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深層生成モデルを用いた意識の持つ機能の一部の実験その 2
Experiments of Several Functions in Consciousness Using Deep Generation Models
Part 2
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Abstract: In a previous presentation, we reported how to use deep generation models to improve the
performance of AI using some of the functions of consciousness. However, the experiments were not
completed in the last time, so I will report on the experiments this time.

1. 背景
前回の発表では、深層生成モデルを使用して、意
識の機能の一部を用いて AI の性能を向上させる方
法について報告した[30]。しかし、前回は時間の関係
上実験が間に合わなかったので、今回は実験につい
て報告する。

1.1. 「意識」という言葉の意味について
「意識」という言葉の意味については前回の発表
でも説明したが[30]、誤解を減らすために再度記載
しておく。
「意識」については、従来から様々な研究や提案
が行われている
[1][9][10][11][12][14][15][16][17][22][23][25][28]。
また、
「意識」という言葉は、使う人によって意味が
異なることが多いので、その意味をまとめておく。
例えばドゥアンヌの[16]を参考にして「意識」という
言葉の使われ方をまとめてみると、表 1 のようにな
る。

表 1 「意識」という言葉の使われ方
覚醒状態
注意
コンシャス
アクセス
自己意識
メタ認知
自由意思
クオリア

眠っているか目覚めているかなど。
特定の情報に集中すること。
注意を向けられた情報に気づくこ
と。
自己が存在することに気づく能力。
自分自身の認知行動を再帰的に把
握することができる能力
自律的な意思決定を行える能力。
経験の主観的な生の感覚。

このように、「意識」という言葉は場合によって
様々な意味に用いられるので、どの意味で用いられ
ているのかに注意する必要がある。
また、
「意識」という言葉は意識が一つのもののよ
うに使われがちであるが、意識は複数の機能が相互
作用して成り立っている可能性が高いので、その言
葉が意識のどの一部分の機能を指して使われている
のかに留意することも重要であると思われる。

1.2. 本研究で対象とする意識の機能
本研究では、意識が持つと考えられる機能の一部
を汎用人工知能の性能向上に利用することを目的と
し、意識の情報処理の方法をヒントとしてアルゴリ
ズムを考える。
本研究で対象とする意識の機能は、主にドゥアン
ヌの[16]で詳しく説明されているコンシャスアクセ
スと自由意思の一部に関係する機能である。

2. 一貫した情報の生成と選択機能
前回の発表では、意識の持つ機能の一部として一
貫した情報の生成と選択の機能について、グレゴリ
ーのダルメシアンの知覚、両眼視野闘争、カプグラ
症候群を例として説明した。また、このような機能
を実現するためのアルゴリズムとして、深層生成モ
デルを用いて候補を生成する機能と、生成した候補
を基準値で検証する機能と、基準値を満たした候補
が得られるまで一定時間候補生成と検証を反復する
機能と、基準値を満たした候補だけを意識に上らせ
る機能を持つアルゴリズムについても説明した[30]。
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前回との重複を減らすため、今回はグレゴリーの
ダルメシアンの知覚についてだけ記載しておく。

2.1. グレゴリーのダルメシアンの知覚
グレゴリーのダルメシアンの知覚は、白黒のまだ
ら模様があるだけに見える絵で、犬がいると思って
見るとダルメシアンの姿が見えてくる知覚現象であ
る[17]。そして、一度ダルメシアンの姿が意識に上る
と、その姿は見え続ける。
これは、意識の持つ機能の一部として、ノイズの
多い輪郭線の中から犬のイメージと一貫性がある輪
郭線を選択する機能があるためと考えられる。

4. 深層生成モデルを用いた意識の
持つ機能の一部のアルゴリズム
アルゴリズムについは前回の発表でも説明したが
[30]、今回も再度記載しておく。
なお、前回の記載では、深層生成モデルの生成フ
ェーズの処理で z の事前分布からサンプリングする
という説明になっていたが、今回は入力データにノ
イズを含む画像を与えて z を算出する形に変更した。

4.1. 一貫した情報の候補の生成
一貫した情報の候補の生成には、深層生成モデル
を用いた。深層生成モデルは、深層ニューラルネッ
トワークを用いて確率モデルを学習するもので、高
い表現能力に特徴がある。例えば、VAE[5][6]、
GAN[4]、
GQN[3]などが有名である。本研究では、条件付き生
成を行うため、Conditional Variational Auto Encoder
(CVAE) [6]を用いた。

図 1 Gregory R (1970) "The intelligent eye"
McGraw-Hill, New York (Photographer: RC
James)

3. 一貫した情報の学習機能
図 2 深層生成モデルの処理
前回の発表では、リベットの自由意思の実験[9]を
例にして、前章のアルゴリズムによって基準値を満
たした候補だけを意識に上らせ、それを用いて自由
意思モデルと整合するように無意識処理を学習する
アルゴリズムを提案した[30]。このアルゴリズムに
より、時間遅れが許容できる次回から自由意思モデ
ルによる結果と無意識処理による結果が一致するよ
うに学習した処理が反映されるようになり、一貫し
た情報を用いたノイズの少ない高精度の学習との両
立が可能となる。
前回との重複を減らすため、今回はこの部分の説
明は省略する。

図 2 に深層生成モデルの処理の概念図を示して
おく。
CVAE を用いて候補を生成することにより、例え
ば、グレゴリーのダルメシアンの知覚では、犬とい
う条件データを指定して候補を生成できるようにな
る。

4.2. 一貫した情報の選択と学習
深層生成モデルを用いて候補を生成した後は、生
成した候補の一貫性を基準値で検証し、基準値を満
たした候補が得られるまで一定時間候補生成と検証
を反復し、基準値を満たした候補だけを意識に上ら
せ、それを用いて自由意思モデルと整合するように
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無意識処理を学習する。
図 3 に、以上の処理をまとめたフローチャートを
示す。このアルゴリズムにより、時間遅れが許容で
きる次回から自由意思モデルによる結果と無意識処
理による結果が一致するように学習した処理が反映
されるようになり、一貫した情報を用いたノイズの
少ない高精度の学習との両立が可能となる。

5. 実験方法と結果
意識の持つ機能の一部と考えられる一貫した情報
の生成と選択機能を実現するアルゴリズムの実験と
して、ダルメシアン知覚を単純化し、ランダムな線
の中から深層生成モデルで候補を生成し、輪郭線の
一致が偶然の確率と比較して基準値以上の場合に選
択を行う実験を行った。図 4 に実験の概念図を示す。

5.1. 学習フェーズ
入力データにノイズを含まない画像とノイズを含
む画像を、画像の種類を条件データとして与え、正
解データにノイズを含まない画像を与えて深層生成
モデル（CVAE）を学習した。

5.2. 認識フェーズ
入力データにノイズを含む画像を与えて画像を生
成し、生成した候補の一貫性を基準値で検証し、基
準値を満たした候補が得られるまで一定時間候補生
成と検証を反復し、基準値を満たした候補だけを選
択した。
今回の場合は、生成画像の輪郭線と入力データの
輪郭線が一致する確率が偶然よりも十分に高い場合
に基準値を満たすように設定した。

5.3. 実験ツール
深層生成モデルのツールには Pixyz[32]を用いた。
Pixyz を用いることにより、深層生成モデルが簡単に
記述できるようになる。

5.4. 実験結果
図 3 深層生成モデルを用いた意識の持つ機能
の一部のアルゴリズムのフローチャート

なお、実験結果については時間的な問題で研究会
の発表時に示す予定である。

図 4 深層生成モデルを用いた一貫した情報の生成と選択の実験の概念図
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6. まとめ
前回の発表では深層生成モデルを使用して、意識
の機能の一部を用いて AI の性能を向上させる方法
について報告したが、前回は時間の関係上実験が間
に合わなかったので、今回はその実験に関して示し
た。
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