SuaKIT【 suɑ́ kít 】
Deep learning S/WLibrary
for MachineVision

SuaKITは、ディスプレイ、太陽光、PCB、半導体など、
様々な分野で使用できる、メーカー独自のディープラー
ニングのマシンビジョンソフトウェアライブラリーです。
SuaKITは、様々な産業分野から実際に取得された画像
データに基づいて開発されました。 Samsung、LG、SK、
Hanwhaなど、世界的に有名な企業が検証済みの業界で認
められたソリューションです。
SuaKITは、直感的なUIに基づいて最高のUXを提供するこ
とにより、ユーザーの利便性を最大限に高め、ラベリン
グツールから結果出力まで、その機能を越えた使い勝手
の良い環境を構築します。
SuaKITは、これまで産業界の様々なデータに基づいて学
習や検査を実施しています。私達はお客様へ最高のサー
ビスを提供するために、パフォーマンスを常に改善して
おります。

SUALAB INTRODUCTION

SUALAB Solution

SUALABは、人工知能(ディープラーニング)による画像解析技術を通して、迅速、正確、そして
使いやすいマシンビジョン用のディープラーニングソフトウェアライブラリーである SuaKIT
を提供します。これは、従来のマシンビジョン技術では検査が困難であった様々な製造分野の
ために開発されています。
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ディープラーニングの
トレーニングを最適化
するために、マシンビ
ジョンアルゴリズムな
どの様々な技術を使用
してイメージの前処理
を実行します。

SUALAB独自のトレーニ
ングネットワークとGPU
コンピューター技術を利
用することにより、
1/1000秒のリアルタイム
解析を実行します。

検査レポートの生成、
テスト結果のデータ
ベース転送、欠陥領域
へのラベル付けをする
ことができるソフト
ウェアを提供します。

アワード
‘2017 Innovators Awards’ PLATINUM 受賞
‘2018 Innovators Awards’ SILVER 受賞

<世界最大のマシンビジョンメディア‘Vision Systems Design’ 選定>
‘2017 KGCCI Innovation Awards’デジタル化イノベーション部門 受賞
<韓独商工会議所選定>

マシンビジョン分野2016 Global Top 8 Start-Up選出

<世界最大のマシンビジョン協会AIA選定がアジア企業唯一のTop8に認める >
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SuaKIT SOLUTION

SuaKITのディープラーニングソリューションと既存の
マシンビジョンソリューションにおける違いとは？
既存のマシンビジョン

SuaKIT

不規則な画像の分析は不可能

不規則な画像の分析が可能
画像の複雑さに関わらず、欠陥のあ
る特徴を自動学習し、不規則な画像
の分析が可能です。

画像が不規則で変則的である場合、
欠陥の特性値をマニュアルに設定す
ることや画像分析は、きわめて困難
です。

精度が低い
前回設定された欠陥基準からほ
んのわずかでも逸脱してしまう
と、欠陥の検出が不可能となり、
検査の精度が損なわれてしまい
ます。

自動検査への敷居が高い
製造環境が変更された場合、使用者
は最適化および新しい欠陥特性値を
マニュアルに設定する必要がありま
す。

VS

精度が高い
ディープラーニングのアルゴリ
ズムとメーカー固有のデータに
より、検査精度を高めておりま
す。

自動検査への敷居が低い
ディープラーニングのトレーニング
を受けた技術者でなくても、便利な
GUIを使って簡単に最適化を実行する
ことができます。
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SuaKIT N E W FEATURES

より正確に, より便利に
SuaKITの新機能
Machine Vision
Deep Learning
Super Computing

SuaKIT トレーニングメソッド

シングル

画像比較

OK/NGなど、各画像の特徴を
学習し、検査します。

２つのイメージの差分を学習し
検査します。

Normal

マルチイメージ

ワンクラスラーニング

様々な光学条件で撮影された
画像を分析して、学習し、検
査します。

良品画像のみを学習し、欠陥を
検出します。

SuaKIT主なツール

セグメンテーション
画像内の特定の欠陥部分の
検出/抽出
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クラシフィケーション
画像の分類分け

ディテクション
画像内の様々なオブジェクト
をクラス別に検出

SuaKIT N E W FEATURES

ヴィジュアルデバッガ: 検出性能分析の効率化
実際のテストが使用者の目的に合うように実行されたかどうかを確認する
ことができます。

ヴィジュアルデバッガとは？
ディープラーニングのアルゴリズムに
よって分析、分類された領域を視覚化
する技術です。この機能により、学習
が使用者の意図に従って進んでいるか
どうかを確認することができます。

Class :12R0

不正確な分析

正確な分析

* この機能はクラシフィケーションでサポート
されています。

追加学習: トレーニング時間とトレーニング画像を
最小限に抑える
既存のモデルを利用することで、類似画像のトレーニング時間とトレーニング
画像枚数を最小限に抑えることができます。
従来の機能
学習モデル A

学習モデル B

大量の画像データが必要

既存の学習モデルを使用して、学習不可 (再学習)

追加学習とは？
追加学習は、既存のモデルを利用し
て、精度の安定化とトレーニング時
間とトレーニング画像枚数を最小限
に抑えることが可能です。

* この機能はクラシフィケーションでサポート
されています。

新機能
学習モデル A

学習モデル B

少量の画像
データのみ

既存の学習モデルを使用して、学習可能

不確実性データ解析: トレーニングデータをレビュー
する簡単な方法
・OK / NGに分類することが
困難な不確かさのデータ
を分析し抽出することが
可能です。

良品

欠陥

・誤ったラベリングによって
引き起こされた、誤って分
類された画像を簡単に見つ
けることができます。

不確実性データ解析とは？
この機能は、ディープラーニングのパ
フォーマンスに悪影響を及ぼす可能性
のある曖昧なデータを分類するため、
データの不確実性スコア（OK / NG）を
表示します。
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SuaKIT N E W FEATURES

より正確に, より便利に
SuaKITの新機能
Machine Vision
Deep Learning
Super Computing

画像比較: 差分を学習
良品画像と欠陥画像の差分を分析して、欠陥を検出します。

画像比較とは？
この技術は、2つの画像の違いに重点
を置いているため、検査の対象物が変
更されたとしても、最適化に必要なコ
ストを最小限にとどめて、欠陥を特定
することが可能です。

リファレンス

ターゲット

* セグメンテーション/クラシフィケーションで
サポートされています。

マルチイメージ: 様々な光学条件の画像を分析し、
学習
複数画像をまとめて検査することにより、処理時間を短縮します。

マルチイメージとは？
複数の光学条件で撮影された画像の

相関を分析、検査能力を強化し、画
像をまとめて検査する事により処理
時間を短縮します。

* セグメンテーション/クラシフィケーションで
サポートされています。

ワンクラスラーニング: 良品画像のみ学習
良品画像のみを学習し、欠陥を検出します。

ワンクラスラーニングとは？
良品画像のみを学習に使用し、未知の

Train

ワンクラス
ラーニング

[良品]

欠陥を検出することが可能です。

[良品画像のみ]
[欠陥]
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* セグメンテーションでサポートされています。

SuaKIT B E N E F I T

なぜSuaKITのソリューションなのか？
メーカー固有のアルゴリズムによる高い検査精度を保証
各種製造業の画像データを取得し、製造業を専門とするディープラーニング
アルゴリズムを開発することにより、検査精度を大幅に向上しました。
競合他社よりも高い検査精度で、Samsung、LG、SKなどの大手メーカーに
ソリューションを提供しております。

アルゴリズムの独自開発により処理速度を最大化
CUDAやcuDNNなどのGPU特有の処理言語を使用することにより、画像処理速
度を最大化するために独自のディープラーニングアルゴリズムを実装していま
す。
マルチGPUとバッチ処理を利用することで、実際の生産環境での画像処理速度
を最大限に高めることができます。

ディープラーニングソリューション開発の専門家チー
ムによる特注のソリューションを提供可能
ディープラーニングの専門家で構成されたソリューション開発部を設けることに
より、お客様や製品ごとに特注のディープラーニングモデルをサポートします。
お客様のためのディープラーニングモデルを作成するためのノウハウを提供し
ます。

既存の検査アルゴリズムとの高い互換性
C++ 及び C# API を提供し、同じ言語で動作する既存の検査アルゴリズムとの
接続を可能にします。

主な仕様
要求仕様
O/S

推奨仕様

Windows 7 64bit / Windows 10 64bit / Windows 2012 R2 / Windows Embedded 7
* 32bitOSはサポートしておりません。

CPU

Intel® Core™ i3以上

Intel® Core™ i5以上

RAM

16GB (8GB以上の空きメモリー)

32GB以上

GPU

NVIDIA® GeForce® GTX980

NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti 以上

Visual studio 2010

Visual studio 2015

開発環境
解像度

メモリ

メディア
ライセンス

Full HD(1920×1080)以上 *デベロッパーキットに対してのみ適用
8GB以上の空き容量(SSD推奨)
インストールディスク(USB)及びデジタルダウンロード
ドングルキーが差されているPCのみ使用可能
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SuaKIT は様々な産業分野で使用されています。
SuaKIT は、ソーラーセル、PCB 、ディスプレイ、半導体など、エレ
クトロニクス分野だけでなく、非破壊検査やスチールの検査などの
様々なアプリケーションでの実績があります。

ディスプレイ

ソーラーセル

半導体/
ICチップ

スチール

PCB

フィルム

モバイルデバイス部品の検査

電子部品などの検査

ソーラーELの検査

金属表面の検査

フィルム検査

非破壊検査

バッテリー

レンズ

自動車部品

セキュリティスキャン
イメージ検査

正規販売店：

株式会社

アプロリンク

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-2
Tel 047-495-0206 Fax 047-495-0270
http://www.aprolink.jp e-mail:sales@aprolink.jp
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