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超並列画像理解システムICE（lmage CEntered）
Systemについて

鶴田直之・谷口倫一郎・雨宮真人
（平成4年5月29日 受理）

Proposition of ICE（lmage Centered）System for Image Understanding
Naoyuki TSURUTA， Rin−ichiro TANIGUCHI， and Makoto AMAMIYA
In this paper， we propose the Image CEntered（ICE）System for image understanding． The system， based
on a multi−layered iterative neural network， is performed in massively parallel fashion．

In the ICE System， a result of image understanding is represented in a sequence of combinations of activated
units ill the highest layer：each of the units corresponds to a word meaning． This is similar to the fact that a

complex situation is represented in a sequence of simple sentences， In the lowest layer， a reconstructed image，

common to all sub−networks which extract word meanings， is generated． The sub−networks can cooperate
each other via the reconstructed image， This cooperative mechanism provides the system high・performance
and high flexibility of image understanding．

報（位置，色，距離など），文脈を利用して冗長性の
1 は じ め に

画像理解では，回転や拡大縮小といった対象物の見

ない記号的概念空間へ一意に対応付ける問題」と捉え
ることができる．

え方には左右されることなく，対象物に名前などの記

以上のような問題意識から，画像理解を「入力画

号的概念を対応付けて対象物間の関係を記述すること

像の解釈は様々な拘束条件を同時に満足する最適解と

が要求される．この問題は，「冗長性を含んだ画像情

して決定づけられる」とする計算モデルがニューラッ

報を，冗長性のない記号的概念空間へ対応付ける問

トワークを用いたアプローチを中心に展開されている

題」と捉えることができる．したがって，局所的でか

1）一8）．このアプローチでは，視覚システム全体が大規

つ単純な特徴を画像情報から抽出し，その特徴を徐々

模な連想記憶システムなので極めて興味深い．なぜな

に統合して大局的でかつ見え方には依存しない程度に

らば，画像の解釈を連想するための検索キーは，入力

抽象化された特徴を検出する階層的な処理が必要であ

画像のみならず上層ユニットへのコントロール情報と

ると考えられる．

しても与えることができるからである．これにより，

また一方では，画像は外界の様々な要因が2次元の

解釈の予測をあらかじめシステムに反映させ得ること

濃淡情報に縮退して得られたものであるから，一般に

や，他の感覚器システムや言語機能との協調処理が可

は画像から外界を推定することは，何らかの拘束条件

能になることが容易に理解できる．また，このアプ

がなければ解析的には解が一意に決まらない不良設定

ローチでは拘束条件の同時性を前提としているため，

問題である．加えて，同じ対象であっても対応する記

条件充足における逐次的処理の概念が一切含まない超

号的概念は複数存在して，その選択はより大局的な情

並列計算モデルとしても注目を集めている．この計算

報や処理の目的などの文脈に依存する．この問題は，

モデルに基づいた具体例としては，まず初期視覚にお

前述の問題と合わせると，「冗長性と曖昧性を含んだ

ける不良設定問題を扱った標準正則化理論1）があげら

画像情報を，さまざまなヒューリスティックや視覚情

れる．この理論は，初期視覚で扱う様々な視覚情報の
曖昧性の解消問題が統一的に扱え，それらの相互作用
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を定式化できる点で注目を集めたが，階層的な処理は
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考慮されていない．さらに，標準正則化理論の枠組を
一般化して階層モデルに拡張しようとする試みも見ら
CI

れるが2）一4），始めに述べた視覚情報の冗長性の解消問

C2

●●●

Cl

一
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題が十分に議論されていないため本質的な解決には至

●●● Um

っていない．

そこで，本稿では，まず，視覚1青報の冗長性と曖昧
性の解消する階層モデルについて考察し，それを用い

▽

V

●●●●●●●●●●●■ V

た画像理解システムとして，ICE System（lmage CEn−
tered System）を提案する． ICE Systemでは，画像理

解を「入力画像を複数の属性に分けられた記号的概念
に対応づけて，理解の結果を各属性の中で最も強く活
性化した記号的概念の組で表現すること」ととらえ，

工1

Fig・1

工2

工n

General structure of two layered iterative

network．

属性として単語の品詞概念を用いる．（画像の理解結

果を1つの単文で表現することに相当する．）各品詞

2．1特徴抽出処理の内容

概念は最低層の再構成画像にそれぞれ多段の相互結合

特徴抽出のモデルとしてFig．1の2層ネットワー

ネットワークで連結されている．再構成画像は入力画

クを用い，下層ユニット｛塔：ブ＝1，2，．．，厨の雑音

像が理解の結果に基づいて再構成されたもので，各品

や情報の欠落を含んだ活性パターン［り：ブ＝1，2，．．，

詞概念と再構成画像の間の双方向処理はこの再構成画

η；0＜りく1］ をカテゴリに分類して上層ユニット

像を通して相互に協調し合うことができる．この協調
処理によって，システムはきわめて安定した理解を実
現することができる．

2 階層構造モテル
既に述べたように，画像の冗長性を解消する一つの
方法は，特徴の抽出と統合を繰り返し行なう方法であ
る．この方法は，既にネオコグニトロン・モデル5＞に

｛切：＝1，2，．，堀の活性パターン［砺F1，2，．．，
堀0〈π∫〈1］で分散表現することを考える．

ここでは，上層ユニットはそれぞれ異なった観点か

ら下層パターンを分類する♂個の属性｛0た活＝1，
2，．．，石に予め分けられており，カテゴリは各属性
内で最も強く活性化している♂個のユニットの組によ
って決定するものとする．

また，下層のユニットは，上層の分類結果を基に，

反映されている． （紙面の都合上，ネオコグニトロン

情報の曖昧性を解消するものとする．例えば，下層ユ

の詳細については文献を参照のこと．）このモデルは，

ニットが画像中のエッジを表しているとする．今，画

局所的に特徴の抽出を行なう層と特徴の位置情報を抽

像中の情報の欠落または雑音によって，下層パターン

象化する統合層を交互に重ねた多段層モデルで，上層

の一部分で

の特徴ほど大局的で位置ずれや歪みに不変な特徴とな

別がつかなかい状況を考える．この時，上層では，パ

る．

また，画像の曖昧性を解消するためには拘束条件が

T

字型の頂点と

＋

字型の頂点との区

ターン全体または他の大局的な情報から頂点の形状を

識別して，同一属性に属する

T

字型の頂点に対応

必要である．選択的注意と呼ばれる機構を持ったネオ

したユニットと

コグニトロンは，隣接した層問にフィードバック結合

の一方だけを活性化させることができたとすると，そ

を持ち，局所的な特徴に対する解釈の曖昧性を上層か

の活性値をフィードバックすることによって下層の欠

＋

字型の頂点に対応したユニット

ら大局的な情報をフィードバックすることによって解

落情報を補間したり雑音を除去して完全なパターンを

消しているモデルとみなすことができる．

復元できる，ここで重要なことは，

以下では，ネオコグニトロンのような双方向結合を
持つ階層ネットワークモデルを一般化することにより，

＋

T

字型の頂点と

字型の頂点の共通エッジ部分に当る下層ユニッ

トには，大局的情報に基づいて最も強く活性化する上

我々のモデルにおける冗長性と曖昧性の解消問題の位

層ユニットの活性値のみがフィードバックされるメカ

置づけを明確にする．

ニズムを要することである．

各属性内でそれぞれ一つの上層ユニットが発火し，
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下層ユニット群がそれらの活性値をフィードバックす

を用いる．各qか持つ結合係数ベクトル夙＝［ω歪1，

るということは；異なった観点からの拘束条件を複数

ωゴ2，．．．，ωf。］があるカテゴリの典型的な下層パター

ンと相関が1になるように設計されているとすると，

用いて情報の曖昧性を解消することに相当する．

ここで示したような例は，標準正則化理論との等価
性が示されているマルコフ確率場モデル6）で下層ユニ

砺はそのカテゴリの信頼度を表しているといえる．

また，下層ユニットの動作規則として

ット間の結合だけを用いて解消できるとされているが，
ﾔLΣω」（らF一隣）∫（碕）

曖昧性を解消するための情報が非常に大きな領域に依

一・

存する場合，計算量が非常に多くなり，現実的でなく

f＝1

なる．また，下層ユニット間の結合だけでは，拘束で

一Σω動∫ω

きる下層ユニットの活性パターン数がかなり少ない数
に限定されてしまうので，複雑な特徴が扱えない．

；1
一（ろ一り）

階層構造を用いる利点は，大局的な情報の計算を階

（3）

層化することによって削減することと，下層ユニット
問の相互作用を選択的に切替える介在ユニットの役割

を用いる．まず，（3）式の∫（α

を上層ユニットで実現して拘束可能な活性パターン数

を考える。（2）式の第1項目および（3）式の第1項と第

）＝（定数）とした時

3項は，Σy−1Σワー1婦（弓一％2）2とΣ匙1（ろ一口）2の

を多くすることである．

次節では，前述の内容の特徴抽出を実現するための

線形和を最小にするもので，局所エネルギーが［ω」］

ネットワークの動作原理について考察する．なお，次

で重ね付けされていることを除けば標準正則化理論の

節以降では，q，弓の膜電位を拓のと表し，活性化

一般形と同じである．上層ユニットが1つだけあれば，

関数を全ユニット共通にπ冴1／（1＋exp（一〃7）），

αが十分に活性化した時，αと正の結合係数で結合

鰺＝1／（1＋exp（一の／7「））とする．

した下層ユニットでは欠落情報が標準正則化理論の一

2．2 特徴抽出処理の実現

般形と同様に上層ユニットを通じて補間されるのが分

前節で述べたようなネットワークを実現するために，

かる．

次に，上層ユニットが複数の場合を考えると，前節

上層ユニットの動作規則として，

で述べたように下層ユニットは，各属性内で選択的に
一つの上層ユニットの活性値をフィードバックしなけ

れ

一α一

､L碕一Σω凸

（1）

れ

ればならない．プ（のは，上層ユニットの活性値を選
択的にフィードバックするための関数で，本稿では，

ブ＝1
れ

一Σ婦（隣一弓）一Σω動（2）
ゴ扁1

ゴ＝1

∫ω一

ｰ誌面

（4）

where
または，

一1≦ωび≦1

∫ω一m晦平野1。

（5）

ω封跨二1
を用いる（5＝1，2，．．）．これにより，

o蹴さ1
ωr一

各属性内で略

（α∈ωが互いに正の相関を持ち，複数の上層ユニ
ットが活性化した場合でも，∫（のは，碕の最大値に

対して正の値，残りが極めて0に近い値となる．よっ
れ

れ

Σω」一一Σ崎一1
ゴ＝1

ゴ；1

て，下層ユニットは上層ユニットの1つとだけ選択的
に実質的な結合を持つ．これでもなお，選択の感度が
不十分な場合は上層の同一属性内ユニット間に

超並列画像理解システムICE（Image CEntered）Systemについて
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㎜臨）

（6）

を用いる．これは，上層ユニットの動作規則とほぼ同
じであるが，結合ユニッ，トを選択する関数に更に巧
自身の活性値が掛けられているので，実際に活性化し

となるような側抑制を必要とする．

更に，属性毎に活性化したαの㎎が下層の情報

ている下層ユニットのみが上層ユニットと実質的な結

の曖昧性解消を補強しあう時により完全な拘束条件が

合を有する．これにより，上層の情報は正確に下層に

得られ，安定した分類が可能になる．

伝えられる．

（2）式右辺の第2項および（3）式右辺の第2項は，ユ

ニットに課せられたペナルティである．下層のペナル

2．4 多階層モデルの構成

特徴の抽出と統合を繰り返し行なうには，Fig．2の

ティ項により上層で強く活性化しているカテゴリにマ

ように前述の特徴抽出処理と統合処理を交互に行なう

ッチしない下層ユニットの活性化は雑音とみなされて

多階層モデルを用いる．このモデルにおける各ユニッ
トの動作規則を以下に示す．

抑制される．

このように下層ユニット問の相互作用を上層ユニッ
トを介して選択的に切替える方法は，標準正則化理論

特徴抽出処理の（2）式の右辺を1）F，（3）式の右辺の

第1，2項をDβ，特徴統合処理の（7）式の右辺をル伊，

またはマルコフ確率場モデルの階層モデルへの拡張と

（8）式の右辺の第1項をMβとする．特徴統合処理の

みなすこともできる．

上層ユニットでかつ特徴抽出層の下層ユニットである
ユニットの動作規則は，

2．3 特徴統合処理

次に，Fig．1のようなモデルを用いて特徴の統合を
行う場合を考える．即ち，下層のユニットは，それぞ
れある特徴を表しているものとする．そして，その特

一。三一MF＋λ．D8

（9）

4彦

徴のいくつかをまとめて1つのカテゴリに抽象化する．

特徴統合処理の下層ユニットでかつ特徴抽出層の上層

まとめられたカテゴリに対して1つの上層ユニットが

ユニットであるユニットの動作規則は，

活性化する．例えば，ネオコグニトロンでは，検出位

置のみが異なる同一カテゴリの特徴を上層の1つのユ
ニットに統合することによって，位置情報を抽象化し

一。坐．一DF＋λ．溜

（10）

4

ている．我々のモデルでは，この考え方を一般化して

を用いる．ここで，λはMFと．Z）B，およびDFと

いる．

ルfBの拘束の強さを決定する定数パラメータである．

このようなネットワークを実現するために，上層ユ
ニットの動作規則として
ｶLΣω、（碕一ら

合

一
MB
）∫（砺）

一・

↑

MF F・・t・・c I・t・grat

（7）

ブ＝1

トCP一一一レ
DB

whereω夢＝0，1

@

を用いる．これは，前述の（3）式の第1項目と同じ
である．

Feature

DF

Extrac廿

トCP一一一レ
MB

さて，下層から上層への特徴の統合過程では情報が

@

Feature Integ職t

憾

縮退しているので，その逆の過程では情報が正確に伝
わらない．例えば，位置情報の抽象化の逆の過程では，

〈トー一一一一CP一一一〉

上層からの補間作用によって特徴の空間的分布がぽか
される．そこで，下層の動作規則としては，

一・

QΣ噛一繭）ザh）（8）

ノ＝1

@

DB

Featuτe

メпr 巴

Ext田cti

ｫ

Fig．2 Multi−layered Network ModeL
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ただし，本稿で扱う品詞概念は，全て記号的概念と

ニットからそれぞれ統合シナプスを入力層（画像）ま

して扱えるものとする．例えば，距離情報を扱う場合

でたどった時に到達する入力層上の領域の面積比をヒ

は，物体Aと物体Bのどちらが遠いかといった関係の

ューリスティックとして用いている．

みを扱い，絶対的な距離などの連続値の情報は扱わな
い．ロボットビジョンなどでは，連続値の情報を直観

31CE Systemの基本構造

的に理解することは極めて重要な課題である．そのよ

ICE Systemでは，画像理解を「入力画像を複数の

うな応用に対しては，2節で述べた我々のモデルと標

属性に分けられた記号的概念に対応づけて，理解の結

準正則化理論の類似性から，結合ユニットを選択する

果を各属性の中で最も強く活性化した記号的概念の組

関数をline process6）などに置き換えることで対処で

で表現すること」ととらえる．よって，直感的にはシ

きると考えられるが，まだ十分な検討は行なっていな

ステム全体が2節で述べた特徴抽出処理の構造になる

い．

（Fig．1，3参照）．ここで，画像を効率よく表現する

ための属性の組合せを求めることは非常に難しい問題
であるので，我々人平にとって理解しやすい単語の品

4 選択的注意による逐次的理解
ICE Systemでは，画像の解釈は同時に活性化した

詞概念を属性として用いる． （即ち，画像の理解結果

単語概念の組（単文）で決定する．したがって，複数

を1つの単文で表現することに相当する．）

の物体からなるシーンのような複雑な関係は，同時に

下層としては初期視覚から得られた再構成画像を用
い，再構成画像と品詞概念を前述の特徴抽出層と統合

（単文では）表現できない．ニューラルネットワーク

のような静的構造のシステムでは，複雑な多項関係を

層を交互に用いたネットワーク （中間視覚）で接続す

1つのユニットで表現するとユニット数の組合せ的爆

る．ここで，大きさ1000×1000，階調数mの画像

発を招くことになる．そこで，個別の簡単な関係に逐

はmlooo×looo通り存在するのに対して，単語の概念は

次的に注意を向けて表現する．

辞書的な概念を全て用いたとしてもその数は高々104

さて，上記のような選択的注意機構5）は，ある品詞

−105のオーダである．このことから，中間視覚では

概念内で複数の単語ユニットが活性化しないような側

上位の層になるにつれて大幅に情報を圧縮する必要が

抑制結合を設けることによって実現できる．その際，

あり，有効な特徴のみを抽出して，かつその特徴を統

注目している関係に関連した再構成画像上の特徴は中

合・抽象化する機構が重要となる．また，曖昧性の解

間視覚システムを介して強調されるが，相反する特徴

消による再構成画像の欠落情報の補間，雑音の除去を

は抑制されるので，各品詞概念グループが注目する関

補強し合う関係にあれば，各品詞概念の抽出過程は再

係の一貫性は再構成画像を通じて保たれる．

構成画像を通して相互に協調し合い，きわめて安定し

品詞概念内で用いる側抑制結合には，その動作規則
を用いる．

た理解を実現することができる．

一・

ｶL（Σ碕一β）＋（渉一Σ碕一の
・f⊆α

Concepts
●
●● @
ofNom

μf⊆α

（11）

●
●

●

ここで，βは同時活性化可能なユニット数を制御する
Concepts

Concepts

ofP【叩osition

teτmediate Vison S stem

of Verb

パラメータである．この動作規則により，側抑制結合
を持ったユニットのうちβ個の最も信頼度の高いもの

Int㎝曲te Vison S stcm Int㎜ediatc Vison S s蝕3m

が活性値1，それ以外のものの活性値が0となる．ま
ll嵩・蜘・・曲賠・。1｝ll

愈
Ear董y Vison System

た，2節で述べた結合ユニットの選択の感度を強める
効果を同時に実現できる．

注意の移行は，現在活性化している単語概念ユニッ
トが

Fig・3 Structure of ICE System・

疲労

により鎮静化し，別のユニットが活性化

することによって起こる．我々は，この注意の移行を

超並列画像理解システム1CE（lmage CEntered）Systemについて
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戦略的に制御するための最上位システムを現在検討中

認識し（名詞概念層の

である．

注意を向けた．その結果，再構成画像では

5実

□

ッジが弱められて，

験

□

だけが活性値1となり）
◇

のエ

のエッジだけでが残ってい

るのが分かる（Fig．4（b））．この時点で，品詞概念層

本章では，Fig．3のうち名詞概念層とその中間視覚

で現在活性化している

ユニットを強制的に抑制

すると，新たに

である選択的注意機構と曖昧性の解消による再構成画

成画像では

像の雑音除去，および欠損情報の補間について，実験

のように注意の移行が正しく再構成画像上に伝搬され

を行なったので報告する．このプロトタイプは，ユニッ

たことから，他の品詞概念の抽出過程との一貫性が保

ト間の結合係数は天下り的に与えた小規模のシステム

てることが分かる．Fig．5は，実画像から得たエッジ

◇

◇

□

のプロトタイプを構成し，ICE Systemの重要な機能

が認識されて注意が移り，再構

のエッジだけが残る（Fig．4（c））．こ

であるが，上記の動作確認は十分行なえたと考えられ
る．

実験に用いたプロトタイプは，再構成画像（61×
61）のエッジ情報を用いて，簡単な2次元の幾何学的
形状（四角□と菱形◇の2種類）を認識するものであ
る．階層数は，特徴統合処理と特徴抽出処理のペアを

1段階とする3段階で，同一平内の側抑制結合は，品
詞概念層のみで用いた．各階層で抽出する特徴の種類

は下層から順に4，13，2個である．以下，実験結果
を示す．図は全て，ネットワークが作動中の再構成画
像におけるエッジ情報を表示している．

Fig．4は，選択的注意と注意の切替の実験：結果であ

る．まず，グラフィックス画像から得たエッジ情報
（Fig．4（a））を入力する。（9）式のパラメータβ＝1

でネットワークを動作させると，システムは

□

を
（a）

（b）

（c）

Fig．4 Selective attention and transfer，
□

unit activates．

（a）Input edge image． （b）Reconstructed image when

（c）Reconstructed image when

◇

unit activates．
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情報（Fig．5（a））を入力し，雑音の除去と欠損部の補

間を行つなた結果である．注意を

◇

されている．また，

一243一

（b）

（a）
Fig。5 Noise exclusion and edge interpolation．
image when ◇ unit activates．

再構城画像では

第14巻第2号

◇

に向けた後，

のエッジ以外は雑音として除去
□

によって隠されていた輪郭

部分を補間しているのが分かる．

（a）Input edge image． （b）Reconstructed

and Regularizatlon Theorジ， Nature， 3五7， pp， 303−323
（1985），

2）川人，乾：

視覚大脳皮質の計算理論

，信学論D一且，

Vol． j73−D−H，No．8， pp．1111−l121 （1990）．

3）B．Gidas：

A renormalization group approach to image

processing problems

， IEEE Trans Pattern AnaL＆Mach． In−

te11， PAMI， Vol，11， No．2， FEBRUARY， pp．164−180（1989）．

6 ま

と

め

4）五十嵐川人：
張

本稿では，ニューラルネットワークをベースとした

超並列画像理解システムICE Systemを提案した．
ICE Systemでは，再構成画像を通して複数の単語概
念抽出処理が協調することによって安定した画像理解
が可能になる．現在は，品詞概念間の協調性を高める
意識下パラダイム8）を実現するため，学習則の原理的

設計を進めるとともに，逐次的理解の戦略的制御を行
なう最上位システムを具体化を行なっている．
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