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低ランク・グループスパース正則化を用いた
X線造影像の血管強調

三好　亮平1 小倉　優理2 酒井　智弥1 羽石　秀昭2

概要：Digital subtraction angiography（DSA）は，X線造影像下の診断や治療のために血管走行を可視化

する技術である．体幹部に DSAを使用する際に患者に息止めの負担を強いることなく，自然呼吸下の造

影像の時系列から血管走行を可視化したい．本研究では，血管を流れる造影剤のみの動画像を造影動画像

から抽出する画像処理手法を提案する．提案手法では，この画像処理を行列の低ランク＋スパース近似問

題と見なし，凸最適化の方法で解く．その際，全変動（TV）正則化のように明確なエッジをもつ血管走行

の動画像が少ない計算量で得られるように，スーパーピクセル（画像の過分割領域）の組合せで造影剤の

動画像を構成するグループ正則化を施す．
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Low-Rank and Group-Sparse Approximation of X-Ray Angiographic
Images for Vessel Enhancement Under Free-Breathing Conditions

Miyoshi Ryohei1 Kokura Yuri2 Sakai Tomoya1 Haneishi Hideaki2

Abstract: Digital subtraction angiography (DSA) is an X-ray fluoroscopy technique for diagnosis of blood
vessels. To detect and visualize the vessels in x-ray angiographic images under natural breathing, this paper
presents an image processing method for extracting sparse images of contrast medium running in the vessels.
The present method adopts a convex optimization technique for low-rank and sparse matrix approximation.
To obtain edge-preserving vessel images with lower computational complexity than the total variation reg-
ularization methods, the sparse vessel images are regularized so as to be constructed as combinations of
superpixels i.e., the oversegmented regions.
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1. はじめに

X 線造影像は血管や腫瘍の検査，X 線透視像下でのカ

テーテルを用いた治療などに用いられる．しかし，血管造

影像には骨や他の臓器によって血管が見えづらいという

課題がある．そのため X線透視下で診断や治療を行う際

には，血管走行を可視化するために，Digital Subtraction

Angiography（DSA）[1]により血管強調像を得る．DSAと
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は，造影像と透視像との差分によって造影部位のみを強調

する手法である．体幹部を対象に DSAを行う際には，呼

吸位相を合わせなければ呼吸の動きによるずれが生じる．

そのため，一般的には患者に息止めを要求し，呼吸位相を

一致させる．しかし，息止めは患者にとって負担が大きく，

数秒間の息止めも困難なケースも少なくない．また，拍動

によって造影剤が断続的に流れることから，血管走行が明

瞭に現われない場合がある．

自然呼吸下造影像（以下，造影動画像）のみを用いて血管

走行を可視化する先行研究に，stable principal component

pursuit（SPCP）[2]に TV正則化 [3]を導入した手法があ
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る [4]．この手法では，血管を通る造影剤は似た画素値をも

つ隣接した画素の集まりで表されるという先験情報を考慮

して，Total Variation (TV)正則化を導入した SPCPを用

いて造影剤の動画像を造影動画像から分離する．しかし，

TV正則化は計算量に課題がある．本稿では，スーパーピ

クセルと呼ばれる画素の集まりに対してスパース化を図る

ことで，画素の隣接性がある造影剤の動画像を分離する手

法を提案する．

2. 造影像の性質

造影動画像は造影像の時系列である．本稿では，造影さ

れる血管以外が写る部分を透視像，造影される血管のみが

写る部分を造影像の動画像と呼ぶ．造影動画像に写る骨な

ど，造影剤によって写る血管以外の部分は，呼吸による単

純な変動を周期的に繰り返しているだけである．そのため，

ある時刻の画像は別の時刻の画像の線形結合によって表す

ことが出来る線形従属性をもつ．一方，血管部分は造影剤

が流れた時刻に，流れた場所にしか写らない．よって造影

剤の動画像には時間的，空間的な局所性があると言える．

画素数 mの造影像が nフレームあるとき，造影動画像

D ∈ Rm×nとして表現できる．線形従属性を持つ画像は少

数の基底ベクトルで表現することが出来るため，行列Dに

は低ランク性がある．造影剤の動画像を行列で表現したと

き，行列の中のほとんどが 0であり，血管が写る部分のみ

が非ゼロである．よって造影剤の動画像にはスパース性が

あると言える．

3. 造影像の L+S近似

造影像は造影剤の画像が透視像に重畳した画像と言え

る．造影動画像，透視動画像，造影剤の動画像の行列表現

をそれぞれD，L，Sとすると，造影像Dは次式のように

表すことが出来る．

D = L+ S (1)

透視動画像 Lと造影剤の動画像 Sの低ランク・スパース性

を生かして，呼吸による単調な変動をする透視動画像の低

ランク行列 Lと，造影剤が流れた時のみ写る造影剤の動画

像のスパース行列 Sの和によって造影動画像 Dを近似す

る．この近似は，凸緩和によって次式の最適化問題として

定式化できる．

Minimize
L,S

∥L∥∗ + λs∥S∥1

subject to ∥D− (L+ S)∥F ≤ ε (2)

∥ · ∥∗は核ノルムと呼ばれ，行列の特異値の和を表す．∥ · ∥1
は ℓ1 ノルムと呼ばれ，行列の絶対値の和を表す．∥ · ∥F は
フロベニウスノルムと呼ばれ，行列の要素の 2乗和の平方

根を表す．式（2）は低ランク行列 Lとスパース行列 Sに

関する近接写像を反復する ADMM[5]を用いて解くことが

出来る．式（2）は次式のように書き換えられる．

Minimize
x,z

∥mat zl∥∗ + gs(zs) + ιC (zl+s) (3)

ただし

z =


zl

zs

zl+s

 , G =


I O

O I

I I

 , x =

[
xl

xs

]
(4)

である．ιC (zl+s)は指示関数（indicator function）と呼ば

れ，zl+s が集合 C に属しているかどうかを判定する関数

である．

ιC (v) =

0 if v ∈ C = {v|∥v − b∥2 ≤ ε}

∞ otherwise
(5)

式（5）のように指示関数を定義すると，式（3）を最小

に出来る zl+s は ∥zl+s − b∥2 ≤ ε を満たすベクトルに

限定される．また，b = vecD である．式（2）の解は

L = matxl と S = matxs として得られる．最適化問題

（3）に対して ADMMから導出されるアルゴリズムをアル

ゴリズム 1に示す．ステップ 3，4では，xの最小二乗解

アルゴリズム 1 ADMM for SPCP

入力： b ∈ Dm : 実際の観測値，λs : スパース行列の重み，ρ : 任
意の正の定数，ε : 許容誤差;

出力： L, S

1 z,u の初期化;

2 while 収束しない do

3 p = GT(z− u) =

[
p1

p2

]

4 x← p− 1
3

[
p1 + p2

p1 + p2

]

5


vl

vs

vl+s

← Gx+ u

6 {U,K,V} = svd(vl)

7 zl ← U soft(K, 1
ρ
)V

8 zs ← prox 1
ρ
gs
(vs)

9 zl+s ←
{

b+ ε
vl+s−b

∥vl+s−b∥2
if ∥vl+s − b∥2 ≤ ε

vl+s otherwise

10 u← u+Gx− z

11 end while

を argminx ∥u + Gx − z∥ = (GTG)−1GT(z − u)を解い

て求める．これは，式（3）においてGの構造は単純であ

るためステップ 2のように書き下せる．ステップ 5では，

Gxを uによって修正している．ステップ 7からステップ

9は，それぞれ関数 ∥zl∥∗, gs, ιC (zl+s)についての近接点を

計算する近接写像（proximity operator）であり次式のよ

うに定義される．

proxϕ(v) = argmin
x

ϕ(x) +
1

2
∥x− v∥22 (6)

ステップ 7での関数 ∥zl∥∗ の場合は，特異値のソフト閾値
処理 [6]を行う．soft : Rd × R 7→ Rd は次式のように定義

される．
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soft(q, θ) =


sign(q1)max(|q1| − θ, 0)

...

sign(qd)max(|qd| − θ, 0)

 (7)

ステップ 8では，関数 gs が gs(zs) = λs∥zs∥1 の場合は以
下の処理になる．

zs = soft(vs,
λs

ρ
) (8)

ステップ 9では，vl+s と bの誤差が εより大きい場合は，

bから vl+sの方向に εだけ近づけ，誤差が εより小さい場

合は，vl+s をそのまま返す処理を行う．

4. 造影像のスーパーピクセル

画像の過分割領域を構成する要素の集まりをスーパーピ

クセル（SP）という．血管中の造影剤に該当する領域は隣

接した画素の集まりになるが，コントラストが大きい血管

の境界を越えて隣接しない．ゆえに，画像の濃淡の勾配強

度に従って過分割した領域を SPとすれば，造影剤の領域

は SPの組合せで過不足なく表現できると考えられる．本

研究では，勾配画像の各極小点に対しセパラトリクスを境

界とする領域を求めるWatershed Algorithm[7]を用いて

スーパーピクセルを作成する．周囲とのコントラストが大

きい造影剤の領域の境界は必ず SPの境界の一部になるの

で，造影剤の画像を SPの組合せで表現すれば，血管の境

界が明確な血管強調画像を作るための画像処理になると考

えられる．Watershed Algorithmを用いて造影像の SPを

生成した画像を図 1に示す．造影された血管領域が SPの

図 1 左:造影像．右上:造影像の赤枠内の領域の拡大．右下:造影像

（赤枠内）の SP．血管に該当する SP を着色した．

組合せで過不足無く表現でき，すべての境界が必ず SPの

境界の一部になっていることが分かる．

SPの組合せで表された造影剤の動画像 S = matxsを求

める最適化問題は次式で書き表せる．

Minimize
L,S

∥L∥∗ + λs

∑
g
(j)
k ∈ð

∥s
g
(j)
k

∥2

subject to ∥D− (L+ S)∥F ≤ ε (9)

ðとは分割した SPの集合を表す．また，s
g
(j)
k

は以下の式

のように定義されるものとする．

s
g
(j)
k

= I(g
(j)
k , :)S(:, j) (10)

g
(j)
k は，時刻 j の k番目の SPを表す．I(g

(j)
k , :)S(:, j)は，

造影剤の動画像の行列 Sから，SPで分割された画像 Iの

j 列目の k 番目の SPに含まれる画素と同じ番号の画素の

画素値を抽出してベクトルを作っている．アルゴリズム 1

のステップ 8を画素ごとに計算するものから SPごとに ℓ2

ノルムを縮小するソフト閾値処理とすると．

I
g
(j)
k

(zs)← soft(∥q(j)
k ∥2,

λs

ρ
)

q
(j)
k

∥q(j)
k ∥2

(11)

となる．ただし，q
(j)
k = I

g
(j)
k

(vs)である．I
g
(j)
k

(vs)では，

ベクトル vsの時刻 jの k番目の SPに属する画素をベクト

ルとする．また，I
g
(j)
k

は，画像から時刻 jの k番目の SPに

該当する画素を抽出する演算子であり，I
g
(j)
k

(q) = I(g
(j)
k )q，

I ∈ Rmn×mn，q ∈ Rm×n である．

5. 血管強調性能の比較実験

造影動画像を画素ごとに計算する SPCP（以下，SPCP）

とグループスパース正則化を導入した SPCP（以下，SPCP-

SP）の，血管強調の性能比較を行う．また，スパース行列

の非ゼロの割合を小さくしたとき，各手法によって非ゼロ

要素として選ばれた造影剤の領域を比較する．血管強調の

性能は，生成した造影剤の動画像の，視覚的な比較，適合

率と再現率．contrast to noise ratio（CNR）と呼ばれる評

価値で評価する．CNRは次式のように定義される．

CNR =
|µF − µB |√

σ2
B

(12)

ここで µF , µB , σ
2
B は，それぞれ造影剤の正解領域の画素値

の平均，造影剤の正解領域以外の画素値の平均，およびそ

の画素値の分散を表す．

5.1 実験環境

腹腔動脈を対象として撮影した造影動画像 10例に対して，

SPCP，SPCP-SPを適用する．画像サイズは 1024× 1024

画素であるが，取得動画像には照射野外領域が含まれる．

L+S近似の計算には，照射野領域のみを用いる．また，各

データに 3フレームずつ正解画像を用意する．

実験 1では，各手法により生成した造影剤の動画像，適

合率と再現率，CNRを比較する．実験 2では，よりスパー

スになった際にゼロとなる部分の違いを見る．両実験のパ

ラメータは，ρ = 1.0× 10−2, ε = 1.0× 10−2とする．また，

λs は，実験１では，SPCPでは λs = 1.5とし，SPCP-SP

では λs = 4300 とする．実験 2では，SPCPでは λs = 1.4

と 2.2とし，SPCP-SPでは λs = 4000と 6000 とする．実

験 1 で使用するパラメータはそれぞれのスパース行列の

非ゼロの数が全画素数の 15%ほどになるように λs を決定

した．
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5.2 実験 1：血管強調の性能比較

各手法によって造影動画像から造影剤の動画像を生成し

た（図 2）． 図 2(c)は画像下部などに腸内ガスと見られる

(a) (b)

(c) (d)

図 2 (a):元の造影像，(b):正解画像，(c):SPCP による造影剤の画

像，(d):SPCP-SP による造影剤の画像．

アーチファクトがみられるが，(d)ではそれが抑えられて

いる．図 2(c),(d)どちらにも上部に横隔膜が写っている．

これは，横隔膜の動きは単純な変動とは言えないため低ラ

ンク成分に分離されないからと考えられる．

両手法で推定された造影剤領域についてCNRを表 1に示

す．SPCP-SPは 10例全てにおいて SPCPより高い CNR

表 1 各手法を用いて生成した造影剤の動画像の CNR．
データ番号 1 2 3 4 5

SPCP 3.62 3.75 7.43 6.03 4.19

SPCP-SP 4.09 4.35 9.24 7.32 4.95

データ番号 6 7 8 9 10

SPCP 3.55 3.45 2.94 3.89 5.72

SPCP-SP 3.76 3.81 3.33 4.50 6.25

を示した．SPCP-SPは SPCPよりも σ2
B の値が小さかっ

た．これは SPごとにスパース化されることで，背景成分

の点在する画素が 0になるからであると考えられる．

表 2 各手法により生成した造影剤の動画像の適合率と再現率．
SPCP SPCP-SP

適合率 25.9 % 25.9 %

再現率 68.3 % 73.8 %

表 2は，各手法により得た造影剤の動画像の適合率，再

現率である．適合率は，血管と推定した画素のうち実際に

血管である画素はどの程度かを測る．再現率は，正解とす

る造影剤の領域をどの程度推定しているかを測る．適合率

と再現率はトレードオフの関係にあり，適合率が高くなる

と再現率が低くなり，検出漏れが起き，再現率が高くなる

と適合率が低くなり，誤検出が起きる．適合率，再現率は

次式で定義する．

適合率 =
正しく推定した血管の画素数
血管と推定した画素数

(13)

再現率 =
正しく推定した血管の画素数

正しい血管の画素数
(14)

適合率には両手法に差はみられなかった．再現率は SPCP-

SPの方が高かった．つまり，SPCP-SPの方が造影剤の領

域の検出漏れが少なかった．

5.3 実験 2：検出された造影剤の領域とスパース性

同一の造影像に対して，スパース性を司る λs を変更し

て，検出された造影剤の領域を比較する．各手法で，非ゼ

ロの画素数がほぼ同じになるような λs を用いて推定した

造影剤の画像を 2値化したものを図 3に示す． SPCPで

(a) (b)

(c) (d)

図 3 (a):λs = 1.4 で SPCP を用いて生成した造影像の動画像．

(b):λs = 2.2 で SPCP を用いて生成した造影剤の動画像．

(c):λs = 4000 で SPCP-SP を用いて生成した造影剤の動画

像．(d):λs = 6000 で SPCP-SP を用いて生成した造影剤の

動画像．(a)，(c) は 20%弱非ゼロが残るようなスパース化を

行っている．(b)，(d)は約 6%非ゼロが残るようなスパース化

を行っている．

は，スパース化しても点在する誤検出の画素が SPCP-SP

のそれよりも多く残っている．一方，SPCPでは細い血管

が残っているが，SPCP-SPではスーパーピクセルで表現

され難い細部が検出漏れになる傾向がある．

6. 結論

X線造影像下の診断や治療の際に患者に負担を強いるこ

とがないように，造影動画像から血管走行を可視化する．

提案手法の SPCP-SPでは，造影剤の領域を構成する画素

の隣接性を活かす，スーパーピクセルによるグループス

パース正則化を導入した．結果として，血管以外の点在す

る画素は 0となったが，細い血管も 0となった．
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