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学習識別問題における2，3の考察及び

視覚パターンの特徴抽出の一定式化

　　萩　原　芳　御÷

　　三浦良一・一勢

　　小山昭ゴ÷
（昭和43年U月26日受理）

Some　Considerations　on　the　Problem　of　Learnig　Discrimination

　　　　　　　and　a　Formulation　for　the　Character　Extraction

　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Visual　Pattern　Reeognition

　　　　Yoshiki　HAGIWARA

　　　　Ryoichi　MIURA

　　　　Syoichi　KoyAMA

（Receivecl　November　26，　1968）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　　1）　ln　learning　cliscrimination，　the　probiem　estimftt　tion　of　probability　dlstribution　and

the　’　decision　in　the　stratiform　structures　of　acceptecl　information　are　problematic．　ln　thls

paper　some　methods　were　considerecl　ic　ncl　examined　for　application　to　cope　with　such

problems．

　　　　’1“hese　niet｝：tods　were　consiclered　for　tliLe　purpose　of　application　to　such　situations　where

the　process　of　transforming　from　one　stratum　to　the　next　is　not　merely　a　process　of

subdividing　or　unifying　given　sets，　which　were　made　in　the　previotis　division　in　the

former　stratum，　but　a　more　general　process　was　proposed．

　　　　2）　A　new　method　of　character　extraction　of　visual　patterns　was　presented．　As　mi－

cr・・c・pi・t・an・f・・m・tl・・，　the　m・pPing　if・n・1・g…t・the　t・a・・f・・m・ti・n　by　T・邸m・

were　app｝iecl．　Next　a　inacroscopic　transformation　was　attained　by　rneanf　of　va，　riation　of

parameters　of　gp　according　to　the　characters　of　a　given　pac　ttern．

　　　　3，）　The　clistance，　which　is　introduced　in　the　character　space　corresponcling．　to　the

method　described　in　．9．），　should　be　set　tip　with　the　intent　that　the　separating．　surface　in

the　character　space　shall　be　as　simple　as　possible．

　　　　From　this　requirement，　a　special　ditance　i＄　proposed．
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　　　　　　　　　　　　　　　　1．　概　　　説

　　i）学習識別機構において，学習程度の確認を速め且つ構成素子数を減少させる方式であ

る，情報の層状機構について考察する。

　　ところで，本論で主張するように，学習識別方式の本筋は確率分布の樵定及びそれに従っ

ての（識別）決定の形式であると考える。本論での層状構造ぱ，この確率推定の為めのものであ

る。ところで本論の層状構造は，まず（抽象的には），確率的に動作するものとして設定される

が，これとほとんど等価な決定的動作の層状機構も提繊する。なお本論での層状機構は，一般

的な下記の構造を持つものである。すなわち，翻る層Siから次の層への変換が，単にS、層

に存在したSiの分割（類別）の細分割や合併の操作ではないものである。結局，この決定的動

作の層状機構は，従来その機能の意義が明確でなかった層状学習機構の意義を明らかにするこ

とを試みるものである。

　　ii）次に，視覚系パターン認識における観測変換（特微抽出）の方式として，次のものを考

える。まず，ミクロな単位的変換として飯島博士の観測変換と類似な写像qを用い，qの変換

パラメータを，与えられたパターンに従って変化させ，マクロな観測を行なうものである。

　　iii）ii＞で述べた特徴空間（N砂ず）に，次のことを考慮しながら距離を導入する。すなわち，

1＞酵における識別境界面が出来るだけ単純になるように（不充分ながら既に持っている知識に

よって）つとめることである。

　　iv）i）での考察は，特徴パターンを要素とする空間が有界測度を持つ場合に成り立つ。そ

こで，iii）できめた距離をもつ1＞礎にi）の学習識別の一般論を適用するには，その距離によ

る等距離サンプリングを行ない，サンプルされた有限個の（N¢1の）要素に，同一の測度を与

える方法をとる。

　　形式的な表現では次のこととなる。すなわち，完全有界な1＞礎を，（轟轟な正定数εによ

り〉

　　　　　　　　　　　　ノ〉のトU偽＆．　SUp・SUp　d（x，」，）＜ε
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wES’，　v　EST　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’i　YL一一i

　　　　　　　　　　　　S，∩Sj＝φ（但し，ゴ雫ブのとき）

なる集合族｛S‘｝に分割し，｛St｝より完全加法集合族を生成し，又各S‘に同一測度を与える

ことである。

　　本論で取り扱われる問題（特に，iの問題〉は，情報科学の根本的閃題であり非常に重要な

ものであるが，本論での考察は完全なものではない。本論は，著者達のこれまでの考察を一応

整理したものであり，今後の研究の助けとしようとするものである。しかし，こσ）分野での他

の研究者の方々にも，いささか益する所があると考える。
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　2．1．諸定義と記号の約束

　　R及び！＞；実数空間及び自然数空間

　　定義1；任意の物理機構をKと書くとき，Kの取り得る状態をすべて要索として成る空

間をS‘（K）と書く。又，Se（K）の数学的表現をMae（S‘（K））と書く。

　　定義2；任意の空間Si及びS2について，　SiからS2の中への写像の全体をF［S1→S2〕

と書く。

　　定義3；明らかに貯められている或る測度（M）を持つ空間S上の，2門灯積分函数ノ’に

対し

　　　　　　　　　　　　　llf12＝（」．f（x）2’dM）i’2　（xEs）

と書くことにする。

　　∫（7¢）；1から7¢までの自然数集合。

　　T（n）；1（2z）上の置換の全体Q

　　D，；認識機構によってモデルされる（人問等の）対象への入力状態を知るための，認識機

．構の初段の観測機構。

　　C，；上記の対象の出力状態に対する観測機構。

　　1）1：及びCL　D襟　＝＝　S‘（Z）1），　cr‘　＝　S，．（Cl）

　　E＊及びF＊；E＊＝ル恥（1）f），F＊＝　Mat（Cわ

　　（E＊，B＊，　m）；E＊に適当な測度7πを入れた空間。β＊は可測集合族。

　　（F＊，8ぎ，Mo）；F＊に適i当な測度mσを導入した空間。

　　［E＊×F＊，B＊×環，（m，　me）］；盧積空間E＊×F＊1こ，1πと〃¢σの直積測度を入れたもの。

　　R・P；（E＊×F＊，B＊×βあ上の確率測度の或る集合で，吻，　me）に関して絶対連続であり，

人闘が既存の知識によりD；×α上の真の確率測度がそれに属するとみなすもの。

　　定義4；任意の測度空間（S，B＊，　M）に対して，　S上の正1直可積分函数の或る族Gが

G∋∫なら　∫、姻齪≦1

なる条件を満たすとき，Gは（S，　B＊，　M）に関して性質1を持つ，と言うことにする。

　2．2．層状の確率推定決定機構の璽要性

　　さて，D｝‘の元を与えられてC許の元を決定するための学習の方式は，通常の分類により

次の（イ），（口）に分かれる。

　　（イ）Df×Cl＝上の確率分布推定方式○

　　（ロ）直接的な，判定函数決定方式。
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　　ところで，（イ）の立場をとると，R．Pの元に対する制限がゆるいときにDf×C整全体で

の確率を同時に推定する方式でぱ「推定確率が真確率の濾足すべき近似である確率が充分大き

い．1と判定するに必要な標本数が非常に多くなる。又，学習機構の物理構造物が複雑になる。

一方，（ロ）の：方式によるときは，最適な判定函数への収束の速さ，及び機構の構造の複雑さは，

選んだ函数族できまる。しかし，RPに対する制限がゆるく，DI＊×C｝‘上の真の分布が複雑な

ものであり得る場合ぱ，その函数族自体を複雑な判定函数を要素としてもつように大きくとら

ねばならない。さらに，たとえ最適な函数が選ばれても，それによる決定：方式においての具体

lil勺な平均損失量を知ることは困難である。さらに損失量がわかるとしても，その損失量が大き

いときに如何に改善すべきかを明確な根拠を持って指示出来ない。すなわち閉じた系となって

しまう。

　　そこで本論は（イ）の：立場をとり，そこでの困難さを改善する方式としての層状の（或いは

逐次的な）確率推定及び決定方式について考察する。値し以下での取り扱い方は，制御或いは

情報処理の工学的研究でなされているものより本質的に拡張されたものである。

　　著者等はこの方式を文献！，2の内容を発展させて得た。しかし，著者等の寡聞のため不

明な所であるが，この様な内容の論述は統計学や確率論の専門学会では或いはすでになされて

いることかもしれない。その場合は本論は紹介文の意義を持つと考える。

　　ところで，下記の論述には1ヵ所あいまいな点がある。もっとも，その点の是非は他の部

分の記述には無関係である。そのあいまいな点とは，推定確率の信頼度を（古典的かもしれぬ

が）得られた標本数により表わそうとするときの，その標本数の考え方に関するものである。

しかし，その…兜合理的に見えるあいまいな点を積極的に呑定する材料も見あたらないので，

その場所を明記して述べることにした。

　　又，一般的には，下記の方式は直接には確率的に変動する機構を用いるものである。とこ

ろで嗣知のごとく統計的決定理論の基礎的定理により，ベイズの決定法による任意のランダム

決定方式に対してそれに従うときよりも平均損失の大きくない純粋決定方式がある。又，ラン

ダム方式に必要な，望む確率でのランダム機構を作ることもいくらか困難であろう。直感的に

もランダム方式には，いささか不自然さを感ずる。さらに，本論は，LA．　Zaclerfi）の1？　uzzy

Sets5）の理論に客観的な確率的解釈を与える試みでもある。そこでランダム方式にひきつづい

て，これとほとんど等価であるノンランダム方式について述べる。もちろん，ここでの問題は

確率推定（決定）自体であり，ノソランダム方式と言っても確率分布が知られているときの最適

なノソランダム決定方式ではない。

　2．3．層状推定決定機構

　　まず，層状機構の単位的な一段階の確率推定及び決定について（i＞で考察する。次に，（ii＞

で他の層へ移行して決定することの意義について簡単に述べる。又，（iii）で，前述したあいま

いな点を持つ，信頼度判定について述べる。
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　　（i）　まず前に定義した空闘E＊を2．1で「適当な」と設定した所の任意性をもつ卸量を

有するだけの空間として，一般的な矩式化をし，次にE＊に妥当な距離が導入されているとき

にこれをより具体化して述べる。

　　規定1；（E＊，B＊，　m）に関して性質1を持つ適当な函数族を選んでH＊とおく。

　　規定2；F［E＊一〉、U＊］∋ηなる適当な写像ηをえらぶ。　E＊…∋eに対するηの像をη（・ie）

と書く。又，η（・le）のet∈…E＊における値をη（e’ie）と書く。

　　規定3；（F＊，甜，1πσ）に関して性質1を持つ適当な函数族を選んで碍とおく。

　　規定4；F［F＊→κ淘∋ξなる適妾な写像ξをえらぶ。又，ηに対してと同様の表現を

する。

　　（注〉通常の問題ではξをF’kからIPtへの決定的な慨等写像と考える。

　　規定5；E＊∋8，F＊∋αに対しg＊（Ele，　cr）＝＝η（・le）・ξ（・｝α）とおく。

　　定義5；任意の測度空間（S，B＊，　M＞上の確率密度をすべて要素とする空閲をP頭S，　B＊，

M）と憲：く。

　　（注）左鰍酵＝（勝xF蔚，．酬×砺，（m，”7a））と略記する。

　　規定6；1），b（E＊．　F＊）からE＊．　F＊上の正懐可積分函数族への写像Aを，次式のものと

する

　　　　　　　　　　　　　PEi　Prb（E＊．　F’＊），　（e’，　ct　’）E　E＊　×　1　＊

に対して

｛A（I」）｝（e’，　cr’）　：　S．．．．　i，．．u＊（e’，　cr’ic’，　cr）．P（g’，　cr）dllz’dllza

規定7；F［P。b（E￥’・．　17＊）→P。ウ（E＊。　F＊）］∋ん。，を次式のものとする。

1’rb（E＊，1？　＊）∋P，（e’，α’）∈E＊×1＊に対して

　　｛Aner（P）｝（e’，　a’）一一（1／K（P））・｛A（p）｝（e’，　cr’） （1）

但し

K（P）＝　J’．．．．｛A（p）｝（e，　cv）dm・dmc

規定8；上記のAに対して

…凶…・一〔∫＿・繍・・∫＿轟・・z伽｛・＊（・’・・’圃｝・〕1／2

とおく。

　　さて，次の観測機構D2及びC2を考える。

　　1）2，C2は各々1）1，　C，の状態の観測機構であり，　Se（D2）＝1）彗‘，　St．（C2）＝C録‘とおくとき，

M。t（Dず）＝El＊，　M。t，（Cわ＝F＊である。　さらにD，より1）2への観測変換は次のものである。

すなわち，1）！の状態の表現がeであるとき，et（e’　Effi　Mtht，　（L）蓼））をその表現とするD￥の状態
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は確率密度η（e’ie）に従って生起する。又，　eに対して，確率

（1　一　S，，．ep　（e’　1　e）　dm　（e’））

において理のどの要素も生起しない。次いで，C，よりC2への観測変換も，ξにより同様

に与えられるものとする。

　　δtを酵×Clk一ヒの確率推定の一定の方式とする。今，　Dr×C整上の真の確率密度を．　P。，

δ1による推定確率密度をPiとする。このとき，　Dず×⑬上の真の確率密度は明らかに

A。or（P。）である。又，　P才×C堅上の存在可能な確率密度の全体をR．P，とすると明らかに

R・P2　＝｛A，、。r（P）；PEi！R．P1｝である。ここで，1蛸xC；y上の推定密度としてA。。，（P，，）をとる方

武をδ2とする。学習の任意の時点で，「それまでに得られた酵×C｝‘の要素の個数では，δ正に

よる∠矛xC許上の確率推定は定められた精度を満たさず，δ2による∠聯×C銃上の推定はそれ

を満たす」と判定出．来る場合は，当然D，“×Cl㌧ヒの推定確率に従って識別を行なうことが考え

られる。ところで，Dl×ci上の分布に従う識別は直接には，1考及びC銃圭の観測値に対し

てなされるものであるから，与えられた1浮の元eoに対してη（・［e。）を俘用させてD￥の元

を生起させ，この元に対して識別等の決定を行なうこととなる。この決定方式を，「酵の元に

対する1蛸xC銃でのランダム識別」と言うことにする。

　　そこで前記のδ正及びδ2による推定確率の収束の速さに関する相対的評価式を言引す。

　　すなわちD“×C諮上の真の密度をPo，δ1による推定密度をP、として，カ、の良さを

Hp，一p、1i，で評価するとき，（すべてσ）（e，α）EilE＊×F＊に対してg＊（・ie，α）∈1）頭E＊）である

場合には）

　　　　」！ρo一ρ1「12≧ii／4ii2・iレ4（≠）o）一ノ4（ρ1）ll　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

が成り立つ。（注　この場合は／1。⑪，＝Aである）

　　次に，前に書いた理由により，ノンランダムな操作について考察する。上記のランダム識

別において，α（α∈F＊）なりと決定される1がの要素の全体をS彦とする。窮×C銃上の推定

密度A。。r（Pi）からf乍られる条件確率密度を｛Anり，　Pi｝（αlet）と書くと適当に規める定数te

（1／2＜to〈1）　をこよ　り

　　　　Sdi＊　一一　｛e’　；e’EDi　｛A．．，Pt＞（a］e’）＞to｝　（3）

である。さらに，∠畔の要素eoが観測されたとき1）；狭C銃でのランダム識別によりαと決定

される確率P＊（cvleo）は

　　　　P＊　（a　1　eo）　＝　」．．　v　（e’　1　eo）d7n　（ef）

である。そこで次のノンランダム決定方式が考えられる。すなわち

　　「一一定のしきい値ti（tl＞1／2）を設け，　eo∈1）｝＝が観測されたとき

　　　　“B？’　XF．・　P＊（3　［eo）　一一　P“（Oi，　（eo）　［　eo）

（4）

（5）
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と記すどとにして，／）＊（Oi，（eo）ie，，＞＞tlならノンランダムにOp（eo）と決定し，他の易合は棄却

する」方式である。

　　ところで，このノソランダム方式の具体的な評価は，なかなか難かしい。この評価をここ

で考えているような単位的な一段階の識牙lj過程のみで行なうことは意義がうすいと思う。

　　後で述べる確率的動作の層状推定決定機構（P．S．M）により，0頓！畔がα（αeF＊）と決定

される確率を，あらためてP＊（ale）と紀す。ところで，直接的な魚菜でのf）．S．Mは，多段階

の確率的変換を実行し．その結果の決定確率が上記のP＊となるものである（そび）ようなP．S．M

に対して具体的な意味づけをするのである）。そこでまず，P＊自体は決定的に計算し，　P＊に

従っての最終決定のみをランダムに実行する（ランダム方式に等価な）方式も考えられる。これ

を簡易ランダム方式と1乎ぼう。

　　次の（ii）の内容とも関連するが，これまで（i）に記してきたことの意義について（いささか

大げさかもしれないが）述べる。

　　一定のボレル代数（完全加法集合族）が与えられている或る空間（一しの考察では1方×C許）に

対して，そのボレル代数に関する確率測度を推定しようとするとき（一般には，すべてσ）ボレ

ル集合に対してそれをなすことは不可能であるが），その方法は（必要に応じて逐次に，より細

分されていくにしても，最初はまず），その空間（Sと記す）を適当な個数（π）の固定したボレ

ル集合Si　（i　EI　1（n＞，　St∩Sゴ＝φゴ斗のに分割し，各S，における確率を推定するものである。

　　ところで大部分4）閥題において，Sには或る程度妥当な億相が考えられるものである。そ

して上記のX上のボレル代数は，この位相に従って規められるべきものである。しかし，ボ

レル代数がそのようにして規められていても，．「推定さるべき確率がこのボレル代数に関する

認る測度に関して絶対連続な成分を持つ（推定さるべき確率が，考えている位相に関して連続

な密度函数を持つ）」様な場合には，上記の、ような1蹴定した分割を．置くことは不自然であると考

える。もちろんこの固定した分割を必要に応じてより細分していけぽよいが，それは（満足す

べき推定精度を得るた反）に必要な標本個数において）一・般に能率が悪くなると考える。本論で

の方式は，上に述べたこと及び，さらに次のことをもめざして試みたものである。

　　すなわち，まず，神経回路綱，或は人間社会の様に，「単位索子の集舎（S）が，上記の

｛S，．｝（応∫（n））の様な分割及び各S，に対する細分割層の構造を持ち，各単位素子間の連結が互

いに包含関係にある類と類（すなわち，或る類SiとそのSs¢）細分割の一つの類）に属する素

子相互の間にだけ存在し，且つ連結の強さが一様である」と言う様な構造でない部分を含むシ

ステムの解析のために。

　　しかもその解析は，意味をもった情報処理及び制御のそれであり，（或は誤解かもしれぬが）

現段階においての確率オートマトン理論の多くの研究のごとく純粋な動作解析ではないものを
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めざして。さらにこのことと関連して，構造が微小であり素子間の連結がランダム連結になる

材’料を用いて大規模の情報処理，綱御を行なおうとする場合の構成法を考えていくために。

　　次に，上記のような，（Dl　0）状態の観測機構）D2が復数個（ヲ移式的には無限個としてもよ

いが）有る場合を考える。

　　　「注〉これまで（i）で考’察した事態は，当然，以下の場含の特例としてそれに含まれるから，その特例

の説明をしたことは冗長とみられるかもしれないが，この特例は，Mae（∠功＝ル砺（DIE）としたことで，それと

してまとまった意味を持つと考えた為めと，以下の説明を容易にするかもしれないと考えて述べた。」

　　さて，これらの復数個の機構を1）2，ε（庭／（n）），又S，．（D2，t）；1）凱とおく。ズ翫臨（1）銃’）＝・　EL“i

とおく。

　　但し，E齢＝E＊とはかぎらぬことにする。

　　又，E駆上の適当に定めたボレル代数をβ郵とする。又，　Bi：エに関する，規められた測

度を17ZL，，εとする。

　　定義；集合系Eあ，E鎧，．．．，E齢1の鷹和集合をE鵡川……十E轟1或いは紺嵩E葺の

様に書く。この1均1和をEずと略記する。

　　又，理：］，……β齢、によるEず上のボレル代数を酵コαU匙】B齢と書く。

　　又，1712，1，……，7η2，，，による厨上の測度を碗＝腐U匙、1n2，iと書くことにする。

　　規定2’；F［E＊→P涙E芽，耀＝，碗）］∋恥なる適当な恥を選ぶ。（定義5参照）

　　又，物に対し，規定2のηに対すると同様の記法を用いる。

　　定義；κ⊆∫（11．）に対し，恥の値域を，己U嬉∫E齢に制限したものをR，（κ）伽）と記す。特

にガ∈／（1・1．）に対し・配噛（2P2）＝17z，iと記す。

　　「注〉荊の特例では，！確率変換η（・…・う，（t’∈勝〉は性質1を持つ適当な写像』と言うだけの制限を課

したが，ここでの茅2←2Eのはもっと制限して確．率密度函数である。ここでのη2、i（・le＞等が，特例のTに対

応する。1

　　規定；D’，kの元C」が生起したとき，確率密度ヵ2（e’1e）をもってbS‘の元〆が生起する

ものとする。

　　仮定；学習過程の任意の時点で，それまでに得られた群の元により各0齢×C芽＝上の

推定分布の信頼度を計る方法があるとする。

　　注）前の特例で述べた（2）式も，信頼度を計る一般的な…つのめやすだが，大標本での見方であり不充

分なものである。後に（iii）で，これに対する一一・一一つのこころみを述べる1

　　そこで，明らかながら，「酵層でのランダム識別方式」は次のものである○

　　『O　D齢xC苧上の真の確率分布或いは推定確率分布等ぱ．前の特例でのηを）7、・，i，　Dil：

を1）弟とおきかえて得られる。
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　　0　1）齢×C銃上の推定確率密度函数（これをP2，iとする）が，上に仮定した適当な方法に

より信頼出来るとされるiの全体をノ⊂∬（n）とおく。

　　O　i∈；ノ及びα∈F＊に対して，（3）式でη，Dlを172，　i，　D郵とおきかえて得られる集合

をS凱ωとする。

　　○　そこで，e　Gi　Mae（Dわ瓢研なるeが生起したときのランダム方式での決定は次のもの

である。矛（・ie）に従って腐の元を生起させる。この結果，　e’（θ’　…D齢が生起した（観測され

た）とする。このとき，rブ∈ゐ且つ，或るα（α∈F＊）に対しe「∈Ei1　siidijならαと決定する。

他の場合は棄却する。』

　　なお，上のランダム方式に対応するノソランダム方式も前の特例のときと同様にして得ら

れる。

　　なお，α磁F＊に対し

　　　　D2・；’ir＝aU　DSti，　（9：ftdi　”dU　S2“；i，a　（6）
　　　　　　　i鯨∬　　　　　　　　　　　iG・r

と定義する。

　　（ii）　これまでは層状推定決定過程の．爵首位的な一段階の処理操作について述べてきた。次

に，他の層への移行の過程について述べるQ粗く喪うなら，普通多く言われる逐次推定（逐次

解析）は，（i）の後半に述べた様な（空間Sに対する）分割｛Si｝の，細分割の操作である。も

ちろん，回る類Siを分割するのはSiでの確率測度（正確には，（i）の記号により巧⊂酵，

隅⊂C諮，S，＝　V，×Wεと記すときの，条件確率P（β1　V，），（β∈1　rVi）を推定するのに充分な標本数

は得られているがしかしViの元が観測されたとき満足すべき決定が下せない場合である。

　　一方，層状構造と称せられる構造の機能は，粗く．需うなら，上記の意味の解析的な逐次推

定，決定機能にの機能による動1乍を下降推定汐ξ定過程と呼ぼう）と共に，統合的な機能（上昇

推定決定過程）を持ち得る。もちろん，この上昇過程も広く籍’えば逐次過程である○この上昇

推定は次の場合に実行される。すなわち，上記の条件確率P（β［殉を推定するた反）の充分な標

本数が得られていないとき，及び，P（β1　V，）により満足すべき決定が下せない場合である。

　　以』ド，上昇過程について具体的に．考察する○

　　まずb￥の状態に対する，復数個の観測機構D3，1，1）3，2，……，∠）3，，btを考える。

　　　　　　　　　　　　　SL（1）3，A）』1）灘，　耐＝αu縞z）ま＾，

と：書く。さらに，ボレル代数β灘，測度71z3，A，等も前と同様にきめる。

　　万許から耐への確率的な観測変換を恥（矛3∈≡F〔Dず　一一〉　1）rb（z）挙，わ華，卿3）］）とするっ

　　今，酵の元eが生起したとき，これに対しDYでのランダム識別を行ない（酵の元♂

が生起したとする），その決定が満足すべきものでないとき（etが棄却域に属するとき），さらに

変換矛3（・le’）によりZ塔g）元を生起させる。この結果，4霊Z）蘇（k∈ノ（72’））が生起したとす
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る。ここでf’，Sま襯，8灘，　Dみを，各々，　D銃層でのノ，　S鉱ω，否3μ，　Dみと同様にして（す

なわち，前の定義での易を矛，・病とおきかえて）得られるものとする。

　　そこで，或るα∈F＊に対してett∈S3，diならαと決定し，他の場合は棄却する。

　次に，この2段階識別方式の，D銃層での！段識別と比較しての，誤判定確率の変化をし

らべる。

　　まず，脅×C詐上の真の確率密度をP2（β，　e＞（β∈F＊，　e∈五めと記す。

　　又，k∈i／tに対し0轟x礎上の頁の密度をP3，A，と記す。そこで或る固定したα∈F＊に

対してett∈S3，i：，ωなら

　　　　P3，k（cr，　e”）一to　YA’　P3，ic（3，　e”）＞O　〈7）
　　　　　　　　　　BEF＊

となる。さらに（7）は具体的に

　　　　∫。ず・・…　（・”・1・e’）・」・・（姻吻・）一儀∫轡（e”1・’）P・（M醜）〉・（8）

と同値である。ここで

　　　　　　　　　　　　　醗ωUわま。＝T，，　1）銃一一：T1＝T2

と略記すると，（8）式の左辺の積分領域をT2とおきかえたものの値は（T2の定i義より〉負であ

る。故に，（8）式の左辺の積分領域をT、に制限したものの値は正である。

　　以上のことは，2段階識別決定法での誤判定確率が，（！　一一’　t。）より大きくはならないことを

示すものである。

　　（iii）　すでにしばしばふれたごとく，「推定確率の信頼度の測定」のためのこころみにつ

いて述べる。まず，M。t（Dまの＝E齢及びη2，ε（e’1e）を次のように制限する。すなわち，『E齢は

一点より成る空間である。』或いは同じことだが『任意に固定したe（e∈E＊＝M・、t（酵））に対

し，η（e’le）はすべてのe「（4眠Eま∂について同じ値である』。この制限は，非常に特殊な強い制

限にもみえるが，E轟の個数（＝n）が多いとき一般的なηを表わし得る。

　　そこで，Df×C整での観測値が，（el，　cri），……，（el，　crt）であるとき，1）毒×C銃での観測さ

れた標：本の個数を

　　　　　　　　　　　　　　　Σ袈1∫鴫、・（凋晦（et）

とみなそうとするものである。そしてこの個数が一定値以上あれば，Z）齢×C銃での確率分布

を「信頼し得るもの」とみなそうとするものである。

s
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　　　　　　　　　　　　　3．視覚パターンの特徴抽出

　3．　1．

　　まず，（まだ充分なものではないが）3章で述べる特徴非齢＝防式の特質について述べる。

　　これまでに明らかになっている人間の視覚神経回路のパタン処理形式になるべく一致し，

しかもその形式がなるべく統一的であることを考慮した。ところで，この神経回路の知られた

パタン処理方式は，上部の各層において（従来の人工特徴抽出方式でしばしば用いられてきた）

幾何学的な諸特徴の抽出をするものである様にみられ，一一方その各層間には光学的変換につづ

く積分変換（もちろんそれらは，フィードバック及び各種のしきい操作を含み得るものだが）が

ある。さらに又，初段の受容器の運動による変換がある。これら諸変換による特徴抽出は，（限

定された意味での）正規化の要請を満たさねぽならない。飯島博士は統一的な相互準同型変換

を提案されたが，その定式化には一点，不充分な所がある様にみえる。これに対し，この章で

の方式は原理的には初段の受容部の3次元的な運動（実際には一定範囲内では運動させないが）

とみなせる変換を基礎とするもので，理論的にはまことに単純なものである。しかしそれは，

受容部の実際の運動による，より広い開かれた観測と自然な形でつながることになる。なお，

いささか主観的ながら，心理学的な見方でこの章の方式について考える。

　　本章の方式は，文献（1）の具体化，連続化でもある。：文献（1＞はほとんど著者の思考の産

物であったが，結果的には最近しばしば書及されるチ・ムスキーの生成：文法論の簡単な紹介文

であったと思う。ところで，それは，言語層の構成を（あまりに一般的な記述であり，したが

って具体的な方式を示し得るものではなかったが）述べたものである。ところで本章での直接

の問題は視覚パターンであり，言語ではない。しかし人間が換る対象に対する自己の認識方

式を意識的に表現しようとする場合に表われる言語表現の構造（S、〉ぱ，意識下の連続的な認識

構造を適当な立場でしきい値設定してO，1化して得られるものであると考える。そして，本

章での認識方式は，認識対象に対するその連続な構造を適当にO，1化するとき，その結果の

構造が上記のS・と類似していると考える。

　　定義1；外界パタンを要素とする空間をの。とする。の。はR2上の連続函数族である。

　　定義2；初段の観測機構をD，とする。D，に表示され得る観測像の全体をのtとする。

　　定義3；tC　＝（xi，　x2）∈i　R2に対しG，㈹＝（γ2／2π）・ex’P［一γ2tC・N‘／2〕とおく。

　　規定1；の。から砥への観測変換％は次のものとみなす。（或は，その様に作る）

　　F［R2　一．　R］∋Koを固定された正値急減少函数，又島を適当な正定数とし，　fEi　di。，　af∈RL’

について

｛・6（プ）｝（tC）一門㈹∫。，α。（b・iY）・f（Y）dY

上式におけるKoの存在は，　D，が通常距離に関して有界であることより必然であるが，
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今後2段鼠以後の変換を考えるときはD，が充分大きいと考えてKe（x）≡！と理想化して考察

する。

　　定義4；ρ∈Rに対し，TR，ρをR2での角ρの回転変換とし，又R＝｛TR，p；ρ∈R｝と

記す。

○　フ（…ム12に対し丁此ヲ・Lt’＝露＋フと書き，又P＝＝｛7’君ヲ；フ∈ノ～2｝と書く。

0　1．t　G1〔0，0Q］に対して7「5，ダ髭＝μ鴬と書き，又S＝｛7「5，μ；μ∈…［0，　QO］｝と書く。！1＝∫）×S

xR＝｛窺；め∈A＊｝とおく。

　　定義5；～bl，～δ2，～∂轟澄で7b1＝丁轄丁碗のとき，ゐ2㊥tb3　＝　di　1と書く。又，この演算㊥

についての単位元をe，の∈泌の逆元を一めと書く。

　　規定2fAP⊂R2，／js⊂［0，！］，　AR　＝＝［0，2π］なる3個の有界区閥を蜆める。次に適当な正実

急減少函数Lを秘める。恥し，T∈…Rに対してL（め＝L（Tpu＞とする。　又適当なフ2∈N，及び

i（i≦畔ついて碇獅湘し・＜・1＜…〈比す・）縦め・認丁纏丁・，一伽臓

なるアファイン変換とし函数ムをL，（め＝五（7’pめときめる。

　　A＝ノ1？xAb・xriR，θ＝／1×」（n）と書く。

　　定義6；θ∋θ瓢（∂，の＠：（’i’，μの∈A）なるθ，ωについ℃Pr。の（θ）→P。。（。）（θ〉一μ等

と書く。

　　規定3；の1の元に対する2段目の単位的観測変換吻（θ＝＠，i＞∈θ）を次式のものとす

る。まずめ6瓦P・，・。（b’）＠）＝μとするとき，ぬ、＠）を次式で与える。

　　　　　　　　　　　　　　｛1／h，（（一））｝2＝＝｛！－1iL｝／｛ptfe．｝2

　　そこで，g∈φb館∈1～2に対し

｛qth　（s）’）｝　（A，）　＝：　J’，s　．o’（z）　・　Giticth）　（x一　z）d7．

　　又，θ＝＠，～）∈…6）に対して

　　　　　　　　　　　　　｛C．goti（．o’）｝（sc）　：：＝　Li　（Ti’　pt’）・　｛　opdi　（．o’）｝　（xt）

ときめる。

　　定義7；空間Sについて，Sのすべての部分集合を要素とする空闘をL）（S）と書く。

　　定義8；／i＝ルX為×ノlll上の瀾度ITVIAを通常のものとする。

　　定義；ノ益F〔ム～2一＞R］，T∈Aに対’し，　g（sc）＝∫（7’・めf。，・　AIJx〔E　RL）なる函数gを，混乱

せぬかぎりg＝T・ノと記す。

　　規定4；Q6F［A×1（n）→R］に対し，実数tt（Q），　b（Q＞を次式できめる。

　　　　　　　　　　　　｛E（Q）｝（c“o，　il）＝a（Q）・Q（lo’，　i）十b（Q）

とおくとき
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　　titlli‘iJ．｛E（Q）｝（tu，　i）dM．　＝o

　　慧∫。〔｛E（Q）｝（呵・M・一・

注〉（2＞式の〔｛E（Q）｝（ω，i）〕2の代りに1｛E（Q）｝（ω，　i）i等を用いてもよいと考える。」

規定5；F〔A×1（n）→、配〕からその中への写像ム｝を次式できめる。

0∈F［ri　×∫（n）sR］に対’しし誓（0）＝：a（0）・0十b（0）

規定6；Q，N。rを，ψ⑪から／　［！1×1（n）→R］への次の2つの写像とする。

f∈…iψo，θ∈iA×／（12）にヌ寸し

｛Q（ノ）｝（∂）づ。，｛c・¢δΨ1（ノ）｝剛髭

　　　　　　　　　　　　　　鵡，＝跳・Q

規定7；彦＝（0，1，0）∈Aとして

　　　　　　　　　　　N（Pi，（e＝　｛C・g（e一，　i．）’q6（f）　；　fEii　Oo，　i　Eil　／（11）｝

ときめる。

　　規定8；

　　定義9；

（1）

（2ノ

lii

F［i＞ca1，、L→N（Pt，a］∋ゐlvなるLly（強度正／鈍化写像）をだvと同様にしてきめるQ

（PiflDf．9について

（f，9）・づ〆ω・9（め4・

と旧く。

　　規定9；　ノ〉（P1　＝｛LXr（g淋8e…2＞01，、t｝ときめる○

　　規定10；F［吻→2（θ）］∋1＞＊なるノ〉＊を以下の革，のとする。まず適当な正定数t。を選び，

∫∈の。に対して

　　　　　　　　N・（f＞一｛1塞lll；紅雨繍膿＝（1震：話）勃

　　規定1．1；■」×1（n）からF［ψo→・砺］への写像C．！＞を次のものとする。

　　ノ1×／（n）∋θ，砺∋∫に対して

　　　　　　　　　　　　　　｛C！＞＠，i）｝（ノ）＝ゐ鼓・7’言】・C．ψ6・ψ1（ノ〉

とき8）る。

　　規定12；Nψ1の適当にきめる部分空闘で，下記の性質を持つものをUN（P［と書く。す

なわちfG…UNdi，なら，2∈∠IR（λ≒0）と！とによってきまる下記の9はU！＞ψ正に属さない。

　　　　　　　　　　　　　　　9（めイ（TR，λ・めゐ，・／1！z犯1～2

次に，マクロな正規化をされる以前の特徴空1’1，｝1礎及びひ礎をさだめる。
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　　規定13・・ず一1蜘θ・｛CN（θ）｝（∫））・〆∈・・｝

　　定義lo；F［」〉の1×／i×」（n＞一｝　Uf＞砺］∋StbなるSLbを次式できめる。

　　（f，の、i）∈i　V（P1×■1×1（n）に対して

　　　　　　　　虞CN（～・，の｝（∫）一S試云の，　i）　li　2＝σ塁脱・ゆ、［K　CI＞（め，の｝（f＞一一gii

　　規定！4・ひ帆呈，∫、（］Pro・・，・・（・）・・s，・（f’・〉）・∫∈（P，1｝

　　〔3～ii〕　　」紅三夫見イヒ』』：

　　砺の元を礎0）元へ，上下の諸規定で写す写像をq＊と記す。

　　まずf，9G　（Po，且つ或るの。∈Aに対してg’　＝Tth’。’fとなっている／とgについて，

op＊（f＞とq＊（g）の関係をみる。

ψ（e’〉＝C．opg・q6とおくと，　i∈1（n＞及び軌，～δ2∈ノ1に対し次式が成り立つ。

　　ψ〔面、，り＝（コ「㍉、。T島1i－1。ψ（E］、，i）・（7「面、・T器；）

次に，Q（f＞とQ（g）の関係をみると上式より

　　｛Q（f）｝（ω，の＝｛Q（9）｝（・b。＋cδ，の

（2）式より近似的に次式が成り立つ。

　　｛N。r（f）｝（tb，　i）＝｛　Nor（9）｝＠⑪十‘b，の

（3）式を正しいものとすれば次式が成立つO

　　Nts”（g）me｛（tb，e　ii’，　i）；　（tb，　i）EN’s”（f）｝

又（1）式より

　　　　　｛Cf＞（～∂，　i）｝fm　｛C2＞（～∂o④あ，の｝9

　　定義！！；F［ノi→F［ajず　一〉の諮］］∋7「Aを次式で与える。

　　tb，Ei　A，　f∈φo及びq＊げ）＝U　（θ，｛Cl＞（θ）｝げ））に対し

　　　　　　　　　　　　　　　Oe・　：一tv＊｛f）

　　　　　　　　　｛TA（（tti＞｝（qik’（f＞）＝＝　U　（（Ub，e（’o’，　i），　｛CN（io’，　i）｝（f））

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ω，り∈ハ’＊（f＞

　　定義12；A⊂θに対しC，n（A）6θを次式であたえる。

　　　　　　　　　　　　　　　Pro（s）　（Ce，，　（A）　）　：　b’INk　Pre（s）　（e）

　　定義13；鍔∋∫げ漏ψ＊げ），f∈のu）なる∫に対して，

（∫〉ときめる。

　　規定15；　2＞の銃漏ルノ11。，（f）；∫Ellの穿｝とする。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

Mi｝，．・　（f）　：＝　｛　7”A（一　C．　（Ai：g（f）））｝

　　　　　’

　　一il二に得られたi＞鱒が，学習識別機構への入力を要素とする空閲となる。又，　M。。、一・op＊が

観測変換である。又，その変換の過程で！＞＊（f）の代りにN＊げ）の種々の部分集合を用いるこ

とは，．種々の雑音除去の操作となる。
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C3”一・iii）

まえがきの意図をもって，礎に距離を導入する。

定i義；θ〔≡θ，Pro（A）（θ〉』～δに対しAN（e）＝7㌃1・％ときめる○

定義；の銃＊＝｛u，饗，（θら｛A1＞（θ，）｝（f，））；m∈ノ〉，　ei，∈θ，　f‘∈の。｝

次に鍔＊に，下記の同値関係を導平しtそれによる類空間に加法をさだめる。

まずη∈1＞，e，∈4　ft　EE　（Po（fl！1、し　　i∈≡三1『（1z））に対して

　　Se（e’，，　…　，　O．；f，，　…　，　f，，）＝Uitt．，（（），，　AN（ei）f，）EEi（P｝k＊　（6）
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とおく。ここで（1，　2，　…，　n）上の適当な置換ξをえらぶと，1　Eii　1＞及び0＝m。＜Ml＜…＜1窺＝，z

（倶しIE：；　n）なるmj（ブ＝0～1）がきまり，ブ∈ゴ（1）に対してMゴー一i≦S　i〈η勾ならθξ（i）＝・θξ（tn．ゴ），又

0葦∫≦1，0≦…ブ≦1，∫雫ブに対してはθξ（，，、ρキθξ（，，、♪となる。こ0）ξによる

　　　　　　　　　　　　　　s2＝uノゑ、（θξ（”リ），Σ、　ム（‘〉）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’m．j一一1論’〈？｝lj

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を（6）式のS，の既約表現と名づけ，S，，　・＝　M＊（S，）と書くQさらに，ψ潜の2要素Se　1，　St2が同

一の既約表現をもつときS‘、ヨS‘2と記す。…は岡偵関係である。

　　定義；M＊（礎＊）i∋Se　1，　Sδ2で，　le＝10r　2について

　　　　s・．・hT－Ul蜘（θ，，、，　AN（θ・，・，）細　　　　　　　　　　　　（7）

とおくときSt　1＋S‘2＝M＊（St　i　U　St，　L））と定義する○又実数α｝こ対し

　　　　　　　　　　　　　・・St1－u為（θ・．，，偉〉（θ・，、）｝（・殉）

と定義する。

　　補題；上できめた和及び実数との積について，M＊（の＊）は線塑空闇となる。

　　定義；定義域がθ×θである適当な対称li三汎函数PoによりきまるF［（M＊（鱒＊）P→R］

の要素Sea（Po＞を，次9）ものとする。すなわち，（St　1，　St2）∈（M＊（ψ野）＞2に対して

　　（St．1，　St2を（7）式の型とするとき）

　　　　　　　　　　　7b2　ttl　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　｛　S，。（／）u）｝（St．1，　S、2）＝ΣΣP〔｝（θ，，1，（）ゴ，　L））・（Al＞（θ，，，）五！．　Aj＞（θゴ，，）f」，，）

　　　　　　　　　　j”…lt＝＝・1

　　定理；上できめたS、αは，M＝i（　＊）ltJ’の2）での内積となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　　　言

　　2章の，純粋のノソランダム方式は，もしその方式が承認され得るなら，その効力は大

きいものである。そこで今後の研究課題の一つとして，このあいまい点の景非をしらべること

にしたい。ところで，方式の適用を，人間相互の情幸浸伝達の問題である文字，図形，音声認識

問題や礫訳醐題にしぼるときは，次のようにも言えよう。すなわち，『そのような情報伝達及

び処理問題は，特徴抽出方式に関してはもちろんのことながら，さらに学轡方式においても墓
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礎的な形式において類似な構造を持つ人間相互のそれであり，そこで使用される学習方式ぱ，

他の対象の学習問題に対するときの客観姓をいささか欠くにしても，それが人間の概念溝鼠の

方式に従っているならば有効であろう。』と。又，今後の研究課題の一一Aつとして，2章で述べた

確率推定方式を一般的なマルコフ決定過程のための推定へと拡張したいとも考える。これを考

える場合にぱ，その推定された層状の確率構造が，それを用いての「多段回の決定（＝行動・

制御〉における準最適決定の計算，及びその決定に従うときの平均損失0）計算」を容易にする

ようにもっとめなければならない。もちろん層状であること自体により，計算がある程度容易

になることが予想されるが，さらに正確に，具体的な：損失量の計算方式を考えなけれぽならな

い。又，その計算は，その確率構造の記億形式とも関連し，現在の計算機方式では能率が悪く

なる可能性もあると思う。
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