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研究報告

Predictive Coding の誤差情報による
誤差情報による選択注視
による選択注視
斎藤純† 山名早人††
本研究では、学習後の Predictive Coding における誤差を利用した、教師なし選択注視方法を
提案する。Rao と Ballard による脳視覚経路模倣システム・Predictive Coding では、部分画像
をある基底の線形結合で表現するために、内部予測誤差を用いて基底を学習する。本手法では、
学習後のシステムにおいて内部予測誤差が大きい部分に、選択注視の情報が含まれていると考
え、学習サンプルにはない特徴を持つ部分画像を取り出す。本手法を実装したシステムに、似
通った種の自然画像を与え学習をさせ、認識においては別の種の画像を与える。その際の動作
を検証し、本手法の実用性について考察する。

Selective Attention System by Residual Information
of Predictive Coding
Jun Saitoh† and Yamana Hayato††
This paper describes unsupervised selective attention system by using residual information
of Predictive Coding. The imitation system of brain visual passway by Rao and Ballard, or
Predictive Coding, uses learning rule to minimamize the residuals between the inputs and
the internal predictions ,which results to get linear coding of subimages by basis set.
Residual-based selective attention model can select out “informative” subimages from a
validation image because they have features which is rare to been seen in learning sample
subimages. We experiment our system to have it learn some similar natural scenes and
then to have it recognize another kind of images. We discussed these experiments and
usefulness of our system.

１ はじめに
コンピュータビジョンにおける問題は大き
く二つに分けられる。一つは、オブジェクト
が「何か」という物体認識問題であり、もう
一つはオブジェクトが存在するのは「どこか」
という位置認識問題である。これら二つの問
題は、強い関係があると考えられていて、哺
†早稲田大学大学院理工学研究科
Graduate School of Science and Engineering,Waseda Univ.
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乳類の脳における研究でも、二つの認識過程
が分かれていながらも、互いに影響を及ぼし
あっていると考えられている[9]。本稿では、
物体認識の問題を取り扱うモデルの一つであ
る、Predictive Coding[1]の拡張をして、選択
注視の手法を考える。
コンピュータビジョンは、今後生活の中で
活動するロボットに応用される状況が多くな
ると考えられる。ロボットビジョンにおいて
は、選択注視の獲得に教師なし学習の必要が
ある。なぜならば、ロボットが環境に応じた
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知識を獲得するためには、事前知識の範囲を
超えた知識を獲得するメカニズムが必要とな
るからである。しかし、既存の手法の多くは、
人手で選択した事前知識（教師信号）の中か
らの知識獲得することを主眼においている
[2][3]。選択視すべきオブジェクトを教師信号
として、選択視をできるようにするだけでは、
ロボットが環境に自律的に適応しているとは
言えない。本稿では、事前知識のない段階か
ら、ある知識を抽出し、その知識を選択視に
用いるための手法を提案する。
２章では学習器とはずれ値の情報について
述べ、３章では Predictive Coding について
述べ、４章では提案手法と実験手法について、
５章では実験結果について述べ、６章で考察
をする。
２． 学習とはずれ
学習とはずれ値
とはずれ値の情報量
学習が終了した学習器によって信号を表現
しようとしたとき、表現することができない
信号は情報量が高いと考えられる。また、学
習器には、階層構造があり、信号伝播のため
の接続がある。階層構造と信号伝播の点から
考えると、学習器は学習によって機能が発達
していくと見ることができる。本稿では、こ
の学習器では適合できなかった信号を、はず
れ値と考える。
２．１ 生物の
生物の情報処理と
情報処理と学習
学習器の記憶域には、学習によって機能が
形成される。Barlow は、自然界の生物の脳は、
自然信号の中にある冗長度を圧縮するような
情報処理をしていると考えた[4]。岡島らは、
神経による信号伝達経路の機能が、自然信号
の中に含まれる情報量を損ねないように形成
されると考えた[5]。現在、ニューラルネット
の接続自体に含まれる情報量を定量化する研
究はされていない。しかし、生物の脳を情報
処理機械ととらえたとき、環境適応を通して、
接続の集合体が、ある情報を獲得すると考え
ることができる。

２．２ はずれ値
はずれ値の情報量
はずれ値（outlier）は、その出現頻度の低
さから情報量が高いと考えられる。はずれ値
とはデータクラスタリング用語で、クラスタ
ーからはずれたデータのことを言う。学習後
の学習器に、ある信号を入力した際、その信
号がその学習器にとってはずれ値であった場
合、その信号の情報量を高いと考える。
２． ３ 選択注視
選択注視とは、視界の中のどこの部分が注
視すべき部分かを決定することである。本稿
では、情報量が高い部分を選択すべき場所と
考える。これは、ロボットビジョンにおいて、
初期の学習段階では情報量の高い部分を学習
することによって効率のよい学習が進むと考
えたからである。選択注視を実現する際、は
ずれ値に注意を持っていくことで、効率的な
学習が進むと考えられる。なお選択視の研究
は主に、人間の与えた学習サンプルを記憶し、
そのテンプレートとのマッチングをする手法
が多い。また、ロボットの目の前いっぱいに
提示することにより、注視とする研究もある
[6]。
２．４ ネットワーク構造
ネットワーク構造
ニューラルネットにおいて、信号伝播の方
向によって接続自体の持つ機能を分類する。
feedfroward、feedback、lateral な接続とは、
それぞれ入力信号伝播方向に対して順方向、
同じく逆方向、同じく直行方向への接続を指
す。これらの接続機能は、階層構造が前提と
なっている。ゆえに、本稿で対象とするモデ
ルには、階層構造が機能しているものを用い
る。
３．Predictive Coding
Predictive Coding[1] とは、階層化ニュー
ラルネットの一種で、接続方向ごとの機能が
定義された学習器である。ロバストカルマン
フィルターの一種でもある。
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パースコーディング[9]などがある。本稿では
Predictive Coding を用いるが、その理由とし
て以下の２点がある。
・ 順方向、逆方向、直行方向の接続の機能
が定義されている
・ 誤差情報を扱いやすい

予測 rtd

上層誤差

r − rtd

細胞活動 r

変換行列 U

下層誤差

予測 Ur

I − Ur

入力 I

(a)

３．２ 構造と
構造と動作
Predictive Coding の構造は、モジュール
（[1]では Prediction Estimatior と呼んでい
る、図１(a)）がツリー状に並んでいる(図１(b))。
モジュール内部には、上部と下部のユニット
群がある。上部ユニットの活動度ベクトルを
r とする。r は変換行列 U によってインプッ
ト I と同じ次元を持つ信号となる。画像の線
形結合表現において r は重み係数を表し、U
は擬似基底ベクトル φ n を N 個横に並べたも
のを表す。また、上層モジュールにおける Ur
が伝播されてきた信号が r_td となる。インプ
ット I と予測信号 Ur との誤差を下部誤差 r_in、
r_td と r の誤差を上部誤差とする。

モジュール

feedforword：下層から上層への接続
feedback：上層から
下層への接続

上層

lateral ： モ ジ
ュール内接続

下層
信号

(b)

階層と接続方向

図１ Predictive Coding の構造
３．１ 画像の
画像の線形結合表現
Predictive Coding は画像を線形結合表現
する（図 2 参照）。線形結合表現は、代表的な
画像の表現手法の一つである。

３．２ 学習則
Predictive Coding の学習則は、細胞の活動
度を表すベクトルｒと、基底行列を表す U の
両方の学習を交互に行う仕組みになっている。
学習の基準は、各モジュールにおける上層誤
差と下層誤差に関するコスト E1 を用いる。

1
1
E1 = 2 (I − f (Ur))T(I − f (Ur) + 2 (r −rtc)T(r −rtd)

σ

基底関数のセット

σtd

(1)

σ と σ td は分散を表す定数である。肩の T は
転置を表す。実際に学習に使われるコスト関
数は、過学習を防ぐための項を追加して
E = E1 + g (r ) + h(U )

重み

(2)

を用いる。g(r)は次のような関数が用いられ
る。

I ( x, y ) = r1φ1 + r2φ 2 + ...
図２ 画像の線形結合表現

g (r ) = α

∑

ri

2

(3)

i

線形結合表現を用いた画像処理教師なし学
習器は、ヘルムホルツマシン[7]や ICA[8]、ス

-3−237−

g (r ) = α

∑
i

log( 1 + r i 2 )

(4)

今回は、細胞の活動度をスパースにするため
に、(4)を用いた。h(U)は以下のものを用いた。

h (U ) = λ ∑ U

2
i, j

(5)

i, j

α、λは正定数である。このコストを下げる
ように、r や U の勾配法を用いる。よって以
下の学習則が導かれる。

dr k1 ∂E
=−
dt
2 ∂r
(6)
k1 T ∂f T
k
k
= 2U
(I − f (Ur) + 12 (rtc − r) − 1 g' (r)
∂x
2
σ
σtc
k ∂E k 2 ∂f T
dU
=− 2
=
( I − f (Ur)r T − k 2 λU
(7)
dt
2 ∂U σ 2 ∂x

k1 , k 2 は学習定数である。x=Ur である。
３．３ 接続方向と
接続方向と機能
Predictive Coding は 、 feedfroward 、
feedback、lateral 接続についてそれぞれ、以
下のような機能が定義されている。
・ feedback：上層からの予測が伝播される
・ feedforward：下層における予測と入力の
誤差が伝播される
・ lateral：スパース係数を調整することに
より、winner-take-all メカニズムをシミ
ュレートする
４．提案手法と
提案手法と実験
本稿では、学習後の Predictive Coding にお
ける誤差を利用した選択注視手法を提案する。
４．１ 提案選択注視
提案選択注視手法
選択注視手法
①各モジュールを学習させる。
②学習が収束したのち、下層ユニット群にお
ける誤差ベクトル r_in の大きさを求める
②|r_in|が閾値θより大きくなったら、注視
点とする。

ピクセル）から取り出した部分画像（16×16
ピクセルの画像 16 枚）を学習器に与える。取
り出す部分はランダムである。
部分画像一枚につき、式(6)(7)のループを 30
回として学習をする。本稿では以後、部分画
像１枚を与えて、30 ループこなすことを学習
回数１回とする。
②学習がある程度（後述５．１）進んだら、
基底の学習をストップさせる。（ k 2 =0 にす
る。）
③学習に用いた画像とは別の画像を用意し、
部分画像を取り出してきて、学習器を適応さ
せる。ここでは、本質的には「学習」と「適
応」は同じルーチンを表すが、 k 2 =0 である
ため、r だけの変化則となる。そのため「適応」
と呼ぶことにする。
④モジュールにおいて、|r_in|に対して、閾
値θを設定する。この|r_in|が閾値を超えた
ら、取り出してきた部分画像の位置を注視点
とする。
今回の実験では、３層構造の PC を用いた。
1 層には 16 個のモジュールがあり、各モジュ
ールには下部ユニットが 256 個、上部ユニッ
トが 32 個ある。第２層は 4 個のモジュールが
あり、各モジュールは第 1 層４つからの入力
を受け取るので、下部ユニットは 128 個であ
り、上部ユニットは 32 個である。第 3 層は 1
個のモジュールがあり、第 2 層モジュール４
つから入力を受け取るので、下部ユニットは
128 個であり、上部ユニットは 32 個である。
第 1 層への入力は、16×16 ピクセルの部分画
像が、水平垂直両方向へ５ピクセルずつずれ
ながら、４×４の正方形状に配置された第１
層モジュールそれぞれへ入力される。各モジ
ュールにおける基底の初期値は、ランダム数
（-0.25 から+0.25 の間）である。
各定数は、表１参照。

４．２ 実験手法
提案手法の性能を調べるために、以下の実
験を行った。
①学習用画像（グレイスケール 1600×1200

-4−238−

表１

Predictive Coding の各定数

k1

k2

σ2

σ td 2

α

λ

1層

0.1

0.008

1

10

1

0.001

2，3 層

0.5

0.01

1

10

0.1

0.0001

学習中

学習回数 4

学習後
1層

0

2，3 層

0

※学習後の k 2 以外に関しては学習中と同じ値。

学習回数 207

５．結果
以下に結果を示す。最初に学習をストップ
する基準について述べ、次に階層ごとの選択
注視閾値θについて述べ、次に第 1 層におけ
る選択注視結果を述べる。
５．１ 学習の
学習の進行
図３は、学習の進行と、各層のモジュール
の|r_in|の平均の関係である。横軸は、学習
させた部分画像の数である。図３を見る限り、
最初の６０回の学習で、学習はほぼ収束して
いると考えられる。一方、図５は、第 1 層の
基底の変化の様子を示している。約 4030 回
の時点で、基底が滑らかな傾斜を持つ関数に
なっているように見える。また、|r_in|が収
束しているように見えても、基底にはランダ
ムさが残っていることがわかる。

学習回数 4030

図４ 第 1 層の基底
今回の実験では、学習回数が 2000 回以上
になったら学習をストップすることにした。
５．２ 階層ごとの
階層ごとのθ
ごとのθ
表２は、学習をストップさせ、画像を取り
替えた後、各層各モジュールに 100 回学習さ
せたときの|r_in|のヒストグラムである。
表２

|r_in|のヒストグラム

第1層
区間

第2層
累積 %

区間

第3層
累積 %

区間

累積 %

0.35
0.003

62.50%

0.002

59.13%

0.004

53.85%

0.006

72.96%

0.004

69.23%

0.008

67.31%

0.009

78.61%

0.006

75.48%

0.012

69.23%

0.012

83.53%

0.008

82.21%

0.016

84.62%

0.015

88.82%

0.01

87.02%

0.02

92.31%

0.018

93.15%

0.012

93.27%

0.024

94.23%

0.021

96.27%

0.014

95.19%

0.028

94.23%

0.024

98.08%

0.016

97.12%

0.032

96.15%

0.027

98.80%

0.018

99.04%

0.036

96.15%

0.03

99.64%

0.02

99.04%

0.04

98.08%

次の級

100.00%

次の級

100.00%

次の級

100.00%

0.3

|r_in|

0.25

第１層
第２層
第３層

0.2
0.15
0.1
0.05
0
1 10 19 28 37 46 55 64 73
学習回数

図３

学習進行と|r_in|
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学習画像１

学習画像２
図５ 学習画像。両方とも 1600×1200 ピクセルの大きさである。人工物の含まれないものを選んだ。
また、2 枚の画像に含まれる線分の特徴として、垂直方向の線分が、水平方向の線分に比べて多いこ
とがあげられる。

表 2 と、選択注視結果を検討した結果、各
層の閾値はそれぞれ、1 層：0.006、2 層：0.004、
3 層：0.008 とした。
５．３ 選択注視結果
図５は学習用画像である。人工物含まない
画像を選んだ。図６は検証用画像と選択注視
結果である。選択注視結果では、学習画像の
にはない特徴を持つ部分をとりだすことがで

きている。特に、自動車の窓枠や、柵、数字
などに注視が向いている。これは、自然画像
で学習したために、人工物が選択されたと考
えられる。しかし、道路のコンクリートなど、
人工物のうち選択されてないものも多い。こ
れは、表面の輝度の変化が単調なため、真っ
黒な基底（図４参照）で表現しやすかったも
のと思われる。逆に、自然物のうちでも、あ
まりに輝度の変化が起伏に富んでいると、注
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検証用画像

選択注視結果
図６

選択注視前と後。四角い枠が、選択された部分を表す。おもに人工物が選択され

ているのがわかる。一方、自然物の中でも、基底で表現しきれないと考えられる部分が
選択されている。
視部分として選択されている。モデルにサイ
ズ選択性に関するロバストさが必要と考えら
れる。また、部分画像を取り出す範囲が狭い
ために、大域的な特徴をつかめていないこと
がわかる。

６． 考察
本稿では、教師なし選択注視手法を提案し
た。この手法では、認識技術において通常は
捨てられてしまう誤差情報に着目した。そし
て、学習後の学習器にとって、誤差の大きい
（すなわち、
「表現しにくい」）部分画像には
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情報量が高く含まれていると仮定した場合
の手法である。結果、一例として自然画像に
適応した学習器では、人工物の一部を抽出で
きた。
今後の課題として以下があげられる。
・ 基底の表現能力として、サイズにロバス
トにする
・ カラー画像への対応
・ 生活環境で活動するロボットへの実装
・ はずれ値情報量の定量化・定式化
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えることもできる。また、人間は予測を裏切
られたときに、
「驚き」や「おもしろい」とい
った感情を示すというのも、はずれ値の情報
量の高さを表している。
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