
緒 言
放射線画像の主観的評価方法としては，receiver

operating characteristic (ROC) 解 析，または free-
response ROC(FROC)解析が世界的に広く用いられ
ており，これらの評価法から得られ，そして，統計的
有意差検定によって証明されたデータの信頼性は高
い1)．しかし，その一方で，ROC解析・FROC解析の
観察者実験を実施するためには，検出(または鑑別)が
非常に困難な信号(病変)を含む画像を試料として用意
する必要があり，この作業が時間的にも物理的にも観

察者実験の実施を困難にしている2)．
ROC解析・FROC解析以外では，放射線画像の主観

的評価法として，一対比較法という評価法が古くから
提唱されている3～5)．一対比較法は，一般的には，ある
個数の試料について，その全体の中から 2個ずつ取り
出して比較し，すべての試料対の組み合わせの結果を
総合して全体の試料を評価する方法で6)，ROC解析・
FROC解析のように，病変の検出や鑑別といった診断
の正確さを直接的に評価することはできないが，二つ
以上のシステムから作成された画像を比較し，それら
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Summary

To simplify a procedure of the observer study with Ura’s method of Scheffé’s paired comparison and to
improve experimental accuracy, we developed a software package to automatically analyze observer study data
obtained by using a computer interface developed specially for the ROC observer study. Simulated low-dose CT
images were used to demonstrate practical utility of this proposed method with a software package, in terms of a
statistical analysis of the change of noise property due to the change of exposure dose. Six radiological technologists
were participated in this observer study and compared each of six sample images selected at lower lung and liver
slices with dose levels of 100, 80, 60, 40, 20, 10% per case. In the statistical analysis, the average psychological
measures were highly correlated with the dose levels (lower lungs: R=0.95, liver: R=0.99). In addition, there were
statistically significant differences in all combination of dose levels in liver slices. In conclusion, we demonstrated
practical utility of this proposed method in terms of simplification of experimental procedure and the consistency of
the analytic results.
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をある特定の判断基準において順位付けすることが可
能である．例えば，撮影線量の最適化において，線量
を変化させて作成した試料で ROC 観察者実験を実施
し，診断能において統計的有意差が認められる線量レ
ベルを証明することは非常に困難であるが，ある特定
の部位の読影における線量変化に起因するノイズの違
いを一対比較法で比較評価し，統計的有意差の有無を
証明することは可能である．
これまでに放射線画像の評価に応用された一対比較

法では，サーストン(Thurstone)の一対比較法4)，
シェッフェ(Scheffé)の一対比較法5)が代表的で，前者
が試料内の順位のみを決定する評価法であるのに比べ
て，後者は順位に加えて，その差の程度も算出するの
で，得られた結果の理解が容易である．シェッフェの
一対比較法のオリジナルは，シェッフェによって官能
検査のために開発され，1952 年に報告されたが7)，そ
の後，国内で浦の変法8)と中屋の変法9)が報告された．
どちらの変法もすべての試料の組み合わせを一人の観
察者が比較する点は共通だが，浦の変法が順序効果
(位置効果)を考慮しているのに対し，中屋の変法はそ
れを考慮していない．
シェッフェの一対比較法の浦の変法(以後，シェッ

フェ-浦法)の実験方法，および実験結果の解析方法に
ついては，中前や高木らによる解説書が存在する
が6, 10)，試料枚数が多く，更に観察者が複数の場合に
は，そのデータ管理と観察者実験後のデータ解析が煩
雑で，エクセル等のワークシートプログラムを用いた
処理では，間違いが生じる可能性がある．そこで，本
研究では，シェッフェ-浦法による観察者実験の簡略
化と実験精度の向上を目的として，ROC 観察者実験
用に開発されたソフトウエアと，そこから得られた観

察者実験データから自動的に一対比較法の統計解析を
行うソフトウエアを開発し，それらを用いて，模擬的
に作成した低線量CT画像の比較評価を行うことで，
本手法の整合性を検証したので，報告する．

1．方 法
1-1 シェッフェの一対比較法(浦の変法)と自動解析

ソフト
比較評価したい試料画像を t 枚用意し，それをN人

の観察者のうちの観察者 kが，左右それぞれに提示さ
れた試料画像 i，j を比較して，それに対する評点 xijk
を与えた場合，試料画像 i に対する観察者 kの嗜好度
ikは，以下の(1)式によって求められる．

ik=


 i.k-.ik (1)

ここで，i.kは画像 i が左に提示された場合の観察
者 kのすべての評点の和を意味し，同様に，.ikは画像
i が右に提示された場合の評点の和を指す．そして，
各観察者について求めた嗜好度から試料ごとの平均値
を算出することで，個々の試料のシェッフェ-浦法に
おける平均嗜好度 i. が求められる．
次に，個々の平均嗜好度間の統計的有意差について

示す．Table 1 にシェッフェ-浦法における分散分析
を行う場合の分散分析表を示す10)．最初に，この分散
分析表に従って観察者実験で得られた結果の主効果
(main effect)の統計的有意差検定を行うために，誤差
の自由度(fe)と分散(Ve)を分散分析表に従って求め
る．仮に有意水準を 5％とした場合，それぞれ要因の
F-ratio から求めた p 値が 0.05 未満であれば，統計的
に有意と判断する．このとき，主効果で示される擬似
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Table 1 ANOVA table used in Ura’s method

Source of variation Sum of squares Degree of freedom Variance F-ratio
Main effect
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的な線量低減による効果だけでなく，観察者間の効果
(reader)，画像の組み合わせ効果(sample combina-
tion)，画像の提示における位置の効果(sample loca-
tion)に統計的有意差があるかを確認する．主効果で
示される効果以外の要因で，例えば観察者間の効果に
統計的有意差が認められた場合には，特定の観察者が
嗜好度を引き上げる，などのバイアスの可能性を確認
し，その原因を考察する．実験実施者が注目する主効
果に統計的有意差が認められる場合には，誤差変動を
超えた差異があるものと判断する．その後，多重比較
法により以下の式から yardstick(Y0.05)を求め，平均嗜
好度の 95％信頼区間，または，二つの平均嗜好度間の
差の 95％信頼区間による統計的有意差検定を行
う10, 11)．

0.05=0.05  

 (2)

ここで，0.05  は，多重比較法のTukey 法12)で用
いられるステューデント化された範囲の表から求めた
試料数 t，自由度 ，の場合の q 値を示す．平均嗜好
度の 95％信頼区間は，平均嗜好度から yardstick
(Y0.05)を差分・加算した値が 95％信頼区間の下限・上
限となり，二つの平均嗜好度間の差から yardstick
(Y0.05)を差分・加算した 95％信頼区間に 0.0 が含まれ
るか(有意差なし)，含まれないか(有意差あり)で，統
計的有意差検定を行う．
本研究では，前述のシェッフェ‐浦法の理論に従っ

て，複数の観察者により得られた一対比較法の評価
データを自動的に解析して，分散分析による主効果の
統計的有意差検定を行った後に，各試料間の平均嗜好
度と yardstick を算出し，統計的有意差検定の結果を
出力するソフトウエアを開発した．開発環境は，OS
が Windows10 で，開発ソフトウエア Visual Studio
2017(Microsoft 社)の C++を使用し，ROC観察者実験
用に開発されたROC Viewer13)の出力ファイルを利用
して入力ファイルとすることを可能とした．ソフトウ
エアは，コマンドプロンプト上で動作する．
開発した自動解析ソフトウエアを検証するため，本

実験のデータ解析を行う前に，市販されている統計ソ
フトウエア(エクセル統計，社会情報サービス，2016)
の無料体験版に付属の一対比較法の浦の変法用のサン
プルデータを用いて，市販ソフトウエアの出力結果
と，理論に従って表計算ソフトウエア Excel 2016
(Microsoft 社)を用いて計算した結果，そして，本ソ
フトウエアによる計算結果が完全に一致することを確
認した．なお，ソフトウエアの出力は各観察者の評定

から算出した各試料の嗜好度(Fig. 1a)，観察者全体に
ついて算出した各試料の平均嗜好度(Fig. 1b)，分散分
析による統計的有意差検定の結果(Fig. 1c)，そして，
試料間の統計的有意差検定の結果(Fig. 1d)とした．

1-2 模擬低線量 CT画像による一対比較評価法
1-2-1 試料
当院において肺生検前に通常線量(120 kV，186

mAs)で撮影された臨床 CT 画像 5 例を使用した．な
お，すべての症例は，診療目的で撮像されたものであ
り，本研究への使用にあたっては本院の倫理審査委員
会の承認を得た．
観察者実験では，通常線量で撮影された CT画像か

らコンピュータシミュレーションにより通常線量の
80，60，40，20，10％の模擬低線量 CT画像を再構成
し，それらの画像に含まれるノイズの見えやすさを比
較対象とした．Figure 2 に，模擬低線量CT画像作成
のシミュレーション手法を示す14)．
本手法では，最初に標準線量で実際に撮影された

CT画像(Fig. 2 ①)から，forward projection(順投影)
によってサイノグラムを再現する(Fig. 2 ②)．次に，
そのサイノグラムに，計算によってノイズを加える
(Fig. 2 ③)．このとき，計算に用いるパラメータを変
化させることで任意の低線量の画像が作成可能とな
る．その後，filtered back projection(逆投影)すること
で，ノイズ CT画像を再構成する(Fig. 2 ④)．最後に
①の画像に④の画像を足し合わせることにより，模擬
低線量CT画像を作成する(Fig. 2 ⑤)．
一対比較法の観察者実験に用いる試料は，症例ごと

に，肝臓部と肺野部の断面のCT像についてオリジナ
ル像(100％)と，80％から 10％の模擬低線量 CT画像
5 枚を用意し，計 60 枚(5 例´6 線量´2 部位)とした．
なお，一対比較法としては，一人の患者の六つの線量
レベルの画像から 2 枚を取り出して行う評価(6´5=30
通りの組み合わせ)を 10 通り(5 例´2 部位)行い，部位
別に 5症例の平均を求めて評価した．ある患者の肝臓
部における試料 6枚の一例をFig. 3 に示す．
1-2-2 ROC Viewerを用いた観察者実験
ROC Viewer は ROC 観察者実験用に開発されたソ

フトウエアであるが，2画像を同時に表示することが
可能なため，一対比較法にも適用可能である．ただ
し，一対比較法の観察者実験への適用にあたっては，
通常は信号の存在の確信度に用いられる評定のスケー
ルを，左右の画像のどちらの方がノイズの少ない画像
か？という設問に対する回答に置き換える必要がある
(Fig. 4)．なお，ROCViewer の評定値の出力は，通常
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Fig. 1 (a) Example of computer output of a paired comparison observer study obtained from single observer
and six case samples.(b) Example of computer output of paired comparison observer studies obtained
from five observers and six case samples. (c) Example of computer output of two-way analysis of
variance (ANOVA) for testing average psychological measures obtained from a paired comparison
observer study. (d) Example of computer output of statistically significant test results using a
multiple comparison method with a yardstick value (p<0.05). *SIG.: statistically significant

a

b

c

d



は，スケールの左端が「信号が絶対に存在しない
(0.0)」で，右端が「信号が絶対に存在する(1.0)」であ
るが，一対比較法への適用においては，スケールの中
央を 0.0 とし，そこから左右に向かう値を各試料の評
定とした．例えば，観察者が左右の画像を見比べて，
右の画像の方が，明らかにノイズが少ないと判断し
て，スケールの右端を選択した場合，右の試料画像に
対する評定値は 0.5 であり，逆に左の試料画像に対す
る評定値は-0.5 となる．また，どちらもノイズに差が
ないと判断して，スケールの真ん中を選択した場合
は，左右の画像共に評定値は 0.0 となる．
観察者実験には CT画像読影の経験が 2 年以上の 6

名の診療放射線技師(経験年数：2–21 years，平均：

10.2 years)が参加した．観察者実験の実施にあたって
は，本院の倫理審査委員会の承認を得たうえで，各観
察者には事前にインフォームドコンセントを得た．
一対比較法における観察者実験では，CT画像表示

のウインドウ幅(WW)とウインドウレベル(WL)が変
化すると，それが評価結果に影響を与えるので，肝臓
部，肺野部，の表示条件(WW, WL)は，それぞれ，
(300, 40)，(1500, -600)で，すべての症例について一定
とした．

2．結 果
Table 2 に 5 例の患者の下肺野および肝臓部の CT

像について，シミュレーションにより撮影線量レベル
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Fig. 2 Computerized procedure for reconstructing quasi-low-dose CT images.

Fig. 3 Examples of case samples for the paired comparison observer study.
Five simulated low-dose CT images were reconstructed from the
standard-dose CT image (100%).



を 100％から 10％まで変化させて作成した画像の，ノ
イズ特性に関する平均嗜好度および各症例における
yardstick を示す．各平均嗜好度は，6名の観察者から

得られた嗜好度の平均であり，カッコ内にその標準偏
差を示す．各症例についての分散分析では，すべての
症例について平均嗜好度に統計的に有意な差があるこ
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Fig. 4 Display of ROC Viewer for comparing two CT images in terms of
noise appearances due to the low-dose setting.

Table 2 Average psychological measures (95% confidence interval: CI), and yardsticks for six patients obtained from a paired
comparison observer study using five case samples with various exposure dose level (10, 20, 40, 60, 80, and 100%)

A. Lower Lung
Dose level 10%[95% CI] 20%[95% CI] 40%[95% CI]

PT1 -0.172 [-0.252, -0.092] -0.077 [-0.157, 0.003] -0.005 [-0.085, 0.075]
PT2 -0.157 [-0.229, -0.085] -0.091 [-0.163, -0.019] 0.022 [-0.050, 0.094]
PT3 -0.171 [-0.239, -0.103] -0.097 [-0.165, -0.029] 0.007 [-0.061, 0.075]
PT4 -0.216 [-0.295, -0.137] -0.054 [-0.133, 0.025] 0.007 [-0.072, 0.086]
PT5 -0.194 [-0.290, -0.098] -0.088 [-0.184, 0.008] -0.014 [-0.110, 0.082]
Ave. -0.182 -0.081 0.003

Dose level 60%[95% CI] 80%[95% CI] 100%[95% CI] Yardstick
PT1 0.045 [-0.035, 0.125] 0.093 [0.013, 0.173] 0.117 [0.037, 0.197] 0.080
PT2 0.031 [-0.041, 0.103] 0.086 [0.014, 0.158] 0.110 [0.038, 0.182] 0.072
PT3 0.062 [-0.006, 0.130] 0.104 [0.036, 0.172] 0.094 [0.026, 0.162] 0.068
PT4 0.037 [-0.042, 0.116] 0.102 [0.023, 0.181] 0.124 [0.045, 0.203] 0.079
PT5 0.068 [-0.028, 0.164] 0.088 [-0.008, 0.184] 0.140 [0.044, 0.236] 0.096
Ave. 0.049 0.095 0.117

B. Liver
Dose level 10%[95% CI] 20%[95% CI] 40%[95% CI]

PT1 -0.261 [-0.316, -0.206] -0.181 [-0.236, 0.126] -0.046 [-0.101, 0.009]
PT2 -0.291 [-0.348, -0.234] -0.163 [-0.220, -0.106] -0.035 [-0.092, 0.022]
PT3 -0.304 [-0.359, -0.249] -0.174 [-0.229, -0.119] -0.055 [-0.110, 0.000]
PT4 -0.289 [-0.338, -0.240] -0.169 [-0.218, -0.120] -0.050 [-0.099, -0.001]
PT5 -0.285 [-0.339, -0.231] -0.158 [-0.212, -0.104] -0.054 [-0.108, 0.000]
Ave. -0.286 -0.169 -0.048

Dose level 60%[95% CI] 80%[95% CI] 100%[95% CI] Yardstick
PT1 0.067 [0.012, 0.122] 0.178 [0.123, 0.233] 0.243 [0.188, 0.298] 0.055
PT2 0.053 [-0.004, 0.110] 0.185 [0.128, 0.242] 0.251 [0.194, 0.308] 0.057
PT3 0.076 [0.021, 0.131] 0.193 [0.138, 0.248] 0.264 [0.209, 0.319] 0.055
PT4 0.079 [0.030, 0.128] 0.160 [0.111, 0.209] 0.268 [0.219, 0.317] 0.049
PT5 0.072 [0.018, 0.126] 0.157 [0.103, 0.211] 0.268 [0.214, 0.322] 0.054
Ave. 0.069 0.175 0.259



とが示され，その結果，症例ごとに yardstick が算出
された．
本手法によって算出された平均嗜好度は，ほとんど

の症例について，線量レベルが高くなれば，平均嗜好
度も高くなり，その相関係数は下肺野部の場合で
0.95，肝臓部の場合で 0.99 と非常に高い相関を示した
が，唯一，患者 3の下肺野部の 80％と 100％の線量レ
ベルの間で，平均嗜好度の変化が逆転した(下線部：
80％>100％)．
算出した yardstick を用いて，多重比較法による試

料間の平均嗜好度の統計的有意差検定を行った結果
(試料間の平均嗜好度間の差が yardstick よりも大き
い場合に，その試料間について統計的有意差あり(p<
0.05))，肝臓部では，すべての症例について，すべての
試料間で統計的有意差が認められたが，下肺野部で
は，一部の試料間の組み合わせについてのみ，統計的
有意差が認められた．Table 3 は線量レベルを変化さ
せた試料間で統計的有意差が認められた症例数を示
し，10％と 40％，60％，80％，100％，20％と 60％，
80％，100％，そして，40％と 100％の試料間において，
すべての症例で統計的有意差が認められたが，その一
方で，40％と 60％，60％と 80％，そして，80％と
100％の試料間では，どの症例においても統計的有意
差は認められなかった．

3．考 察
本研究で用いたシェッフェ-浦法による放射線画像

の比較評価の手法の有用性については，既にいくつか
の文献で検証されており3, 4, 8)，学会発表や研究会等で
その成果が発表されることも少なくない．しかし，本
研究で示した統計的手法を適用することは，非常に煩
雑であり，手計算で求めた結果に信頼性があるかどう
かを検証することは困難である．また，観察者実験の
実施において，観察者にペアの画像を提示し，それぞ
れのペアについての評定を記録する作業は時間的にも
非常に煩雑であり，そのことが，線量最適化等の検証
に優れた手法であるにもかかわらず，一対比較法が幅

広く用いられていない理由の一つでもあると考える．
本研究の主たる目的は，これらの一対比較法の実施に
関係するさまざまな煩雑さを解消し，更に，実験中に
生じる計算ミスや誤記などの人為的なデータ管理に基
づくエラーを減少させるという意味において，実験結
果の精度を向上させることにある．そのために，容易
に比較評価の結果を検証することが可能なように，シ
ミュレーションにより撮影条件レベルを変化させて再
構成したCT画像を試料として，一対比較法による観
察者実験を実施し，その結果から本手法の整合性を検
証した．
5 例の下肺野および肝臓部の CT画像による比較評

価の結果，通常，臨床で使用されている撮影条件から
線量レベルを下げて再構成したCT画像では，線量レ
ベルの設定が適切と考えられる肝臓部では，線量のレ
ベルが下がることで，すべての試料間で統計的に有意
にノイズ特性が劣化することが認められた．また，線
量レベルの 100％と 10％の間には，平均嗜好度で
-0.286と 0.259 の幅(0.545)があった．しかし，線量レ
ベルの設定が肝臓部に比べると過剰気味な下肺野部で
は，線量レベルを 20％下げても，統計的に有意な差は
認められないことが実証され，また，線量レベルの
100％と 10％の間の平均嗜好度の差は，0.299(-0.182，
0.117)と，肝臓部と比べて小さくなった．
一般に，観察者実験では，観察者間の変動を考慮す

る必要があるが1)，シェッフェ-浦法においても観察者
間の変動は考慮されるため，観察者数が少ない，また
は，観察者間の変動が大きい場合に yardstick が大き
くなり，平均嗜好度間の差の統計的な証明が困難にな
る．本研究では 6名の観察者により観察者実験を行っ
たが，下肺野部の試料を用いた場合に，観察者間の変
動が大きくなり，yardstick も大きな値となった．
本手法によって，観察者実験後のデータ解析を行う

際の作業が簡略化されると期待される．本研究では具
体的にデータ解析の所要時間を従来法と比較すること
はしなかったが，本研究で開発したソフトウエアを用
いることで，複数の観察者の観察者実験終了後に評定

38

日本放射線技術学会雑誌

Table 3 Statistically significant test results of differences between two average
psychological measures among five sample cases

20% 40% 60% 80% 100%
10% 4/5(80%) 5/5(100%) 5/5(100%) 5/5(100%) 5/5(100%)
20% 2/5(40%) 5/5(100%) 5/5(100%) 5/5(100%)
40% 0/5(0%) 4/5(80%) 5/5(100%)
60% 0/5(0%) 2/5(40%)
80% 0/5(0%)



データ解析を行うための時間は，10 分未満に短縮され
ることが確認された．
本研究で使用したシェッフェ-浦法の解析を行うソ

フトウエアは，試行的に 2017 年から本学会の画像部
会および教育委員会が開催している ROC セミナーの
参加者に，観察者実験で使用しているROCViewer の
ソフトウエアとともに配布しており，その際に指摘さ
れたいくつかの問題点を改善して，現在に至ってい
る．ROC・FROC観察者実験の場合と同様に，本手法
による観察者実験の実施とソフトウエアの利用方法に
ついては，最初に十分なトレーニングを受ける必要が
あると考えるため，今後もこのセミナー参加者に対し
てのみ，配布を継続する予定である．

4．結 語
シェッフェの一対比較法の浦の変法による観察者実

験の簡略化と，実験精度の向上を目的として，ROC観
察者実験用に開発されたソフトウエアと，そこから得
られた観察者実験データから自動的に一対比較法の統
計解析を行うソフトウエアを開発した．模擬的に作成
した低線量CT画像の比較評価に本手法を適用し，線
量レベルの変化に対応した視覚評価によるノイズ特性
の変化を統計的に証明することで，本手法の整合性を
検証した．

本研究の一部は，第 3 回 International Congress of
Radiological Science and Technology (平成 29 年 10
月，広島市で開催)で発表した．

なお，この研究の一部は，科学研究費 基盤 C
(15K09898)の補助を受けている．
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