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1. は じ め に

われわれは，知覚される世界が物理世界そのものだ
と感じている．そして，実際そう考えて日常的に不自
由は生じない．しかし，このこと自体驚くべきことで
ある．視覚の場合，3次元が 2次元に投射されたもの
が網膜に与えられ，その過程で多くの情報が失われて
いる．また，ノイズ，遮蔽，環境の変動などさまざま
な要因が，感覚入力をあいまいで不完全なものにして
いる．このことから，感覚入力だけから物理世界の情
報を特定することは，一般に非常に困難である．
本講義録では，2006年 11月に伊豆で開催された「計

算神経科学オータムスクール 2006（ASCONE2006）」
にて，神谷之康先生（ATR脳情報研究所）が行った講
義を元に，最近の知覚研究の根底にある「ベイズ的知
覚観」についての解説を行う．ベイズ的知覚観による
と，感覚入力は，外界を写し取ったものではなく，脳
が持つ外界のモデルや仮定（ベイズ統計における「事
前知識」）を更新するためのデータにすぎない．すなわ
ち，知覚は，外界のモデルと感覚入力の最適な統合に
よって生じるものだとされる．このような考え方がい
かに有効であるかを，具体的な知覚現象のベイズモデ
ルを用いて解説する．

2. ベイズ的知覚観

「知覚は外界を写し取ったもの」とする考え方を素
朴実在論，「知覚は純粋に心の産物（信念）」とする考
え方を観念論という．すでに挙げたとおり，物理世界
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が網膜に投射された時点で，視覚情報は 3次元から 2

次元に落ちてしまっている．加えて，その他感覚ノイ
ズなどの原因から，素朴実在論のみでヒトの知覚を説
明するのは困難である．一方，観念論における信念に
は，実際に外界からの感覚入力によって生起する知覚
と，妄想の区別はない．これらの考え方に対し，現代
のベイズ的知覚観は，「知覚は感覚入力によって更新さ
れる信念である」という立場を取る．

3. Helmholtzの知覚論

現代のベイズ的知覚観の先駆ともいえるHelmholtz

の知覚論（Helmholtz, 1866）は，以下の 3つの原理か
ら構成される：（ 1）局所的な情報から構成される知覚
（ 2）無意識の推論（ 3）尤度原理．（ 1）は現在の神経科
学における窓問題に相当する．脳の低次視覚野ニュー
ロンは，網膜像から得られた情報の一部にのみ反応す
る．従って，視覚情報はそれ全体として処理されるの
ではなく，視野によって細かく分割処理されたのち，
再び統合されて視知覚にいたる．このとき，局所の情
報が互いに矛盾したり，あいまいさを持っていたりす
る．このような情報をもとにして，脳は外界の状態を
推定する必要がある．この過程には意識が入り込む余
地はない．これが（ 2）無意識の推論である．この推論
の過程にはいくつかの候補が存在し，その中で一番尤
もらしいものが知覚として選択される．これを（ 3）尤
度原理という．図 1を例に考えてみよう．図の左が網
膜に投射された像である．ここからは少なくとも 2つ
の外界のモデル S1 と S2 が考えられる．一方，われわ
れは普通 S1 の方を知覚する．これは，2つの物体の片



314 日本神経回路学会誌 Vol. 14, No. 4（2007）

図 1 網膜像と外界のモデル

方が丸型に欠けた四角形で，そこに円がぴったりとは
まり込むという状態がとても起こりくい（尤もらしさ
が低い）ためである．

4. 知覚のベイズモデル

Helmholtzの尤度原理を洗練させると，以下のよう
なベイズの公式で視知覚をモデル化することができる：

P (S|I) =
P (I, S)

P (I)
=

P (I|S)P (S)

P (I)
∝ P (I|S)P (S).

ここで I は網膜像（Image），Sは物理世界（Scene）を
意味し，P(S)は物理世界の事前分布を，P(I|S)は網
膜像が与えられているときの S の尤度分布を，P(S|I)

は網膜像が与えられたときの S の事後分布を表す．す
なわち，ベイズモデルにおける事後分布は，感覚入力
の生成モデル（尤度）と，その感覚入力を生起する物理
世界についての先見的知識の積によって得られる．こ
の事後分布から，たとえば最も確率の高いものが知覚
として意識に上る．
例として，図 2の I という網膜像が得られた場合を

考えよう．このような網膜像を実現する物理的なワイ
ヤーフレームは無数に存在し，それぞれの尤もらしさ
（尤度）は等しい．一方，われわれは普通この網膜像
から立方体を知覚する．ベイズ的知覚観では，これは
「世の中に立方体のワイヤーフレームが多く存在する」
という先見的知識によるものであると解釈される．ど
のモデルも等しく尤もらしい場合，どのモデルが選択
されるかは先見的知識によって決まる，ということで
ある．
このモデルから，不可能図形（図 3）を見たときの，

あの否定も肯定もし難い感覚についての解釈も得るこ
とができる．不可能図形から生じるえもいわれぬ感覚
は，この網膜像が 2つの意味で「有り得なさそう」で
あることに由来する：（ 1）そんな変な立体はあまり外
界に存在しない（事前確率が非常に小さい）（ 2）（さま

図 2 立方体像を実現するワイヤーフレーム

図 3 不可能図形は可能図形？

ざまな角度からその立体を観察できるとき）その立体
が不可能図形の像に投影されることは滅多にない（尤
度が非常に小さい）．

5. 最適知覚としての運動錯視

錯視や空耳などの「誤った知覚」は，知覚世界と物理
世界の乖離を示すだけでなく，脳がどのような情報処
理によって知覚を成立させているかを理解するための
有効な手がかりとなる．ベイズ的知覚観によると，多
くの錯覚現象は，「感覚入力を最適に処理するようデザ
インされたシステムの特性が顕在化したもの」と見な
すことができる．
ここから，「錯覚は最適知覚である」というパラドキ
シカルな命題が引き出される．ここでは，運動方向に
関する錯視を，ベイズ的枠組みによって解釈したWeiss

らの研究（Weiss et al., 2002）を紹介する．
線分の運動方向知覚は神経系にとって古くて新しい
問題といえる．低次視覚野ニューロンは視野の一部の
みを受容野という形で担当するため，その窓から見え
る像だけから，線分の運動方向は一意に定まらない．
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図 4 運動方向に関する逆問題

図 5 2種類の線分と VA，IOC

（Weiss et al., 2002より引用）

図 4左を運動する格子模様とする．図 4右に示すよう
に，あるニューロンの受容野には，格子模様の一部の
みが入る．このとき，この受容野の情報だけからでは，
格子模様がどの方向に動いているか判断できない．t1

から t2 の間線分が図のように運動した場合，矢印に示
すように，どの点がどの点に移動したのかはわからな
い．すなわち，t1 のある点が t2 のどの点に対応して
いるかについての尤度はどれも等しい．
上位システムはこのようなあいまい性を含む情報を

統合し，視覚刺激の運動方向を決定する必要がある．
過去の心理物理実験から，それぞれ異なる 2種類の運
動方向を持つ線分を重ね合わせた場合，運動方向の知
覚は，線分のコントラストや速度などに依存して，2

つの異なる原理のどちらかによって決まると考えられ
てきた．1つ目は 2つの線分の法線方向の運動ベクト
ルの平均（Vector Average, VA）が運動方向（図 5b

灰色の四角）として知覚される場合である．2つ目は，
運動方向の尤度の制約にもとづく知覚である．それぞ
れの線分について尤度が等しくなる運動ベクトルの集
合（等尤度直線）を求めたときの 2つの等尤度直線が
重なる点（Intersection of Constraints, IOC）が，知
覚される運動方向となる（図 5b灰色の丸）．Weissら
は，この 2つの原理が，ベイズモデルを導入すること
で統一的に解釈できることを示した．

図 6 平行四辺形と VA，IOC

（Weiss et al., 2002より引用）

Weiss らは図 6a，b，d，e のような平行四辺形の
運動方向知覚について考察した．この平行四辺形は，
2 種類の線分によって構成され，そのコントラスト
や形，速度，遮蔽物の有無によって，知覚される運
動方向が変化する．たとえばコントラストが高いと
IOC 方向に，コントラストが低いと VA 方向に，知
覚がバイアスされる（下記 urlのアプレットで体験す
ることができる：http://www.cs.huji.ac.il/˜yweiss/

Rhombus/rhombus.html ）．
Weissらは，2つの仮定を置いてベイズモデルを構築
した．1つ目は，視覚入力のコントラストにガウスノ
イズが乗るという仮定である．このことによって，視
覚入力からある点の運動方向の尤度を計算すると，コ
ントラストが高い場合は尤度がシャープになり，コン
トラストが低い場合は尤度がぼやける（図 7上下段の
2，3，4 番目）．もう 1 つの仮定は，より遅い運動が
生じやすいという事前知識である．この仮定は，外界
の物体は静止しているものが多いこと，また，物体が
動いている場合でも，眼で追跡することで，網膜上で
は静止画像に近くなることなどから正当化される．こ
の 2つの積を取ると．図 8に示すように，コントラス
トが高い場合（図 8a）と低い場合（図 8b）で，事後
分布が異なることが分かる．事後分布が最大となる点
は，コントラストが高い場合は IOC方向に，低い場合
は VA方向に偏っており，これは過去の心理物理実験
の結果をよく再現している．
以上のことから，今回用いられた運動方向の錯視は，
神経系がベイズ的枠組みのもとに物理世界を解釈しよ
うとした結果顕在化したものである，と考えることが
できる．

6. Cue integration

これまでは知覚における事前分布と事後分布の関係
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図 7 運動ベクトルの尤度
（Weiss et al., 2002より引用）

図 8 運動ベクトルの事後分布
（Weiss et al., 2002より引用）

について解説してきたが，ベイズ的枠組みは他の現象
に関する解釈にも用いることができる．その例の 1つ
として，物体位置同定を行う際の視覚と聴覚 2つの手
がかりの統合（Cue integration）について解説する．
何かを知覚する際に，手がかりが複数存在する場合，
どちらの手がかりをどれだけ重視するかが問題となる．
例として，映画を見ているときの音源定位が挙げられ
る．画面を見ていると声が俳優の口から発せられてい
るように思えるが，音が発せられているのは当然画面
両脇にあるスピーカーからである．この場合，音源が
俳優の口の位置に引き寄せられて知覚されていること
になる．
これをベイズ的枠組みで考えてみよう．視覚情報を

V，聴覚情報を A，実際の物体位置を Xとし，Vと A

からXを推定する問題を考える．これはベイズの公式

から以下のように書ける：

p(X|V,A) ∝ p(V |X)p(A|X)P (X)

ここで，右辺の第一項は視覚に関する尤度分布，第二
項は聴覚に関する尤度分布，第三項は物体位置に関す
る事前分布，左辺は視覚情報と聴覚情報が与えられた
ときの物体位置に関する事後分布である．この式は，
尤度分布がよりシャープであるほう，すなわち分散が
小さくあいまいさが少ない尤度分布を持つモダリティ
が，事後分布により大きな影響を与えるという構造に
なっている．先の映画の例でいえば，スピーカーから
の音声よりも映像の方が，音源定位に関してより分散
が小さいため，視覚情報が優先され，俳優の口から音
が聞こえてくるように知覚されると解釈することがで
きる．
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7. ベイズ的枠組みの限界

ベイズモデルは知覚現象を説明する上で非常にパワ
フルな枠組みである．その反面，事前知識や尤度に都
合のいい仮定を導入することで，どんな現象でもそれ
なりに説明できてしまう．したがって，モデルの仮定
がいかに正当化されるかを慎重に検討する必要がある．
ベイズモデルは多様な現象を説明することができる

フレキシブルな理論であるが，必ずしも反証不可能な
「無敵の理論」ではない．たとえば，実験データとベイ
ズモデルからある刺激パラメータの事前分布を推定す
る問題を考えよう．このとき，事前知識とは関係ない
実験条件の違いによって，推定される事後分布が大き
く異なってしまった場合，ベイズ的定式化に問題があ
るといえる．
学生のみなさんには，知覚のベイズモデルの利点と

限界を認識しながら，これを超える新たな理論的枠組
みを構築することにチャレンジしていただきたい．

8. 演 習

ASCONE2006では，各講義後に，受講者による演習
および発表が行われた．「ベイズで読み解く知覚世界」
の演習では，錯覚や日常的な知覚現象を題材にして，
そのベイズ的モデルの構築およびモデルの妥当性につ
いての発表が行われた．ここでは，その中から「Cu-

taneous rabbit」をベイズ的に解釈し，その解釈の妥
当性の検証を試みた発表を紹介する．

Cutaneous rabbit は体性感覚刺激に対して起こる
錯誤の 1つである（Geldard, 1972）．図 9に示すよう
に，実験者は目を閉じた被験者の腕の同じ点を 2 回，
その後離れた点を 1回，それぞれ等時間間隔で刺激す
る．すると，2回目の刺激が，最初の点と最後の点の

図 9 Cutaneous rabbit錯誤

真ん中辺りにずれて知覚される．この現象は刺激を 2

回目までで止めた場合は起こらないから，3回目の刺
激に対して 2回目の刺激位置の知覚が書き換わる，す
なわち結果から過去の再解釈（Postdiction）が起こっ
ていると考えられる．
ベイズの枠組みを用いて，この現象の解釈を試みた．
実験者が刺激する位置をそれぞれ x1，x2，x3 と定義
する．まず，刺激の位置 xと，各点を単独で刺激した
ときに感じられる位置 x′ の関係は，以下のモデルで与
えられるとする：

p(x′|x) =
1√

2πσ2
L

exp

[
− (x′ − x)2

2σ2
L

]
(1)

ここで σL は皮膚に対応する受容野の大きさに由来す
る分散であり，心理物理実験によって測定することがで
きる．これが今回の問題における尤度分布に対応する．
次に事前分布について考える．今回は事前知識とし
て，運動している物体の速度は一定であることが多い，
という仮定を導入した．等速直線運動の仮定により，
x2に関する事前分布（信念）は以下の式で与えられる：

p(x2) =
1√

2πσ2
P

exp

⎡
⎢⎣−

(
x2 − x′

3+x′
1

2

)2

2σ2
P

⎤
⎥⎦ (2)

ここで σP は事前分布の分散である．
尤度分布と事前分布を用いて 2度目の刺激位置を推
定しよう．ベイズの公式から，2度目の刺激位置の事
後分布は

p(x2|x′
2) ∝ p(x′

2|x2)p(x2) (3)

で計算される．(3)式に (1)および (2)を代入し，右辺
の対数を取って x2 で微分すると，

− (x2 − x′
2)

σ2
L

−
x2 − x′

3 + x′
1

2
σ2

P

(4)

を得る．事後分布は (4)式がゼロになるとき最大にな
る．したがって，2度目の実際の刺激位置の推定値は

x̂2 =
σ2

P

σ2
P + σ2

L

x′
2 +

σ2
L

σ2
P + σ2

L

x′
3 + x′

1

2
(5)

で求まる．ここで

g =
(

σL

σP

)2

(6)

とおき (5)式に代入すると，

x̂2 =
1

1 + g
x′

2 +
g

1 + g

x′
3 + x′

1

2
(7)
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を得る．
(7)式の第一項は，2度目の刺激位置に関する尤度分

布による推定，第二項は 2度目の刺激位置に関する事
後分布による推定に対応する．両者はそれぞれの分布
の分散によって重み付けられており，g が大きい，す
なわち尤度分布の分散が事後分布の分散に比べて大き
い場合は，事後分布による推定がより大きな重みを持
ち，2度目の刺激の知覚位置は 1度目の刺激位置と 2

度目の刺激位置の中点側に引っ張られる．Cutaneous

rabbitで知覚される 2度目の刺激の位置は，1度目の
刺激位置と 2度目の刺激位置の真ん中あたりであるこ
とから，gは大きな値であることが推測できる．
一方で，(7)式は Cutaneous rabbitで知覚される 2

度目の刺激の位置は，1度目の刺激位置と 2度目の刺
激位置の中点そのものではなく，より 1度目に刺激さ
れた位置の側によっていることを示している．これを
確かめるために簡単な心理物理実験を行った．実験者
は目隠しをした被験者に対し，Cutaneous rabbit 錯
誤を引き起こす刺激を与える．被験者は 2回目の刺激
位置を指で指し示す．実験者はその位置を記録する．
実験の結果，知覚された刺激位置の数十回分の平均は，1

度目と 3度目の中点よりも 1度目に刺激された位置の
方向に有意に偏っていることが確かめられた．
また (7)式から，このずれは，皮膚の受容野の大き
さに由来する尤度分散 σL と，事前分布の分散 σP の
比 gに依存することが分かる．(1)式の σLは心理物理
的手法で推定することができる．これと，Cutaneous

rabbit錯誤の実験によって求めた 2度目の刺激位置の
推定値および実際の 2度目の刺激位置を (7)式に代入
すれば，事前分布の分散 σP も近似的に求めることが
できる．
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