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ABSTRACT 

The present thesis describes the optical pattern 

recognition using the neural networks, include the 

associative memory and multilayer neural networks for 

optical pattern recognition. 

 Firstly, an optical associative memory with 

terminal attractor (TA) is proposed for pattern recognition. 

With numerical simulations, the optimal control 

parameter in the TA model associative memory is 

determined. The optimal control parameter is also used in 

an optical experiment. The capacity of TA model 

associative memory is also investigated based on the 

consistency between the stored pattern and the obtained 

equilibrium state in statistical thermodynamics. The 

results of numerical simulations indicate that the memory 

rate of the TA associative memory is greater than 0.35. 

We also compare TA model with the conventional Hopfield model, and show that the TA model can 

eliminate spurious states in the Hopfield model and increase recalling ability and memory capacity. 

 Next, a fast learning method for neural network learning system using fuzzy controlling is 

proposed. By the fuzzy controlling theory, the learning rate and nonlinear gain of output function in back 

propagation algorithm are adjusted based on the training error and training time. The effectiveness of this 

learning system is demonstrated in optical pattern learning.  

On the other hand a method for improving of generalization capability for optical pattern 

recognition by use of a Gaussian-synapse neuron model is discussed. By the dispersive effect of the 

Gaussian function the input images are blurred and then fed into a multilayer neural network for learning 

and recognition. The effectiveness of this method is demonstrated in two-dimension shift- and 

scale-invariant optical pattern recognition. 

 Finally, the method of spatial mapping in biology vision field is applied to artificial neural 

networks for pattern recognition. By the Coordinate transform that is called the complex-logarithm 

mapping and Fourier transform, the input images are transformed into scale- rotation- and shift-invariant 

patterns, and then fed into a multilayer neural network for learning and recognition. The results of computer 

simulation and an optical experimental system are described. 
 
  



ニューラルネットワークを使ったパターン認識に関する研究 

（RWC プロジェクト関連研究） 

 

  本研究はＲＷＣプロジェクト関連研究である。計算機シミュレーションにより、ニューラルネ

ットワークを使ったパターン認識についての研究を行うことを目的としている。論文は、全５章

から成る。 

 第１章は序論であり、本研究の背景と目的について述べている。人間の判断力、思考能力な

どの知的能力を越えるコンピュータを作ることは、人間の永遠の課題であるが、ニューラルネッ

トの研究は、人間の神経回路網を模擬してコンピュータが最も不得意とするパターン認識などの

直感的な判断を高度化する研究ということができる。一方、光技術は、並列処理や高密度配線性

などの点で電子技術に対して優位性を持っている。特に、画像処理とパターン認識の分野への光

ニューラルネットワークの応用では、画像の並列入力、並列処理、並列出力などを直接的に扱え

るため、生物の脳における視覚情報と類似性の点から、国内外とも高い関心を集めている。 

  第２章では、ターミナル・アトラクタ(TA)を使った連想メモリを提案し、これをパターン認識、

画像処理に応用する。Hopfieldモデルを用いた連想記憶の一つの問題点は、記憶パターンを増や

すと、ニューロンの非線形性のために、系のエネルギー空間に偽パターンに対応するローカルミ

ニマが現れ、正しい記憶パターンとの間の重なりが生じ、このために連想機能が低下することで

ある。このローカルミニマを避ける方法について、いろいろと研究されている。このローカルミ

ニマにトラップされることなく、記憶情報に対応したグローバルミニマムに収束する一つ方法と

して、TAモデルをネットワークに付加する考え方が提案されている。TAモデルでは、数学的には

力学系の正しい平衡点に唯一収束するようなネットワークを構成する。そのため、このモデルに

より与えられる連想記憶ネットワークにおいては、偽記憶が存在せず、連想能力、記憶容量を向

上させることができる。  

第３章では、ファジィ制御を多層ニューラルネットワークに応用し、多層ニューラルネットワ

ークの学習係数とシグモイド関数の傾きを柔軟に制御することにより、画像認識におけるニュー

ラルネットの学習を高速化する方法を提案する。 

  第４章では、パターン認識多層ニューラルネットワークの汎化能力向上に関する研究です。4.2

節では、多層ニューラルネットワークの一部のニューロンに二次元ガウシアン分布関数で記述さ

れたシナプス結合荷重を持たせることにより、画像認識におけるニューラルネットワークの汎化

能力を向上する方法について提案する。また、この方法により、幾何学的な変換の二次元パター

ンを認識できることを示す。4.３節では、生体の視覚系でパターン認識するときに行われている

空間複素－対数マッピングを人工ニューラルネットワークに応用し、フーリエ変換あるいはガウ

シアンシナプスニューロンモデルとの組合せにより、入力画像を回転、大きさ、位置ずれに対し

て不変なパターンに変換し、これをニューラルネットへの入力として、学習・認識を行う。この

方法により、幾何学的に変形した二次元パターンが認識できることを示す。 

  第５章は本研究で得られた成果の評価と結論である。 


