデータ
が存在しないため，深層学習の適用は困難であった。

こうした課題に対応するため，別のドメインからの特
徴の転用をおこなうTransfer Learning5)や極少数のラベ
ル付き画像を用いて学習をおこなうFew-Shot Learning6)

等が提案されている。しかし，外観検査画像の場合，一
般画像は検査画像とのドメイン差が大きすぎるため，
Transfer Learningの適用が難しい。また，別の外観検査
画像や学習済モデルを用いる場合，それらは通常非公開
であり更に見た目や注目点は検査毎に大きく異なるため，
こちらも適用が難しい。Few-Shot Learningについても
その多くが事前知識として類似の画像やそこから求めた
特徴量を用いて情報を補うものであり，外観検査画像と
いう特殊なドメインへの適用は難しいと考えられる。そ
のため，実際の工程での使用を想定した場合，データ数
は依然大きな問題であるといえる。

4. 2. 3　検査に寄与しないFrameの存在
ライン検査の場合，被写体がカメラ前を通過する間の

時系列画像が得られるが，カメラや照明との位置関係に
より欠陥が見えるFrameは限定されている。そのため単
純に時系列画像として処理した場合，大半のFrameがノ
イズとなり十分な精度が得られない懸念がある。

こうした問題への対応策として，注目Frameを検出し
てその周辺のみを解析に用いる方法が考えられる。注目
Frameの検出は人行動の異常検知等の分野において多く
おこなわれており，画像内の注目箇所を可視化する
SaliencyやAttention7)等の手法が多く使われている。し
かし，これらの手法では多量の学習データや多くの計算
リソースを前提としていることが多く，データ数が限ら
れ更に検査時間にも制限がある工場では適用が難しく，
別の解決策が必要であった。

4. 3　課題への対応
ここでは上記で挙げた課題に対応するため今回検討し

た主な工夫について述べる。工夫はデータを解くための
前処理に当たる部分と深層学習の性能を上げる部分に分
けられる。全体の概要図をFig. 5 に示す。

4. 3. 1　 前処理の工夫：注目Frameの自動選択／部分画
像切り出し

人間が目視で欠陥を見る場合，無意識に被写体と光源
との位置関係を変えながら，欠陥を認識しやすい位置を
探している。一例として，傷の部分に影が出やすい様な
照明位置を探す場合などが挙げられる。我々はこの点に
着目した。具体的には，時系列画像の中で見た目の変動
が大きい画像を注目Frameとして自動判定し，その周囲
の部分時系列画像のみを抽出する処理を実装した。

学習用データのサンプリング方法にも工夫をおこなっ
た。まず，時系列画像から注目Frame周辺を自動判定す
る際の条件を複数パターン用意することにより，1つの
時系列画像から注目Frameが異なる複数の部分時系列画
像を抽出した。次に，抽出した時系列画像に対してフ
レーム間引きすることにより，1つの時系列画像から疑
似的にフレームレートが異なる複数の時系列画像を生成
した。

これらの工夫により，解析対象を検査にとって重要な
注目Frame周辺に限定しつつ，学習に十分なデータ数を
確保することが出来た。

4. 3. 2　 深層学習の工夫：マルチタスクネットワーク構
造の活用

前述の通り，本システムでは欠陥／非欠陥判定と欠陥
種分類の二つのタスクを解く必要がある。もっとも単純
にはそれぞれのタスクを別々に解く方法が考えられるが，
2タスクを別々に解く場合，処理時間の増加が懸念され
る。そのため我々はマルチタスクネットワーク構造を作
成し処理時間の増加を抑えることを目指した。

4. 4　評価
今回は実際の工場で撮影された金属表面欠陥データで

評価をおこなった。対象画像は白黒の時系列画像であり，
欠陥の種類は傷や内包物の形状等に基づいた8種類と誤
検知の計9種類で構成されている。

学習には計10,000枚程度の欠陥時系列画像を用い，そ
の内最小クラスは300枚程度であった。実際の画像の例
をFig. 6 に示す。

Fig. 5  Overview of our algorithm.

Pickup
important frame

Pseudo defect
classification

・Defect
・Pseudo defect

・Scratch
・Bump

・Dent
・Oil
・…

Defect type
classification

Time series image Partial time series image

Extract
common
features

Fig. 6  Example of defect image.

評価指標としては欠陥／非欠陥判定は誤検知除去率お
よび欠陥検出率，欠陥種分類は各クラスの正答率の平均
を評価値として用い，手法の有効性を確認するため，以
下の3つのパターンで欠陥／非欠陥判定および欠陥種分
類をおこない，比較をおこなった。
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Table 2  Experimental results on real factory data.

Pickup
important frame

Network
architecture

Case 1 No Single task
Case 2 Yes Single task
Case 3 Yes Multi task

Remove pseudo 
defect [%]

92
98
98

Detect true
defect [%]

99
99
99

Classify correct
defect type [%]

87
94
94

Process
time [ms]

320
120
90
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・ Case 1. 時系列画像をそのまま用い欠陥／非欠陥判定
および欠陥種分類をそれぞれSingle taskとして解いた
場合

・ Case 2. 注目Frameの抽出をおこない欠陥／非欠陥判
定および欠陥種分類をそれぞれSingle taskとして解い
た場合

・ Case 3. 注目Frameの抽出をおこない欠陥／非欠陥判
定および欠陥種分類をMulti taskとして解いた場合

結果をTable 2 に示す。結果を見ると前処理により適切
なFrameを抽出することで全体的に性能が大きく向上し
ていることが分かる。またマルチタスクネットワーク構
造とすることで性能を落とすことなく高速化を可能とし
ている。

今回の検討により，深層学習による高性能な欠陥／非
欠陥判定および欠陥種分類を実現することが出来た。現
在，本技術を実際の工程へ適用するための検討を進めて
いる。今後は更なる性能向上や適用範囲の拡大に取り組
む予定である。

5　まとめ

少量の異常データで学習できるAI外観検査技術につ
いて，自社の取り組み事例を紹介した。開発した技術は
コニカミノルタの外観検査事業およびセンシング事業の
各領域で活用・検討が進んでいる。今後も製造業のDX推
進に貢献するべく，画像IoT技術の開発を強化していく。
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