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Abstract: In this report, we propose a neural network model for subjective contour perception.
The contour perception has an important role in recognizing the shape of objects for human.
Human can perceive a contour even when there is no change of the characteristic or brightness in
the image. This type of contour is called subjective contour, and the mechanism of its perception
has yet to be completely become clear. It is helpful from the viewpoint of the visual psychology
and engineering application if the subject contour perception model can be constructed by the
computer. We, therefore, attempt to construct the model of the subjective contour perception
by using only input and output images based on a convolutional neural network (CNN). From
the experimental results, we conﬁrmed that our proposed model has the possibility of extracting
the subjective contour from the given image, though the general model for the subjective contour
perception could not be obtained.
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はじめに

人の視覚は，網膜に映し出された光から，明るさ，色，
などの特徴情報を抽出するが，物体の形状認知におい
ては輪郭線の知覚が重要である．輪郭線は，輝度や特
徴の急な変化が生じた部分に知覚されるが， 輝度や特
徴の変化のない部分においても周辺情報の処理に基づ
いて知覚される輪郭線が存在する [1]．この輪郭線を，
主観的輪郭線と呼ぶ．主観的輪郭線が知覚される画像
の例を図 1 に示す．
主観的輪郭線が知覚されるメカニズムは，画像中に
存在する図形（誘導図形）の距離，大きさ，形，図形
と背景の輝度の関係，誘導図形を定義する視覚的特徴
などが関係して生成されるという見解がある [1] が，完
全には明らかになっていない．本研究の目的は，計算
機上での主観的輪郭線の知覚モデルを構築することで
ある．人間が有する主観的輪郭線を知覚する能力を計
算機上で実現することができれば，工学的には，画像
処理による製品検査への応用や人間と同様の視覚機能
を有するロボットの実現などにつながる．本研究では
主観的輪郭線の知覚例から機械学習アプローチに基づ
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いてモデルを構築（学習）することを試みる．このた
め，これまでに提案されていないような知覚アルゴリ
ズムが構築される可能性があり，構築したモデルを解
析することで，視覚心理学的にも新しい知見が得られ
る可能性がある．
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2.1

従来研究
主観的輪郭線生成モデル

計算機上で主観的輪郭線を知覚しようとする研究は
これまでにも行われている．石寺らは，主観的輪郭線
に反応するニューロンが存在するという知見から，主
観的輪郭線は比較的低次で知覚されているであろうと
いう前提で，人の視覚野（V1〜V2）までの視覚情報処
理モデルを提案している [2]．Lee らが提案したモデル
では，各ニューロンの反応は，石寺らの研究における
ニューロンの反応と似ているが，脳処理における外側
膝状核での処理が加えられている [3]．それによって画
像情報の空間的なフィルタリングが可能となり，より
鮮明に主観的輪郭線を生成できるとされている．Kim
らは，入力画像を各画素毎に見ていき，各画素がどの
方向の主観的輪郭線を生成するのかを検出する指向性

図 1: ニューラルネットワークの学習に用いる主観的輪
郭線が知覚される画像

拡散アルゴリズムと，指向を把握した後それを線とし
て出力するための輪郭線出力アルゴリズムを提案して
いる [4]．指向性拡散アルゴリズムでは，方位をある程
度定めるために，ガボールフィルタを使ってどの角度
に主観的輪郭線が生成されるかを特定している．また
廣瀬らは，主観的輪郭線を生成する図形が線図形とブ
ロック図形の場合に見え方が異なる点に着目し，主観
的輪郭線を生成するモデルを提案している [5]．この手
法では，主観的輪郭線が知覚される可能性（ポテンシャ
ル）を計算し，それを滑らかにつなぐことで主観的輪
郭線を確定させる．このポテンシャルを計測する際に
は，Diﬀerence Of Gaussian（DOG) 関数が用いられて
いる．
これまでに提案されている主観的輪郭線の生成モデ
ルでは，ガボールフィルタや DOG 関数を用いて主観
的輪郭線の一部となるエッジ部分の抽出や，画像の端
点の抽出を行っているものが多い．この 2 つの処理は
画像の特徴を抽出をする機能に優れており，主観的輪
郭線だけでなく様々な画像処理のタスクに用いられて
いる．これらの処理によって得られた特徴と，主観的
輪郭線は背景よりも手前に見える，背景より明るく見
えるといった情報を組み合わせることによって主観的
輪郭線を生成している．しかしながら，既存のアルゴ
リズムはその処理のほとんどが人手による設計である
とともに，すべての主観的輪郭線を抽出できているわ
けではない．
それに対して本研究では，主観的輪郭線知覚のモデ
ルとしてニューラルネットワークを採用し，学習用デー
タとして主観的輪郭線が知覚される画像と主観的輪郭
線を抽出した画像を与えることで，主観的輪郭線抽出
に必要な処理を自動的に構築することを試みる．提案
手法ではガボールフィルタや DOG 関数を用いたフィ
ルタリング処理を明示的に行わなわず，自動的に特徴
抽出が構築されることを狙いとしている．これによっ
て，様々な主観的輪郭線に対応可能な，より柔軟性の

図 2: 提案手法の概要図

高いモデルが構築されることが期待される．

3

提案手法

図 2 は提案手法の概要図である．提案手法では，2 次
元画像を入力，入力に対応する主観的輪郭線画像を出力
とするフィードフォワード型のニューラルネットワーク
を用いる．ただし，画像を入力とするため，畳み込みニ
ューラルネットワーク（Convolutional neural network;
CNN）[6, 7] の構造を採用する．一般的な CNN が画像
の分類・認識を対象とするためプーリング層などによっ
て画像を縮小していき，出力層ではクラス数分の出力
値を得るのに対して，本研究では主観的輪郭線が抽出
された画像を得ることが目的のため，出力層でも画像
を出力する．つまり，本研究で扱う CNN は，畳み込み
層だけで構成されており，プーリングやサブサンプリ
ング処理は行わない．
本節では，提案するニューラルネットワークによる
処理の手順と学習方法について述べる．本稿では各層
において 2 次元画像の形式でデータを保持するが，そ
の単位をユニットと呼ぶ．また，入力層，出力層を含
むニューラルネットワークの層の数を L とし，Ul は l
番目の層におけるユニットの数とする．以下の説明で
は，入力・出力画像および中間ユニットでの画像サイ
ズは N × N の正方形の画像とするが，任意の画像サイ
ズで提案手法を用いることは容易である．

3.1

各ユニットでの処理

各ユニットの各座標の値を決める際には，前の層の
対応する座標の近傍画素の値を用いて計算を行う．こ
の処理は CNN では畳み込み処理と呼ばれる．また，画
像中の物体の位置ずれに影響を受けないようにするた
めに，各ユニットの画素値を計算する際には同じ重み

が用いられる．つまり，各ユニット内では重みが共有
されており，近傍画素サイズが n × n の時，ユニット
間の重みは n × n 通りの値しか持たない．
以下提案モデルで出力を得るまでの処理過程を詳
しく述べていく．すべての画素の座標の集合を P =
{(0, 0), (0, 1), · · · , (N, N )} とし，C を近傍座標を算出
するための差分座標の集合とする．例えば，n = 3 の時
は，C = {(−1, −1), · · · , (1, 1)} である．この時，u 番
目のユニットから v 番目のユニットへの重みの集合を，
l
l
（c）|c ∈ C} とする．第 l − 1 層の u 番目の
= {wuv
Wuv
ユニットの座標 p の出力を zul−1 (p) とすると，第 l 層の
v 番目のユニットの座標 p の計算過程は以下のように
なる．
zvl (p) = sigmoid(alv (p))
(1)

∑∑

のように計算することができる．式（5）と（7）を併
l
せて，以下のように Ei の wuv
(c) に関しての偏微分を
得ることができる．
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この結果から，勾配法によって重みの値を修正していく．
l
本稿では，慣性項付きの勾配 ∆wuv
(c) によってニュー
l
ラルネットワークの重みを更新していく．∆wuv
は各
ステップで次のように更新される．

Ul−1

alv (p) =

l
wuv
(c)zul−1 (p + c)

l
∆wuv
（c) ← −ϵ

(2)

u=1 c∈C

また，式 (1) 中の sigmoid(·) は以下に定義されるシグ
モイド関数である．

sigmoid(x) =

1
1 + e−x

ここでは，重みの値を最適な値へと学習するための
誤差逆伝搬法について述べる．提案手法の場合は，正解
画像が輪郭線画像となるため，線が描かれた画像が目
標画像となる．i 番目の学習画像に対する誤差 Ei はユ
l
ニット v への入力和 alv (p) を通してのみ，重み wuv
(c)
に依存するので，

(4)

p∈P

=

∑ ∂Ei
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∂alv (p) u

(5)

p∈P

i
となる．また， ∂a∂E
l (p) (l < L) は偏微分におけるチェイ
v
ンルールを利用して，
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この時，ϵ と α は，範囲 [0, 1] の定数とし，実験では
ϵ = 1.0，α = 0.9 とした．よって重みの更新式は次の
ようになる．
l
l
l
wuv
(c) ← wuv
(c) + ∆wuv
(c)

誤差逆伝搬法による学習

∑ ∂Ei ∂al (p)
∂Ei
v
=
l (c)
l (c)
∂wuv
∂alv (p) ∂wuv

(6)

∑∑
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(10)

こうして得られた新しい重みの値を適用，出力の計算
を行い，また誤差逆伝搬法で重みの値を修正することを
繰り返すことで，期待する出力が得られるようにニュー
ラルネットワークの学習を行っていく．実験では勾配
法の更新回数は 2,000 とし，初期値を変えて 5 回の最
適化を行い，最も良い値を採用する．
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評価実験

評価実験では，まず提案するニューラルネットワー
クに主観的輪郭線を抽出する能力があるのかについて
検証を行い，その後，汎用的な主観的輪郭線の抽出が
可能であるかどうかについて検証を行う．提案手法で
は，1 つのユニットの処理で前の層のすべてのユニット
の局所領域画素の重み付け和とシグモイド関数の計算
を画素数分行うため，1 枚の画像を処理するのに比較
的大きな計算量が必要となる．この問題を解決するた
めに，Graphics Processing Unit (GPU) を利用して処
理の高速化を図った．評価実験で検証する点は次に示
す通りである．

• 誤差関数に重要度を考慮した場合としない場合の
比較

c∈C

′

(9)

(3)

alv は第 l 層の v 番目のユニットが持つ値を示す．また，
yul は第 l + 1 層への入力となる．モデルの学習では，得
られた出力と目標とする出力の誤差が小さくなるよう
l
に，誤差逆伝搬法を用いて重み wuv
を修正していく．

3.2

∂Ei
l
+ α∆wuv
(c)
l (c)
∂wuv

• 提案手法のパラメータの影響調査
• 学習したモデルの汎用性の確認

図 3: 図 1 の各画像に対する目標画像

4.1

図 4: 画素ごとの重要度を視覚化した図

重要度付き誤差関数の影響調査

まず始めに，誤差関数に重要度を考慮した場合とし
ない場合の比較実験を行う．本実験では学習用画像と
して図 1 に示す画像を用い，各画像それぞれについて
学習を行う．図 1 の各学習用画像に対応した主観的輪
郭線が抽出された目標画像を図 3 に示す．これらの教
師用画像は，すべて 128 × 128 ピクセルのものを用い
た．本研究で対象とする主観的輪郭線知覚モデルの場
合，ニューラルネットワークの目標出力が輪郭線画像
となるため，例えば画像全体が白い出力結果が得られ
た際にも，2 乗誤差が小さくなってしまうという問題
が考えられる．この問題を解決するために，抽出した
い輪郭線部分に大きな重要度を割り当て，誤差関数を
重み付き二乗誤差に変更する．これによって，輪郭線
部分の重要度が増し，学習が促進することが期待され
る．図 4 は輪郭線部分に重要度を与えたものを可視化
したものであり，画素の値が大きい（白に近い）ほど
重要であることを意味している．i 番目の学習サンプル
の画素 p の重要度を ri (p) とすると，重要度を考慮した
誤差 Ei は，次のように定義される．

Ei =

1 ∑
ri (p)∥z L (p) − ti (p)∥2
2|P|

(11)

p∈P

ここで，ti (p) は i 番目の目標画像の画素 p の値である．
本実験では，ニューラルネットワークのパラメータと
して層の数 L = 3，各中間層のユニット数 U l = 7，近
傍画素サイズ n = 11 とした．
図 5 は，重要度を考慮した誤差関数を用いた場合の
出力結果である．また，図 6 は，重要度を考慮しない
場合の出力結果である．これより，図 5（c），
（e），
（f）
では主観的輪郭線として認識可能な線が抽出できてい
ることがわかる．また，図 5（a），
（b），
（d）では輪郭
線が完全には生成できていないが，輪郭線に近いもの
が抽出できていると判断することができる．一方，図
5 に示すように，重要度を考慮しない場合だと白紙で
も全体の誤差が小さくなってしまうため，期待する出

図 5: 重要度を考慮した誤差関数を用いて学習した際
の図 1 の学習用画像に対する出力画像

力結果が得られなかった．この結果から，以降の実験
では重要度を考慮した誤差関数を用いることとする．

4.2

提案手法のパラメータの影響調査

提案手法にはいくつかのパラメータが存在するため，
本項目ではいくつかのパラメータを変化させて学習を
行い，その学習結果に対する影響を実験的に検討する．
各パラメータを用いた場合の学習の評価尺度として誤
差 Ei を利用し，この誤差 Ei の値が小さければ小さい
ほど，よいパラメータとする．
まず，図 1（a）を学習用画像として層の数を 3〜7 層，
各層のユニット数を 7〜11 と変え，合計 25 パターンの
組み合わせについてそれぞれ学習を行い，図 1（a）に
対する出力を確認する．このときの近傍画素数は 4.1 節
と同様に 11 × 11 とする．図 7 は層の数とユニット数
を変えた際の出力結果である．図中には各出力画像に
対する誤差関数の値も示している．この値をみると，4
層 9 ユニットの時が最も誤差が小さいことが確認でき
る．また，4 層であれば誤差の値はユニット数には大き
く左右されないことがわかる．

図 6: 重要度を考慮しない誤差関数を用いて学習した
際の図 1 の学習画像に対する出力画像

次に，近傍画素のサイズについても検討を行う．先に
検討した層とユニット数の組み合わせにおいて，誤差
が最も小さかった組み合わせである 4 層 9 ユニットを
採用し，近傍画素サイズを，21 × 21，31 × 31，41 × 41
と変化させて学習結果に変化があるかを確認する．図
8 は 4 層 9 ユニットで近傍画素サイズを 11 × 11 から
41 × 41 まで変化させた際の実験結果である．この結果
から，近傍画素サイズを 11 × 11 よりも大きくすること
で誤差が小さくなり，より主観的輪郭線を抽出するこ
とに成功しているのがわかる．しかしながら，近傍画
素サイズは大きければ大きいほど良い訳ではなく，大
きすぎると誤差が増加していることがわかる．

図 7: 層の数を 3〜6，各層のユニット数を 7〜11 と変
化させた際の出力画像

図 8: 近傍画素サイズを変えた際の出力画像と誤差の値

4.3

学習したモデルの汎用性の確認

ここでは本研究における最終目標である，汎用的な
主観的輪郭線知覚モデルの構築が可能であるかの検証
を行う．本実験では図 9 に示す画像をそれぞれ 30 度刻
みで回転させ，重複を削除した計 72 枚の画像を作成し，
図 9 に示す画像を検証用画像，残りを学習用画像デー
タとして用いた．ただし，図 9（c），
（h），
（j）は主観
的輪郭線が知覚されない画像である．学習用画像は図
各画像に対する主観的輪郭線が抽出された目標画像を
図 10 に示す．学習によって得られたニューラルネット
ワークの重みを用いて図 9 に対する主観的輪郭線を生
成できるかどうか検討する．この時，誤差関数には重
要度を考慮した誤差関数式（11）を用い，ニューラル
ネットワークのパラメータは 4.2 節で得られた最適な
パラメータの 4 層 9 ユニットとした．また，近傍画素
サイズは 11 × 11 を採用した．
学習したモデルに図 9 の画像を入力した際の出力結
果を図 11 に示す．残念ながら，どの出力画像において
も期待する主観的輪郭線を得ることはできなかった．ま
た，本来白紙の出力が期待される入力と輪郭線の出力

が期待される入力どちらに対しても出力画像は同じよ
うな形状であることがわかる．

5

考察

4.1 節における重要度を考慮した誤差関数を利用し
た場合としない場合の比較実験から，重要度を考慮す
ることで輪郭線および輪郭線として認識可能なものを
抽出することができた．この中でも図 5（a）について
中間層での処理がどのようになっているのかを見てみ
る．図 12 は，図 5（a）おける中間層での値を画像化
して示したものである．図 12 の重要度を考慮しない場
合は，中間層の出力に，白のみ黒のみの画像が多くあ
ることがわかる．それに対して図 12 の重要度を考慮し
た場合では，中間層の出力に白のみ黒のみの出力画像
が減っている．また，重要度を考慮した場合において
は，入力画像におけるブロック図形に対して反応して
おり，エッジ部分に対して変化が生じている．これら

図 9: 4.3 節の実験で利用する画像

図 10: 図 9 の各画像に対して期待する出力画像

のことより，重要度を考慮した場合においては主観的
輪郭線に関わる特徴の抽出ができているのではないか
と考えられる．
次に，4.2 節で層の数を増減させた際に，層の数が 4
層以上になると誤差が大きくなり，提案手法では層の
数が 4 層以上になると輪郭線の生成は困難になった．こ
の原因として，誤差逆伝搬法における重みの修正が挙
げられる．ニューラルネットワークが多層になると，学
習がうまく進まなくなるといった問題は既に指摘され
ており，そのような現象が本実験でも起きている可能
性がある．この問題を解決するために，Deep Learning
の分野では事前学習（プレトレーニング）やシグモイ
ド関数以外の活性化関数の利用など様々な検討が行わ
れており [7]，それらを導入することで，問題を解決す
ることができるのではないかと考えている．
図 13 は，近傍画素サイズを変更した時の中間層での

図 11: 学習した重みを用いて図 1 を入力画像にした時
の出力結果

図 12: 重要度を考慮した誤差関数を利用した場合とし
ない場合で獲得したニューラルネットワークを図 5（a）
に適用した際の中間層での処理結果

値を画像化して示したものである．近傍画素サイズが
11 × 11 の時の中間層での処理画像は，他の中間層の処
理過程と比べて中間層第 2 層目の 3，6 番目のユニット
の部分では輪郭線の一部となるエッジ部分に変化が起
きていることがわかる．しかしながら，中間層第 2 層
目の 2，4，5，7 番目のユニットの部分では白黒画像に
なっている．一方，近傍画素サイズが 21 × 21 の時の
中間層での処理画像は，白黒になっている部分が少な
く，中間層第 1 層目の 2，7，8，9 番目のユニット，中
間層第 2 層目の 2，3，9 番目のユニットにおいてエッ
ジ部分に輪郭線のような線が形成されていることがわ
かる．このことから，図 7 から適切な近傍画素サイズ
でなくても輪郭線の一部は生成されることがわかった
が，図 1（a），
（b）のような入力に対しては適切な近
傍画素サイズを設定することで，より誤差の小さい出
力画像が得られるのではないかと予想される．
最後に，4.3 節の結果から汎用性の高い一般的な主観
的輪郭線知覚モデルの獲得までは至らなかった．この
原因としてはモデルの学習が十分に行えていない，よ
り柔軟なモデルが必要などといったことが考えられる．
本稿では基本的な CNN を基に，一般的な誤差逆伝播法
によって学習を行ったが，近年では Deep Learning に
関する研究が盛んに行われており，新しい活性化関数
の提案や様々な工夫が数多く報告されている [8, 9, 10]．

えられる特徴が抽出がされていることを確認し，ニュー
ラルネットワークに主観的輪郭線を知覚する可能性が
あることを示した．実験結果から，ニューラルネット
ワークの層の数が 4 層であれば各層のユニット数には
結果はあまり影響されないことが分かった．しかしな
がら，最終的な目標である汎用性のある主観的輪郭線
の知覚モデルの構築には至らなかった．これを解決す
るために，学習用画像のさらなる追加，変更や，活性
化関数の変更，誤差逆伝搬法中の重みの修正方法の改
善などが今後の課題として挙げられる．
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