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ディープラーニングを活用する目的と課題
・人間の能力を量的に凌駕している（画像認識など）

・人間の能力を質的に凌駕している（画像生成など）

１つ１つのタスクを実行することは難しくないが、

こなすべき数が多すぎるので、ディープラーニング技術を使いたい

畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を用いた画像分類
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Figure 2. We show the results obtained for one example galaxy. From left to right: the original SDSS image, the degraded image with a worse PSF and higher
noise level (indicating the PSF and noise level used), the image as recovered by the GAN, and for comparison, the result of a deconvolution. This figure visually
illustrates the GAN’s ability to recover features that conventional deconvolutions cannot.

Figure 3. We show some further representative results for different galaxy types and with various levels of degradation. In each row, we show with the same
layout as Fig. 2. Since the GAN has been trained on images of galaxies with similar properties, it is able to recover details that the deconvolution cannot, such
as star-forming regions, dust lanes and the shape of spiral arms. The top two panels are examples of spiral galaxies. The bottom-left panel shows early-type
galaxies (including a dense cluster). The bottom-right panel shows galaxy mergers; note in particular that the GAN reconstruction makes it easier to identify
these systems as merging, as opposed to being undisturbed or superpositions. For more detailed results, see the Appendix.

(Richardson 1972; Lucy 1974)3 achieves a PSNR of 18.7 dB. We
compare our and classic deconvolution approaches in Table 1. We
also perform an experiment on the impact of the training set size,

3 We compare with Lucy–Richardson deconvolution in Matlab. https://
www.mathworks.com/help/images/ref/deconvlucy.html.

reported in Table 1 d: the PSNR achieved increases as we increase
the training set size from five images to 2000.

For the qualitative analysis, we show example results in Figs 2
and 3 where we show the original image, the degraded image with
additional noise and a larger PSF, the recovered image and the
deconvolved image. We show sample spiral galaxies, early-type
galaxies and galaxy mergers, each selected with various levels of

MNRASL 467, L110–L114 (2017)

敵対的生成ネットワーク（GAN）を用いた超解像画像生成

Schawinski et al 2017

課題：他の人を納得させられますか？

ディープラーニングを活用する目的と課題



・王道型（science-driven）

ディープラーニングを活用した研究の進め方

すばるHSCの大量の銀河画像を使っ
て、合体している銀河を同定したい
が、既存の方法ではなかなか難し
い。

例：銀河の衝突合体が星形成活動に及ぼす影響を調べる研究

CNNで合体している銀河と孤立した
銀河を自動分類し、星形成活動を調
べるのが良さそう。

・邪道型（technique-driven）
CNNで「犬」と「猫」の画像が分類
できるなら、銀河の形態とかも区別
できそうだな。なんかこれ研究に使
えそう。

すばるHSCの大量の銀河画像使っ
て、合体している銀河を同定して、
星形成活動の違いを調べたら面白い
かも。

今はまだ王道型で研究を進められる段階ではない。ディープ
ラーニングでどんなことができるのか知る段階。



あまりして欲しくない質問

•「既存の方法ではなぜだめなのか？」 
必ずしも現時点でディープラーニングを使った新手法が既存の
方法より優れている必要はない。結果としてそれがディープ
ラーニングに向いていない解析である、と知ることも重要。


•「その解析から科学的に新しい発見は何かあったのか？」 
既存の方法ではできないような解析ができるようになったとい
う点が重要。

ディープラーニングに興味を持っているのは比較的若い世代が
多い印象。シニアの方には、暖かい目で見守ってもらいたい。



個人的な心配と提案
•成果につなげることが難しい 
天文関係のビッグデータは色々と手に入るし、K e r a s /
TensorFlowなどライブラリが充実しているので、我々のような
素人でも１ヶ月くらい手を動かせば、何かしら結果は出てく
る。ただそれだけでは論文にはならない。論文という成果が求
められている研究職を目指す大学院生や任期付研究者が深入り
するのは危険かもしれない。


•研究職を目指さない大学院生のテーマとしてどうですか？ 
例え論文にならなくても研究グループ・天文コミュニティにとっ
ては重要な情報を残せる可能性が高い。

「ディープラーニングを使って研究していました」と、就職活動
でアピールしやすい？
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