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Abstract: Probabilistic computing is one of methodologies for knowledge information pro-
cessing. In image processing, the probabilistic computing is formulated as an optimization
problem or a maximum a posteriori estimate in the aid of statistics and statistical mechanics.
The practical algorithm in probabilistic computing is constructed from mean field theory, which
is a familiar approximate optimization technique in statistical mechanics. In this manuscript,
we review some applications of probabilistic computing to image processing.

1. はじめに.

知識情報処理とは「人間の知識に近い形で行う

情報処理技術の実現を目指すもの」であるがそこ

には「緻密さ」と共に「汎用性」,「頑健 (ロバス
ト) 性」が要求される. システムに対して目的や
対象についてのあらゆる情報を組み込むことによ

り目的や対象にあった状況において忠実な動作を

してくれる緻密なシステムを実現することができ

るが, 目的や対象からはずれた状況においては期
待される動作ができなくなってしまう. 他方, 汎用
性, 頑健性をシステムに求めた場合には緻密さは
その犠牲とならざるを得ない. 緻密さを最小限に
くい止めながら汎用性,頑健性をいかに実現して行
くかがポイントであることは言うまでもない. そ
の際, システムがうまく動作するかどうかは目的
や対象の持つ本質をいかに見抜いて引き出せるか

にかかっている. 汎用性を実現するツールとして
よく知られているものには人間の言語的曖昧さを

プロトタイプとして考案されたファジー情報処理,
人間の脳の情報処理体系をプロトタイプとして発

展してきたニューロコンピューティング,遺伝的ア
ルゴリズムに代表されるような生命の発生機構を

プロトタイプとして考案された進化論的情報処理,
確率モデルとベイズ統計を中心とする数学を理論

的基礎として構成された確率コンピューティング

等があげられる. その中でも確率コンピューティ
ングは頑健性を計算機科学の要請に応じて統計力
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学的概念にもとづき系統的に導入しながら確率・

統計という数学にもとづいてモデル化し, 統計力
学的解析手法もとづいて計算可能なアルゴリズム

を構成しており, 常に既に理論的に確立された数
学の裏付けにもとづいていることが注目すべき点

としてあげられる.
本稿では確率コンピューティングを用いた知識

情報処理システムの例として確率モデルを用いた

画像修復について基本的なメカニズムと応用例を

簡単に概説する. 確率コンピューティングを用い
ることのメリットとしては確率モデルの協同現象

を扱う学問体系として発達してきた統計力学の計

算技術がそのまま使えるということがある. すな
わち, 多くの情報処理においてぶつかる大きな壁
は大規模システムのもつ膨大な計算量をいかに克

服して行くかにあるが統計力学は協同現象, 相転
移現象の研究というまったく異なる目的の下に確

率モデルに基づく大規模システムに現れる膨大な

計算を効率よく高精度に処理する多くの手法を生

み出してきている. また, 統計力学において最も基
本的なモデルとして知られるイジングモデルは正

方格子上で定義され, この各格子点を画像におけ
る画素と対応づけることにより画像処理と密接な

関係があることは容易に理解できるであろう.

2. 確率コンピューティング.

一般論として確率モデルを用いた画像修復のシ

ナリオをまず説明する. 最初に与えられた情報は
たった一枚の劣化画像である. この際, 「如何に
劣化画像であるとはいえども原画像の情報を全く



失っているわけではないのだから原画像に対する

推定値である修復画像は劣化画像に近い画像を採

用すべきである.」という前提に立つことは実に自
然なことである. しかしこれだけで画像修復です
と言ってしまったら劣化画像が修復画像として得

られてしまい何もやっていないに等しくなってし

まう. そこで「原画像に対する先見情報」を導入
する必要がでてくる. 「原画像に対する先見情報」
とは例えば「世の中に現れる風景写真のような自

然画像たるものたいていは平坦であちこちの画素

で急激に階調値のかわるような変化の大きいよう

な画像はそうは存在しない.」というような人間が
日常生活のなかで獲得した知識からくる良い意味

での先入観念のことであり,この例の場合では「平
坦であればあるほど小さな値を与え, 平坦でなけ
ればないほど大きな値を与える量」として導入さ

れる. この「原画像に他する先見情報」を重要視
しすぎると真っ平らな画像, 極端に言えば真っ白
か真っ黒な画像が修復画像として得られてしまう

ことになってしまう. 画像修復はこの「修復画像
と劣化画像の距離」と「原画像に対する先見情報」

のバランスの中で達成されるような構造として定

式化されなければならない. それを達成する一つ
の方法として以下のようなエネルギー関数を導入

し, エネルギー関数の最小値を与える画像を修復
画像として採用するという最適化問題として定式

化する方法がある.

エネルギー関数

≡ 修復画像と劣化画像の距離

+J× 原画像に対する先見情報 (1)

「修復画像と劣化画像の距離」と「原画像に対する

先見情報」のバランスは J の値を適当に調整する

ことによって達成される. ここまでで何を計算すれ
ば修復画像が得られるかという枠組みは完成した

が計算量を考えると膨大であることがわかる. 例
えば 2 値画像では 2画素数 通り, 256 階調の濃淡画
像の場合には 256画素数 通りの画像に対してエネル
ギー関数を計算する必要があり, いずれも最大で
exp(画素数) のオーダーの計算量が必要になって
しまう. このような大規模最適化問題に対して確
率という概念を導入することにより統計力学的近

似解析手法の導入が可能となる. 画像に対して確
率を導入する場合には各画素ごとに確率変数が現

れ, 画像の確率はその確率変数の集合として扱わ

れる. このような確率変数の集合は確率場と呼ば
れる. 式 (1) の最適化問題は任意の正の実数 T に

対して劣化画像が与えられたという条件の下での

原画像に対する確率分布をギブス分布の形で

Pr
{
原画像の確率場

∣∣∣ 劣化画像
}

≡
exp

(
− 1

T × エネルギー関数
)

規格化定数
(2)

として導入し,その出現確率最大の画像を修復画像
として採用するという問題設定に等価である. こ
れにより確率モデルを画像修復に導入することは

できたが計算量が exp(画素数) のオーダーである
ことにかわりはない. しかし, ギブス分布を導入
する事により最適解の探索に平均場近似をはじめ

とする統計力学の近似解析技術が使えるというメ

リットがある.
平均場近似はエネルギー関数から定義されたギ

ブス分布に対して以下の 2 つの前提において構成
される.
前提 1: ギブス分布は以下のように定義される自

由エネルギーの最小値問題の変分原理を満足

する.

自由エネルギー

≡ エネルギー関数の期待値

−T× エントロピー (3)

前提 2: ギブス分布を「各画素ごとの関数」の積

の形で表される関数形に制限して考える.
前提 2 において現れる「各画素ごとの関数」はど
のような関数形かは未知であり, これを決めるの
が前提 1 である. すなわちその積の形を式 (3) に
代入し「各画素ごとの関数」について変分をとる

ことにより「各画素ごとの関数」に対する画素数

だけの連立非線形方程式が得られ, これを反復法
などにより解く問題に帰着される. 逆に前提 1 に
おいてエネルギー関数の期待値やエントロピーを

まともに計算しようとするとやはり exp(画素数)
のオーダーの計算量が必要となるが「各画素ごと

の関数の積の形で与えられたギブス分布」を用い

てそれらを計算すると 画素数 のオーダーの計算

量で済んでしまう. この「各画素ごとの関数」に
対する画素数だけの連立非線形方程式は T→0 の
極限において式 (1) の真の最適解を解として含ん
でいるが同時にそれ以外の多くの画像も解として



含んでいる. 反復操作を誤るととんでもない局所
最小解に落ち込んでしまうわけである. そこでま
ず収束の容易な T を大きな正の値に設定して反復

を行い, そこから徐々に小さな値に T を減少させ

ながら反復操作を繰り返すことにより精度の良い

近似最適解を得ることがよく行われる. もともと
ギブス分布において T は温度という物理的概念を

持つ量であり, その意味でこの操作はアニーリン
グと呼ばれている.
以上が確率モデルおよび平均場理論を用いた画

像修復の基本的な枠組みである. ここではまず
エネルギー関数の最適化問題として画像修復を

定式化し, その上で最適解の探索の手段として平
均場理論を用いるという理由でギブス分布の形で

確率モデルを導入したが, ベイズ統計の立場に立
てば「劣化画像はどのような劣化過程において原

画像から生成されたか」を表す条件付き確率分布

Pr{劣化画像 |原画像 } と「扱っている (あるいは
想定している) 原画像はそもそもどのような確率
分布の高い確率を与える画像の一つであるか」を

表す事前確率分布 Pr{原画像 } からベイズの公式
によって「劣化画像が観測されたという状況のも

とでの原画像に対する」条件付き確率分布として

与えられる事後確率分布

Pr
{
原画像の確率場

∣∣∣ 劣化画像
}

=
1

規格化定数

×Pr
{
劣化画像

∣∣∣ 原画像の確率場
}

×Pr
{
原画像の確率場

}
(4)

の出現確率最大化問題として画像修復が定式化さ

れ, これが最大事後確率 (Maximum A Posteriori;
MAP) 推定と呼ばれるものであり, 事後確率分布
は式 (2) の形に与えられ, 結果的にエネルギー関
数の最適化問題に等価になってしまう.2) また, こ
の場合に式 (1) に含まれるパラメータ J は事前確

率分布に含まれており, 統計学においてよく用い
られる最尤推定の立場で与えられた真の原画像か

ら決定することができる.4, 5) すなわちパラメータ

J が与えられた時の原画像に対する事前確率分布

Pr{原画像 |J} という形をとっているが, これを
真の原画像が与えられたという条件のもとでの J

に対する尤もらしさを表す関数すなわち尤度関数

と見なす. 最尤推定においてはこの尤度関数を J

に対して最大化するようにパラメータ J の値が決

定される. この計算の過程においても exp(画素数
) のオーダーの計算量の計算が現れ, 平均場理論が
威力を発揮する.
エネルギー関数の最適化問題の最適解探索にお

いてここまで平均場理論にもとづく探索アルゴリ

ズムについて解説したが統計力学において平均場

理論の拡張版として知られる近似解析手法にクラ

スター変分法がある. クラスター変分法は平均場
理論がギブス分布を各画素ごとの関数の積の形で

表される関数形に制限しているのに対してクラス

ター変分法においては近接画素の集合からなる何

種類かのクラスターごとの関数の積の形で表され

る関数形に制限する. クラスターの大きさを大き
くとることにより系統的に近似の精度を向上させ

ることができる. 我々はこのクラスター変分法を
用いた画像修復アルゴリズムについてのいくつか

の提案を行っている.13, 14)

更に,ここではギブス分布という形でエネルギー
関数に対して温度という概念を導入し, 局所最小
解からの脱出にアニーリングという操作を用いる

ことを概説したが, そこでは「熱ゆらぎ」と呼ば
れる物理的概念が重要な役割を果たしていること

は言うまでもない. これに対して「ゆらぎ」にお
けるもう一つの重量な物理的概念に「量子力学的

ゆらぎ」がある. 我々はこの「量子力学的ゆらぎ」
を応用した最適解探索のための反復計算アルゴリ

ズムを構成することにも成功している.15)

3. 具体的な画像修復例.

本節では前節で概説した確率コンピューティン

グによる画像修復についてのいくつかの数値実験

例を与える.
まず白と黒のみの 2 値画像の画像修復を例に

とって説明する. 式 (1) における「原画像と劣化
画像の距離」と「原画像に対する先見情報」を以

下のように導入する.

1.「原画像と劣化画像の距離」として最小二乗
誤差を採用する.

2.「原画像に対する先見情報」として滑らかさ
を表す量

∑
最近接画素対

最近接画素対の階調差の二乗

を導入する.

この時, 式 (1) から構成されたエネルギー関数を



(a) (b)

(c) (d)

図 1 . 2 値画像の画像修復例. (a) 原画像. (b) 劣
化画像 (p = 0.2). (c) 平均場理論による修復画像.
(d) クラスター変分法による修復画像.

もとにしてギブス分布を導入すると, ある画素の
階調値はその近傍の画素の階調値のみで決定され

るという性質を持ち, マルコフ確率場モデルと呼
ばれている.3) 各画素の位置を (i, j), 白と黒の階調
値を 0 と 1 でそれぞれ表すこととすると, 原画像
{x∗

i,j} に対する推定値 {x̂i,j} は観測された劣化画
像を {y∗

i,j} により表すこととすると平均場理論に
おいて

x̂i,j = argmax
n=0,1

(1 − mi,j

2
+ mi,jn

)
(5)

mi,j = tanh
{ 1

T

(
2y∗

i,j − 1 + Jmi+1,j

+Jmi−1,j + Jmi,j+1 + Jmi,j−1

)}
(6)

と与えられる. このシナリオにもとづいて行った数
値実験例を図 1に与える. 図 1bに与えられる劣化
画像 {y∗

i,j} は図 1a に与えられる原画像 {x∗
i,j} か

ら各画素で独立に確率 p で白から黒, 黒から白に
置き換えられることにより生成されたものである.

次に, 実際の濃淡画像の画像修復に対する例に
ついて説明する. この場合,「原画像に対する先見
情報」として画像の「滑らかさ」の他に「平坦さ」

が重要な性質となる. 「平坦かどうか」という性質
は逆に言うと「エッジがあるかどうか」という性

質になる. そこで各最近接画素対上にエッジ変数
として「エッジがある」時に 1, 「エッジがない」
時に 0 という値をとる変数を新たに導入し, 「原
画像に対する先見情報を表す量」として

∑
最近接画素対

(
1 − 最近接画素対のエッジ

)

×
(
最近接画素対の階調差の二乗

− しきい値の二乗
)

を導入する. これにより「エッジのない最近接画
素対についてのみの最近接画素対の階調差の二乗

の和をとることにより定義された量」を「原画像

に対する滑らかさと平坦さを同時に表す量」とし

て定義したことになる. これによりエネルギー関
数は原画像の各画素の階調値と各最近接画素対に

エッジのあるなしを表す量の両方を変数にもつこ

とになるが, 最適化問題として見た場合には本質
的枠組みは変わることがなく 2 値画像の場合と同
様にギブス分布の形で確率モデルを導入すると,や
はりある画素の階調値はその近傍の画素の階調値

のみで決定されるという性質を持ち, マルコフ確
率場モデルになっている.
このシナリオにもとづいて行った数値実験例を図

2に与える. 図 2bに与えられる劣化画像 {y∗
i,j}は

図 2aに与えられる原画像 {x∗
i,j}から各画素で独立

に平均 0, 分散 σ2 = 400 のガウス分布 N(0, 400)
に従うノイズにより生成される. 実際には本稿で紹
介した濃淡画像に対する確率モデルにエッジ画像

に対する先見情報を線過程という形で更に導入し

た結合ガウス・マルコフ確率場モデル (Compound
Gauss-Markov Random Field Model) が濃淡画像
の画像修復, エッジ検出などの実際の応用の現場
で用いられている.6) また人間の脳の視覚情報処理

のモデルとしても注目されている.7)

4. ハイパーパラメータの決定に対する
いくつかの方法.

式 (1) に現れるパラメータ J を決定するいくつ

かの方法も統計科学あるいは統計力学の立場にお

いて提案されている. 統計科学において最も主流と
なってのは最大周辺尤度推定と呼ばれる方法であり,
この方法による具体的なパラメータ推定アルゴリ

ズムは期待値最大化 (Expectation Maximization;
EM) アルゴリズムとともに構成され, いくつかの
成果が報告されている.8, 9) 最大周辺尤度推定とは



(a) (b)

(c) (d)

図 2 . 濃淡画像の画像修復例. (a) 原画像. (b) 劣
化画像 (N(0, 400)). (c) 平均場理論による修復画
像. (d) クラスター変分法による修復画像.

原画像と劣化画像の結合確率分布において劣化画

像の確率場は観測された劣化画像に設定し, 原画
像の確率場に対しては可能なすべての画像につい

ての和をとる, すなわち原画像の確率場について
は周辺化することによって定義される周辺尤度関

数を最大化するように決定するというものであり,
統計科学においては J のようなパラメータを総称

してハイパーパラメータと呼んでいる. 我々も式
(1) のパラメータ J の決定法について画像修復を

拘束条件付きの最適化問題としてとらえることに

より自然に決定できることを主張している.10) 例
えば 2 値画像について「原画像の互いに異なる階
調値を最近接画素対の総本数」をあらかじめ知っ

ているという仮定の下で探索する画像もその草本

数が原画像と等しくなる画像に等しくなる画像だ

けの集合に制限し, その中で劣化画像に最も近い
画像を修復画像として採用するという枠組みであ

る. この場合, 探索する画像と原画像で「互いに
異なる階調値を最近接画素対の総本数が等しい画

像の集合に制限する」というのが拘束条件である.
この拘束条件に対してラグランジュの未定乗数 J

を導入することによりエネルギー関数 (1) が導出
される. ラグランジュの未定乗数 J は「様々の J

の値に対してまずエネルギー関数の最適解を探索

し, 得られた最適解の中で拘束条件を満たす J を

パラメータの最適値として選び, その J の値に対

して得られた最適解が修復画像として採用される.
この枠組みにおいて「原画像の互いに異なる階調

値を最近接画素対の総本数」を知っているという

ことが前提となっているが, 我々は劣化画像から
推定する方法も提案している.11) 更にこの拘束条
件付き最適化にもとづく 2 値画像の画像修復の枠
組みを実用的な濃淡画像の画像修復に拡張してい

る.12)

5. 最近の物理的視点からの研究.

最初の部分で指摘したとおりマルコフ確率場モ

デルに代表されるような画像処理に用いられる確

率モデルの多くは, 画素を格子点という名の下に
二次元的構造を持つ磁性材料をはじめとする物質

の原子あるいは分子とみなし, 階調値をスピンの
状態などに置き換えることにより, 材料物性の研
究を念頭に発達してきた統計力学のモデルと等価

になってしまう. どちらが先かという議論は別に
して, 当然, 画像処理という観点から確率モデルは
統計力学を長年研究してきた研究者の食指をくす

ぐることは言うまでもない. 本節ではその研究の
ひとつを紹介する.
式 (5) および式 (6) で与えられた平均場方程式

で温度 T の値を有限の正のある値に固定して決

定される解 {x̂i,j} は明らかに温度 T の値に依存

するが本稿ではエネルギー関数の最適解を求める

ためにギブス分布および平均場理論を導入してい

るため十分小さな温度 T に対する平均場方程式の

解のみを扱っており, 有限の温度 T の値に対する

平均場方程式はアニーリング操作の過程において

のみ現れる. しかし, この有限の温度 T において

得られる画像 {x̂i,j} に意味を持たせようと言う主
張もなされている. 具体的には式 (4) で与えられ
る事後確率分布からある画素に着目してそれ以外

のすべての画素おいて可能なすべての階調値に対

する和をとる, すなわち周辺化を行うことにより
定義される事後周辺確率分布を用いて各画素ごと

にその事後周辺確率分布を最大化することにより

最大事後周辺確率推定の形に画像修復を問題設定

することができる. この際, 温度 T は劣化の度合

いを表すパラメータとして意味が与えられる. こ
れにより式 (5) および式 (6) で与えられた平均場
方程式で有限の温度に対して得られた解はアニー

リング操作の過程で現れる単なる幽霊ではなくも

ともとの問題設定においてそれ自身が意味を持つ



画像となり, 最大事後周辺確率推定を行うために
各画素ごとに事後周辺確率分布を計算する必要が

あり, そのために平均場理論を導入するというシ
ナリオとして第 2 節の文脈を理解し直すことがで
きる. この場合に平均場理論の前提 2 は「ギブス
分布の形で与えられた事後確率分布を各画素ごと

の事後周辺確率分布の積の形で表される関数形に

制限して考える.」という文章に置き換えて考えら
れる. この置き換えは第 2 節のシナリオの解釈を
見直しただけでありアルゴリズムとしては何も変

わっていないことに注意されたい. この最大事後
周辺確率推定の立場で有限温度で得られる画像が

単に最大事後確率 (MAP) 推定で得られた画像に
比べて良好であるという主張はかなり昔から知ら

れていたようであるが,16) 実際に良好さを統計量
として定義し, 不等式の形で厳密に証明するとい
ういくつかの試みがなされ,17, 18) またレプリカ法

と呼ばれる統計力学における近似解析手法を用い

た研究も行われている.17, 19)

6. まとめ.

本稿では知識情報処理システムを実現する理論

の一つである確率コンピューティングについての

導入部分の簡単な解説を与え, 最近の研究につい
て,マルコフ確率場モデルと平均場理論に絞っての
概説を行った. ここで紹介した研究は知能情報学,
統計科学, 統計力学の境界領域をかなり意識しな
がら行われた研究を中心にしたものなので確率コ

ンピューティングによる画像処理の実用段階にお

ける細かい詳細をも取り入れた研究についてはほ

とんど触れることができなかった. 領域分割, エッ
ジ検出, 動画像処理, 画像圧縮等の実用を意識した
確率コンピューティングの研究も多く行われてい

ることは言うまでもない.20)

ここで紹介した著者の研究の一部は日本大学工

学部情報工学科の守田徹教授, 東北大学情報科学
研究科の堀口剛教授との共同研究であり, 平成 11
年度文部省科学研究費補助金 (No.10780159)の援
助を受けている. また, 本稿をまとめるまでに著者
の様々の相談, 議論にお忙しい時間をさいてお付
き合いいただいた東京工業大学理工学研究科の西

森秀俊教授, 井上純一氏, 東京工業大学総合理工学
研究科の樺島祥介講師, 科学技術振興事業団の岡
田真人氏, 室蘭工業大学情報工学科の前田純治教
授, 鈴木幸司助教授, 佐賀聡人助教授に深く感謝し
たい.
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