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1 Cascade-correlation

Cascade-correlation(以下 “CC”) モデル (Fahlman & Lebiere, 1990)は，誤差逆伝播法の問題点のう

ち，2つを解決することができる．すなわち，学習速度の問題と，誤差逆伝播法で解決できない難

しい問題の解決である．

1.1 Curvature and the step-size problem

CCモデルでは，“曲率 (curvature)”を用いることによって，学習速度の問題を解決する．曲率と

は，誤差関数 Eを wで 2回微分したものである．すなわち，誤差関数の，傾きの変化率と考える

ことが可能である．直観的に考えると，曲率が大きいほど，wの変化は小さい方が良いように思わ

れる1．よって，∆wは，以下のように表現するのが良いだろう．

−slope
curvature

(20)

ただし，二次の偏微分は，計算が非常に難しい (Hertz et al., 1991)．そこで，Fahlman(1988)は，

曲率を求めるために，下のような簡便法を提案した．

curvature=
s2 − s1

w2 − w1
(21)

添え字は時点を，sは傾きを表している．

このような曲率を導入することによって，学習速度は誤差逆伝播法より早くなる．以上述べてき

たことに，運動量パラメータmと，学習率パラメータ r を導入すると，以下のように表現される．

∆w = r f (w2) i f w2 − w1 = 0

∆w =
f (w2)

f (w1 − w2)
(w2 − w1) (22)

i f w2 − w1 , 0 and
∣∣∣∣ f (w2)
f (w1 − w2)

(w2 − w1)
∣∣∣∣< m

∆w = m(w2 − w1) otherwise

∗rep:村山航（東京大学大学院教育学研究科）
1Figure2.7を見たらわかるように，曲率が大きいほど，最小化解に近い可能性が高い．
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ここで f は誤差の導関数を示している（つまり， f (w)は誤差関数を wで微分したものである）
2．r と wのデフォルト値はそれぞれ 0.35と 2.0である．この式は，まだ簡便であり，r × f (w2)が，

この (22)式の 2行目と 3行目にも付け加わる．より詳細な議論は，Mareschal(1992)を参照して欲

しい．

1.2 Unit recruitment and the moving-target problem

先述したように，誤差逆伝播法には，moving-target problemというものが存在する．すなわち，

隠れ層が，1回の学習ごとにその学習に固有の方向を一斉に向いてしまうため，なかなか複数の問

題に最適化した状態に落ち着かない問題である．CCモデルでは，隠れ層のユニットは 1回の学習

で 1個しか変化しない3．また，隠れ層ユニットに対する入力の重みづけは，一回の学習で固定さ

れ，それ以降は変化しない．

一見このようなことは，学習ペースを遅れさせるように感じる．しかし実際は，moving-target

problemというものが，それ以上に問題であることが多いため，それに対処している CCモデルに

は，メリットが大きい．

1.3 Training phases and network growth

CCモデルにおける学習は出力フェーズ (output phase)と入力フェーズ (input phase)の 2段階か

らなっている．ネットワークが問題解決を改善できなくなったときに，現在のフェーズからもう一

方のフェーズへのシフトが起こる．以下では，その学習の様相を，Figure2.8から Figure2.12まで

を参考にしながら解説したい．これらの Figureでは，単純化のため，両端のユニットからしかリ

ンクを表示していない．また，破線のリンクはリンクの重みが学習可能な状態，実線のリンクはリ

ンクの重みが固定（frozen)の状態を示している．

Figure2.8は，学習の初期状態である．見てわかるように，最初は隠れ層が存在しない．ここで

問題の入力と，教師信号によって，重みづけの学習が進む（出力フェーズ）．しかし，線形分離不

可能な問題に撞着したとき，誤差の減少が止まり，入力フェーズが始まる．

入力フェーズでは，複数の隠れ層ユニット候補の中から，1つだけユニットをリクルートする

(Figure2.9)．では，どのような隠れ層ユニットが選ばれるのだろうか．それは，ネットワークの誤

差をうまくトラッキングする（辿る）隠れ層である．具体的には，まず，入力層と出力層とのリン

クの重みづけが固定化される．そして，隠れ層ユニットの候補となるユニットがそれぞれ，出力層

の誤差と自分自身の活性化との相関が高くなるように，入力の重みづけの学習を行う4．そして最

終的に，出力層の誤差との相関が最も高くなったユニットが，新たな隠れ層ユニットとしてリク

ルートされるのである5．このリクルートを，心理学的なタームで言い換えると，難しい問題に突

き当たったときに，新たな認知的リソースを使用することだと言える．また，神経学的な言葉で言

い換えると，新たなシナプスを形成することだと考えられるだろう．

2(20)式と (21)式を用いると，この真ん中の式は導出することが可能である．代入してみて欲しい．
3正確に言うと，一回の学習で一個の隠れ層ユニットが増加する．詳しくは後述
4出力層での誤差とは，これまでのネットワークでは説明しきれなかった部分である．これが大きい時に活性化している

ユニット（このユニットはまだ出力層のユニットとリンクされていない点に注意）というのは，その誤差を補完してくれる
可能性が高い．だから，誤差と隠れ層候補ユニットの活性化との相関が大きいほど，隠れ層ユニットとして相応しいと考え
ることができるのだろう．

5これら隠れ層候補ユニットは，どのような点が違うのだろうか．全く同じなら複数用意する必要はないはずである．こ
の点に関しては本文では何も言及されていないが，本書の Webサイトを見ると，重みづけの初期値が，この隠れ層候補ユ
ニット間で違うようである．
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新しい隠れ層ユニットがリクルートされたら，残りのユニット候補はすべて消去 (discard)され

る．この過程はシナプスの増殖と刈り込みの過程と類似していると言えるだろう．このリクルート

が終わったら，2回目の出力フェーズが始まる ( Figure2.10 )．ここで着目すべきなのは，新たにリ

クルートされた隠れ層ユニットの入力の重みづけが固定されていることである．この状態で，隠れ

層ユニットは出力ユニットと結びつき，この隠れ層ユニットと出力ユニットの間の重みづけを最適

化するために，改めて学習が始まる．

2回目の出力フェーズが始まり，再び学習がうまくいかなくなったとき，新たに入力フェーズへ

の切り替わりが起こる．この状態を示したのが Figure2.11である．ここでやはり出力層への重み

はすべて固定され，出力層における誤差と，隠れ層候補ユニットの活性化との誤差が最大になるよ

うに，隠れ層候補ユニットへのリンクの重みづけの学習が始まる．このとき，最初の隠れ層ユニッ

トに対する入力の重みづけも固定されたままである．また，最初の隠れ層ユニットと，今回の隠れ

層候補ユニットの間にも，学習されるべきリンクが張られている．このことによって，新しい隠れ

層候補ユニットは，もとからの入力ユニットの情報だけでなく，最初の隠れ層ユニットが持ってい

る情報も得ることができる．

2回目の出力フェーズが終了すると，先ほどと同じように，残りの隠れ層候補ユニットはすべて

消去される．次の入力フェーズで学習されるネットワークは Figure2.12である．隠れ層に対する入

力リンクの重みづけはやはり全て固定される．隠れ層同士の固定化されたリンクのことを “cascaded

connection（縦の接続）” と呼ぶ．

学習は，出力されたパターンと教師信号とのズレが，すべてある得点閾 (score-threshold)に収まっ

たときに終了する．出力ユニットの活性化関数がシグモイド関数のとき，この得点閾は通常 0.4に

設定される．教師信号（ターゲット）の値は，0.5もしくは −0.5であるので，実際に出力された

値が，ターゲットが 0.5のときには 0.1以上，ターゲットが −0.5のときには −0.1以下であればよ

い ( Figure2.13 )．ただし，活性化関数が線形関数のときには，この限りではない．後で，この得

点閾の違いによって，学習がどのように変わってくるのかを見ることになる．

ここまで来ると，このモデルがなぜ “Cascade-Correlation”と呼ばれるか分かるだろう．隠れ層が

滝 (cascade)の縦に連なり，誤差と活性化との相関 (correlation)で隠れ層ユニットのリクルートが

進むからである．また，このモデルの特徴として，それぞれの隠れ層が，違った層に属するという

点が挙げられる．このことは，同じ層にある隠れ層の間に，リンクが張られたと言い換えることが

可能である．このモデルは，従来の “最適の重みづけ空間を探索する” ということに加え，“最適の

トポロジー空間を探索する” という，それまではネットワーク構築者がトップダウン的に定めてい

た部分も学習する．しかも，どのようなフィードフォワード型のネットワークも構築可能である．

一見，1つの層に複数の隠れ層ユニットがあるネットワークは構築できないのではないかと考える

人もいるかもしれない．しかし，学習の中で，隠れ層ユニット間の結合強度が 0になれば，1つの

層に複数の隠れ層ユニットが存在するネットワークの構築もありえることになる．

ところで，CCモデルでは通常の誤差逆伝播法による重みづけの最適化は行われない．以下，入

力フェーズと出力フェーズで何が行われているのかを，もう少し形式的に紹介する．

1.4 Output-phase training

出力フェーズでは，以下の関数を最小化させるように重みづけの値を学習する．

E =
∑

o

∑

p

(Aop − Top)
2 (23)
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Aopは，p個目の入力パターンに対する，出力層でのユニット oの実際の活性化である．Topは，

p個目の入力パターンに対する出力層でのユニット oの，教師信号 (ターゲットパターン)である6．

これは (4)式と本質的に等価であり，(20)式，(22)式を用いて，誤差を最小化する．

1.5 Input-phase training

入力フェーズでは，出力層ユニットの誤差と，隠れ層候補ユニットの活性化との相関を以下のよ

うに算出する（ある 1つの隠れ層候補ユニットに関する式である）．

C =

∑

o

∣∣∣∣
∑

p

(hp − 〈h〉)(eop − 〈eo〉)
∣∣∣∣

∑

o

∑

p

(eop − 〈eo〉)2
(24)

hpは，隠れ層候補ユニットの，パターン pのトレーニング時における活性値である．〈h〉は，す
べてのパターンに対する隠れ層候補ユニットの活性化の平均値である．eopは，パターン p，出力

層 oにおける，誤差の値，〈h〉は，出力層 oにおける，全てのパターンに対する誤差の平均値であ

る．入力フェーズでは，この相関関数Cの値を最大化するよう，重みづけを調整する．このとき，

(20)式と (22)式のアルゴリズムが適用される．

1.6 Comparative evidence on learning speed

先述したように，CCモデルでは，学習速度が誤差逆伝播法より速い．その理由を今一度まとめ

てみると，

• 重みづけの調整に曲率を使用している．

• moving-target問題に対処するため，1回の学習につき，1つの隠れ層ユニットしか学習しない．

• 縦に隠れ層が連なっており，誤差が複数の層を超えて逆伝播されることがない．

という 3つのものを考えることができる．では，具体的にどの程度早いのだろうか．以下ではそ

の点に関して考えていきたい (Fahlman & Lebiere, 1990)．

一般に，非線形の程度が高いと，その問題を学習するのに時間がかかると言われている．学習が

難しい問題として有名なのは，Minsky & Papert(1969)7が提出した，“eight-unit parity problem”とい

うものである．この問題では，入力は 0か 1の値の行列である．そして，学習すべきルールとは，1

の数が偶数個あれば 0を，1の数が奇数個であれば 1を出力することである．例えば，11010101と

入力されれば 1を，1101010と入力されれば 0を出力しなければならない．有名な XOR問題8は，

two-unit parity problemである．この問題を，誤差逆伝播法で学習した場合と，CCモデルで学習し

た場合の，学習速度 (epoch)9の比較を Table2.1に示す．CCモデルの学習の早さが一目瞭然だろう．

非線形問題の極地として，有名なのが ‘4wo-spiral problem”である (Figure2.14)．この問題では，

2つの連続量を持つ入力ユニット (x, y）と，1つのカテゴリカルな出力ユニットから構成される．x
6本文には記されていないが，添え字にパターン pが含まれているということは，これが batchトレーニングだというこ

とを示していると思われる．
7初期のパーセプトロンの限界を指摘した文献．この批判によって，ニューラルネットの考え方は，一時衰退した．
82つのユニットのどちらかが 1なら 1，両方とも 0 or 1ならば 0を出力する問題．線形分離不可能問題の代表例.
9全部の学習事例を 1回ずつ学習することを epochという（多分）．
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と yの値から，それが Figure2.14に記されている 2つのカテゴリ（スパイラル）のどちらに属す

るかを判別する問題である．この問題は，学習が非常に難しいため，通常の誤差逆伝播法では，学

習できなかった．隠れ層同士にリンクを繋げる cross cutを使用したモデルであれば，学習できた

が，CCモデルを用いた学習の方がずっと早かった (Table2.1)．

CCモデルはなぜこのような学習力を持っているのだろうか．このことに示唆を与えるのが，

Elman(1993)の見出した，“最初は小さく (starting small)”という結果である．Elman(1993)は，再

帰型のネットワークを用いて，英文法の学習をシミュレートしようとした．その結果，最初に短い

センテンスを学習し，徐々に複雑なセンテンスを学習した場合に限って，文法の学習がうまくいく

ことが明らかになった．CCモデルでは，このような “最初は小さく” という方略を，採用してい

るといえる．すなわち，CCモデルでは，隠れ層ユニットを徐々に増やす．最初，現在あるユニッ

トリソースでできるだけ単純な法則を学習し，それで学習し切れなかった複雑な法則を，新たにリ

クルートした隠れ層ユニットで学習するのである．このような方略を，モデルとして採用してい

ることが，CCモデルの学習能力の高さの一因になっているのではないだろうか．また，CCモデ

ルでは，学習能力だけでなく，学習時に未呈示の事例に対する般化力も大きいことが知られている

(Hamamoto, Kamruzzaman & Kumagai, 1992)．

1.7 Advantages of cascade-correlation

ここでは CCモデルの利点を，新たなものも含めて列挙したい．

ネットワークの自動構築 誤差逆伝播法では，ネットワーク構築者が定める必要があったものを自

動的に設定してくれる．

学習速度の速さ 早いだけでなく，誤差逆伝播法で学習不能の問題も学習可能．

般化力の強さ 適切な数だけ隠れ層をリクルートするので，オーバーフィッティングが起こらない．

だから般化力に優れる．

隠れ層が増えても学習速度が遅くならない 隠れ層の数が N である CCモデルのネットワークで，

学習の速度 (epoch)は NlogNであることが示されている (Fahlman & Lebiere, 1990)．

Catastrophic interferenceの問題を避けられる Tetewsky, Shultz & Buckingham(1993)を参照．

発達研究と相性がよい Piagetは，発達において質的な変化が生じると論じた．このことは，CCモ

デルにおいて，新たな隠れ層ユニットをリクルートすることと対応させることができる．

以下では，誤差逆伝播法と CCモデル以外のモデルについて紹介したい．

2 Simple Recurrent Networks

単純再帰型ネットワーク (Simple recurrent networks; SRNs)は，言語のように，長さが決まって

いない情報を処理するためのネットワークである．言語の 1つ 1つを入力ユニットに割り当てれ

ば，従来の階層型ネットワークでも言語の学習は可能かと思われる．しかし，実際のところ，入力

される言語の長さは一定ではない．SRNsでは，一度に入力できる量を一定にする．その代わりに，

入力をサイクルとして複数回行うことによって，与えられた言語のシークエンスをすべて学習す

る．さらに，SRNsでは，文脈ユニット (context units)というものを実装している点が特徴的であ
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る．このユニットは，隠れ層のユニットから，その入力をコピーする．そして，次のサイクルで文

脈ユニットは，入力ユニットとして活性化を隠れ層ユニットに伝えるのである．これによって，隠

れ層ユニットは，少し前の時点における，言語の処理を受け取ることになり，それを手がかりに学

習を効率的に行うことができる．新たな言語に入力の処理に，それまでの言語の処理（すなわち文

脈）が影響を与えているという意味で，このユニットは文脈ユニットと呼ばれる．この文脈ユニッ

トは通常，隠れ層からコピーを行うが (Elman, 1990)，出力層のユニットからコピーを行うモデル

もある (Jordan, 1986)．

この文脈ユニットに関するリンクの重みづけは固定されており，学習は残りのリンクの重みづけ

を，誤差逆伝播法で行う．SRNsの考え方を CCモデルに適用したものもある (Fahlman, 1991)．こ

れは，隠れ層ユニットから自分自身に対して，リンクを張るネットワークである．このリンクの重

みづけは，入力フェーズで学習され，その後固定される．このモデルは，まだ心理学関係ではシ

ミュレーションされていない．ただ，モールス信号を学習可能だということが明らかになっている．

以上述べてきたネットワークの違いを Figure2.15に載せる．

3 Encoder Networks

Encoder Networksは，入力それ自身がターゲットとなる階層型ネットワークである．すなわち，入

力を出力で再現することが目的となるネットワークであり，教師なしの学習を特徴とする (Rumelhart

et al., 1986)．このとき，少数のユニットからなる隠れ層が，入力信号のコンパクトな，一般化され

た表象を表現することになる．入力信号は，隠れ層において符号化され，表象に変化する．そして

その表象が今度は翻訳され，出力層で入力信号を再現するのである．入力層における活性化量と出

力層における活性化量との差が誤差になり，この誤差を最小化するために，誤差逆伝播法で重みづ

けの調整がなされる．Encoder Networksは刺激に対する再認記憶，特に幼児に対する馴化実験をシ

ミュレートするために使われている (Mareschal & French, 2000; Mareschal, French & Quinn, 2000;

Shultz, 1999; Shultz & Bale, 2000, 2001)．また，このネットワークは，教師なし学習であることを

強調して，auto-encoder networksと呼ばれることがある．

Encoder Networkを CCモデルに適用したモデルも開発されている (Shultz, 1999)．このとき，入

力層と出力層の間に，直接リンクが張られると，その間の重みづけが 1でさえあれば学習が成立し

てしまう．それでは意味がないので，この間のリンクは張らないことにする．

4 Auto-associator Networks

相互結合型ネットワーク (auto-associator networks)は，ネットワークに階層性を持たせず，すべ

てのユニットが他のユニットとお互いにリンクを持つモデルである．他のモデルはすべてこの相

互結合型ネットワークに制約を加えたものだと考えることが可能である (McClelland & Rumelhart,

1988)．Encoder Networksと同様，このモデルでは，パターンやプロトタイプの学習を主に行う (J.

A. Anderson, Silverstein, Ritz & Jones, 1977; Kohonen, 1977; McClelland & Rumelhart, 1985)．入力

パターンに一部ノイズなどを混ぜたりしても，以前の学習パターンを再現できたり，未学習のプロ

トタイプ刺激に，既学習の周辺事例よりも強く反応できることが知られている．

このネットワークでは，まず外界からの入力信号が入力される．次のサイクルでは，外界からの

入力に加え，隣接しているユニットからの入力が各ユニットに伝わる．このサイクルが収束すると，

次に (12)式のデルタルールもしくは (13)式のヘッブ則に基づき，重みづけの値の更新が行われる．
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デルタルールを用いるとき，教師信号は入力信号と同じである．

相互結合型ネットワークの大きな限界は，線形分離不可能な問題を解決できないことである．こ

のような限界が生じる理由は，このネットワークが隠れ層を持たないからである10．このネットワー

クに隠れ層を持たせ，再帰型のユニットと，隠れ層同士のリンクをなくすと，先述の auto-encoder

networksになる．

この相互結合型ネットワークは，馴化実験における幼児の再認記憶 (Sirois, Buckingham & Shultz,

2000)，概念学習 (Schyns, 1991)などをシミュレートするのに使用される．このことは，また後の

章で扱われる．

5 Feature-Mapping Networks

人間の脳の機構には，“トポグラフィカルマッピング” という特徴がある (Anderson, 1995)．外界

からの入力を受け持つニューロン（主として感覚器官）が，物理的に近い（隣接する）場所にある

場合，高度な情報処理を行うニューロン（主として皮質）もそれと対応して，物理的に近い場所

にあるということをトポグラフィカルマッピングと呼ぶ．例えば，視覚野では，特定の傾きのス

リット光に反応する視細胞は，集団をなしているが，その視細胞の興奮に伴って活動する視覚野の

ニューロンは，対応する網膜上の視細胞と同じ順番で並んでいる11．このようなトポグラフィカル

マッピングは，視覚だけでなく，聴覚野や体性感覚野にもあることが知られている．

このようなトポグラフィカルマッピングが，生得的に形成されていたとは考えにくい．そのた

め，外界からの刺激を受けるうちに，このトポグラフィカルマッピングが後天的に形成される過程

を，教師なし学習のニューラルネットワークモデルでシミュレートする研究が多く行われた．その

ときに用いられたのが，この特徴マッピングネットワークである (Amari, 1980; Willshaw & von der

Marlsburg, 1976)．

このモデルでは，ヘッブの法則にしたがって，重みづけの調整がされる．すなわち，両方同時に

活性化しているユニットが存在したとき，そのユニット間のリンクの重みづけが高まるという法則

である12．そして，出力ユニットの近接するユニット間には興奮性の，少し離れたユニットには抑

制性のリンクを張ることによって，近接するユニットは似たように反応し，遠隔のユニットは違っ

た反応をする構造が学習できる．

このことをもう少し定式化して考える．I1と I2を 2つの入力ベクトルとする．L1と L2は，その

入力に対して，もっとも活性化したユニットの位置を示した多次元ベクトルである．トポグラフィ

カルマッピングでは，I1と I2が近いほど，L1と L2が近接している必要がある．ただし，L1と L2は

全く同じになってはいけない．このようなマッピングを学習するためには，出力ユニットで最も活性

化しているユニットと，それに隣接するユニットの重みづけを調整することである (Kohonen,1982)．

最初に，入力ユニットから出力ユニットにランダムな重みづけが想定されているとする．そのと

き，どのユニットが最も活性化するかは，ランダムに決まる．そのランダムに決まったユニット

と，それに隣接するユニットの重みづけを調整して，同じ刺激が来たときには，再びそのユニット

がもっと強く活性化するようにする (Figure2.16)．重みづけの調整に関する具体的な式は，下の通

りである．

10相互結合型ネットワークでは，隣接するユニットを隠れ層と考えられるような気がするが，，，．“入力信号の影響を受け
ない” という意味の隠れ層なのだろうか．

11視覚野の有名なコラム構造は，このトポグラフィカルマッピングを，さらに細かく分けたもの
12分かりやすく書くと，この重みづけの変化は以下の式になる．∆wi j = αxiy j
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∆wi j = rN j(ai − wi j ) (25)

r は学習率，ai はこのリンクと繋がっている入力ユニット iの活性化値である．また，N j は出力

ユニット j がどの程度，最も活性化しているユニットから離れているかを示しており，

N j = e−|L j−L∗ |2/ 2b2
(26)

で表現される．L∗は最も活性化しているユニットを表現したベクトルであり，その差の事情は，

対象となっている出力ユニットと，最も活性化しているユニットとの距離を示している．また，b

は学習の進行とともに減少する，breadthパラメータである．すなわち，重みづけというものは，学

習率が高いほど，最も活性化している出力ユニットとの距離が近いほど，そして入力の値と，重み

づけの値が離れているほど，大きく変化する13．この関数 Nが存在する場合には，もはや近接す

る出力ユニット間のリンクが興奮性で，離れると抑制性になるという仮定は必要なくなる (Amari,

1980; Willshaw & von der Malsburg, 1976)．

この特徴マッピングネットワークは，学習が早く，頑健であることが示されている．すなわち，

誤差逆伝播法よりも早く収束し，特定の初期値や重みづけ調整にそれほど大きな影響を受けない．

しかし，重みづけパラメータの初期値の違いによって，最終的なマッピングの細かな違いは生じる．

特徴マッピングネットワークは，教師なし学習による自己組織化ニューラルネットワークの 1つ

の例である．このように，入力の値を，何らかの形で自己組織化させることは，より複雑な解を持

つ学習にとって非常に重要である．

6 Selecting a Network Model

今までいくつかのニューラルネットワークモデルについて言及してきた．では，どのような場合

に，どのようなモデルを使用したらいいのだろうか．そのような問いに答えるため，筆者はこれら

のモデルの特徴について，コーディングし，C4.5(J. R. Quinlan, 1993)というシンボリックなルール

学習アルゴリズムにかけた（このとき，18の使用例を観測変数として用いた）．その結果，得ら

れた決定木 (decision tree)が Table2.2.である14．初心者は，1つの目安として使用して欲しい．な

お，C4.5に関しては，シンボリックな学習システムとして有力であるため，また以後の章で登場

することになる．

7 Neural-Network Software

幸いなことに，ニューラルネット用のソフトウェアパッケージはいくつか公開されている．従っ

て，ニューラルネットを使うからといって，1からプログラミングする必要はない．ただし，すべ

てのモデル（アルゴリズム）をカバーするようなソフトウェアも存在しない．ソフトウェアに関し

ては，この本のWeb Siteにリンクを張っている15．

13もう少し具体的に考えると，この学習というものは，“最も活性化している出力ユニットに近い出力ユニットほど，入
力ベクトルと重みづけベクトルの間の差を，できるだけ小さくしようとする学習” だと捉えることが可能である

14決定木や先述の自己組織化マップに関する日本語の入門的な解説としては，実は豊田秀樹 (2001)“金鉱を掘り当てる統
計学” が詳しい．この本は，ニューラルネットを含む，マシン学習全般を，かなり平易に述べてくれる

15http://www.psych.mcgill.ca/perpg/fac/shultz/cdp/default.htmこのサイトには，ソフトウェアの紹介のほかに，CCモデル
に関するスライドなどが載っており，参考になる．なお，ソフトウェアに関する紹介としては，森・都築・楠見 (2001) “コ
ネクショニストモデルと心理学” （北大路書房）の巻末ページにも詳しい．
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