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Abstract—Self Organizing Map is trained using unsupervised
learning to produce a two dimensional discretized representation
of input space of the training cases. Growing Hierarchical
SOM is an architecture which grows both in a hierarchical
representation for the structure of data distribution, and in a
horizontal representation for the size of each individual maps.
The control method of the growing degree of GHSOM was
proposed by pruning off the redundant branch of its hierarchy.
In this paper, the inteface tool for the proposed method called
interactive GHSOM is developed. We discuss the computational
results of Iris data by using the developed tool.

I. はじめに
近時，データベースから特徴を抽出するデータマイニン

グ手法が，実世界の問題に対しても適用されつつある．こ
れらの手法として，統計学だけでなく，進化計算やニューラ
ルネットワークなど，ソフトコンピューティングの技術も知
られている．この中で，自己組織化マップ (Self Organizing
Map: SOM)[1]があり，教師なし競合学習として多次元の情
報を 2次元平面へ写像することで，視覚的にもデータの特
徴をとらえやすいことで知られている．
ところが，SOMには大量のデータを扱う際の精度低下

や適切な 2 次元平面のサイズの決定などの問題点がある．
階層成長型自己組織化マップ (Growing- Hierarchical SOM：
GHSOM)[2]は，Rauberらによって提案されたものであり，
複数の SOMによる分類結果をもとに，その入力データの関
係を階層化して表現した手法として知られている．GHSOM
では，学習状況に応じて１層の SOMでユニットを自動生成
する機能と，さらに分類するために層を自動生成する機能
が備わっている．これらの生成には，それぞれ固有のパラ
メタを与える必要があり，この値によっては，階層化しづ
らい状況が生じる．逆に，階層化しやすくすると，最下層
の SOMに割り当てられる入力データ数が少なくなり，抽出
する程のものでもない特徴が得られ，分類結果をかえって
分かりづらくすることがある．
我 は々このような状況に対し，GHSOMで階層化した SOM

をもとに，その一つ上の層にユニットを再挿入することで，
階層化を抑制する手法を提案した [3], [5]．この結果，階層
化しすぎることにより，得られた構造の簡素化をすること
ができた．検証のため，UCIデータレポジトリの Irisの分

類データ [4]を用いた．本論文では提案した手法によって得
られたデータ構造を表示し，任意のユニットを選択するこ
とにより，再学習するインタフェースを開発した．これに
よって，階層構造とマップの関係をインタラクティブに決
定することが可能となった．

II. 自己組織化マップ

基本的な自己組織化マップ (Self Organizing Map: SOM)[1]
は，図 1のようなニューラルネットワークの二次元配列と
して視覚化できる．そしてそのノードは，さまざまな入力
信号パターンやパターンのクラスを順番に割り振られてい
る．学習プロセスは競合的で教師無しである．
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図 1. 自己組織化マップ概略図

各入力に対応して，勝者ノードと呼ばれるマップノード
が一つだけ活性化される．マップは処理ユニットの一様な
格子分布からなる．いくつかの多属性的な情報（特性ベク
トル）のモデルは，各ユニットと結び付けられている．こ
のマップは，モデル内の限定集合を使って，全ての有用な
情報を最も良い精度で表現しようとする．またモデルはグ
リッド上に配置されているため，類似したモデルは互いに
接近しており，類似していないモデルは互いに離れている．
通常，連続的な繰り返しプロセスはモデルベクトルに適

合するように実行される．nは入力信号の数を表す．入力ベ
クトル xは全てのモデルベクトル mi(t)と比較され，マッ
プ上の最適合ユニット (勝者ユニット)が同定される．各入
力サンプル x = {x1, x2, · · · , xn}に対して，まず勝者 (最適
合）インデックスが以下の条件で同定される．



‖ x − mc ‖≤ min
i

‖ x − mi ‖ (1)

その後，全てのモデルベクトル，あるいはノード c周辺
に配置されたノードに属するモデルベクトルの部分集合は，
時間 tにおいて以下のように更新される．

mi(t + 1) =


mi(t) + hci(x(t) − mi(t))

for∀ ∈ Nc(t)
mi(t)

otherwise

(2)

ここで，hci()は近傍関数であり，マップ格子上の i番目と
c番目のノード間の距離の単調減少関数となっている．Nc(t)
は，マップ配列内の勝者を中心とした近傍を指定する．こ
のプロセスは何度も繰り返される．
学習プロセスの最初の時点では，近傍半径は大きい．そ

して学習が収束状態になるにつれ，近傍半径は小さくなる．
すなわち，近傍半径がより小さくなれば，マップ内のモデ
ルベクトルの局所的修正もより明確になってくる．hci()も
学習の間減少する．本論文では，より滑らかな近傍カーネ
ルを実現するため，hci()をガウス関数で表す．

hci = α(t)exp

(
−‖ rc − ri ‖2

2σ2(t)

)
(3)

α(t)学習率係数を表し，パラメタ σ(t)はカーネルの幅を
定義する．すなわち，後者は Ncの半径に相当する．α(t)と
σ(t)の両方は時間の単調減少関数である．

図 2. GHSOMの階層構造

III. 階層抑制型 GHSOM

図 2は GHSOMの階層構造を示している．

A. GHSOMのアルゴリズム

Step1) GHSOMのすべてのパラメタを初期化する．
Step2)第 0層の平均量子化誤差を計算する．

mqe0 =
1
nI

∑
xi∈I

‖ m0 − xi ‖, nI = |I | (4)

ここでm0は入力データの平均，nI は入力データ
の数，I は入力データ集合，xiは入力ベクトルで
ある．

Step3)第 `層 (` = 1, 2, · · ·)ごとにラベル付けしたマップ
M`,v(v = 1, 2, · · ·)をマップサイズ (2×2(= u0))と
し，SOMにより入力データを分類する．ここで k
を勝者ユニットとし，分割された勝者の入力ベク
トル集合を I とする．

Step4 ) 第 `層での同じマップM`,vにおける各々の勝者
ユニットに対する平均量子化誤差（量子化誤差）を
計算する．
平均量子化誤差：

mqek =
1

nC

∑
xj∈Ck

‖ mk−xj ‖, nC = |Ck|,Ck 6= φ

(5)
量子化誤差：

qek =
∑

xj∈Ck

‖ mk−xj ‖, nC = |Ck|,Ck 6= φ (6)

ここでmkは勝者ユニット kの参照ベクトル，Ck

は勝者ユニット kに割り当てられた入力ベクトル
集合，xj は集合Ckの要素である．

Step5)第 `層の同じマップM`,vにおける勝者ユニットの
参照ベクトル中，入力ベクトルと最も大きな量子
化誤差を持つ参照ベクトルに接続されるユニット
を誤差ユニット eとして選ぶ．誤差ユニット eと
その近傍ユニットの参照ベクトルを比較し，差が
最も大きい近傍ユニット dを選ぶ．

Step6)第 `層の同じマップM`,vにおける勝者ユニット k
の部分集合 uの量子化誤差 qekの平均mqeM`,v

を
計算する．

mqeM`,v
=

1
nu

∑
k∈u

qek, nu =| u | (7)

Step7)式 (8)を満たす時，図 3に示すように，ユニットの
行または列を誤差ユニット eとその最も異なる近
傍ユニット dの間に挿入する．

mqeM`,v
≥ τ1qew (8)

ここで，wは ` − 1層のマップを構成しているユ
ニットを示す．

Step8)新たに挿入された参照ベクトルの初期値は誤差ユ
ニット eとその最も異なる近傍ユニット dの間に
それらのユニットの重みの平均として与える．

Step9)式 (8)を満たさなくなると，ユニットは挿入されな
くなる．ユニットが挿入されなくなると，上位層
まで戻り，他のユニットから生成されたマップに
ついて，ユニット挿入のアルゴリズムを適用する．

Step10)ユニットの挿入過程が終了した後，階層化を行う
かどうかの判定を行う．式 (9)を満たしている場合
に階層化を行う．

qek ≥ τ2qe0 (9)



図 3. ユニットの挿入

B. 階層抑制のための手法
GHSOMでは, τ1, τ2の値により，ユニットの挿入または

階層化が行われている．文献 [2]の GHSOMでは, τ1, τ2の
閾値が階層化に対する基準を与えていたため，学習途中で
閾値を変更していない．階層化を行い過ぎた場合，勝者ユ
ニットに割り当てられる入力データの数が少なくなり，わ
ざわざ階層化せずに，ユニットを挿入した方がよい場合が
あった．深い層まで階層化すると，作成されるマップの数が
増え，複雑な階層構造のマップが得られる．このとき，入力
データに含まれている知識構造を表現しようとすると，非
常に細かく表現され過ぎてしまい，それらを理解するため
に，全体の複雑な構造を考えなければならない．これらの
分類結果は，その特徴をとらえるために抽出した構造が細
かくなり過ぎており，どの観点で分類しているのか分かり
にくくなっていた．そのため階層化をし過ぎた場合でも 1
つ上の層でユニットを再挿入し階層化を停止する方法とし
て非階層化条件とした．一方，量子化誤差は大きいが階層
化の条件を満たさない場合に，ユニットを挿入する方法を
誤差再分配条件とした．これらの 2つの条件のどちらか一
方が満たされた場合，ユニットを再挿入する，すなわち階
層化を抑制する手法を提案する．

Case 1)階層化の条件を満たし，かつ式 (10)を満たす場合，
つまりある勝者ユニットに対応する入力データの
数が全体の入力データ数と比べてかなり少ないと
き，階層化を停止し，再度ユニットの挿入を行う．
ただし，量子化誤差が予め定められた値より小さ
い場合，ユニット挿入は行わない．

nk ≤ αnI (10)

ここで，nk, nI はそれぞれ勝者ユニット kに対応
する入力データの数，全入力データ I の数であり，
αは定数である．

Case2)式 (9)を満たさず，階層化が行われないとき，かつ
ユニットの全体誤差が大きいとき，そのユニット
の量子化誤差が同じ層のユニットの量子化誤差の
合計に対し大きいなら，式 (11)を満たすと再度ユ
ニットの挿入を行う．

qek ≥ βτ1

∑
qey, y ∈ Sk (11)

ここで，Skは勝者ユニット kの集合である．

IV. インタラクティブ GHSOMのためのインターフェース

Iris[4]のデータを SOM，従来の GHSOM，提案手法によ
り，ガクの長さ，幅，花弁の長さ，幅の４次元データを 3ク
ラスに分類した．図 4は，SOM，従来の GHSOM，提案手
法を用いた階層抑制型 GHSOM(iGHSOM)の各々の 2乗誤
差和の収束過程を示したグラフである．

図 4. ２乗誤差和

図 5は，Irisのデータに GHSOMを適用した結果，得ら
れた階層構造である．図中に表示されている”[R][00]x”は，
マップの構造を示し，[root][1層目のユニットの位置]サン
プル数”を示す．また，特定のユニットをクリックしたとき
に，そこに含まれるサンプルの詳細を表示するテーブルが，
図 6のように別のウィンドウで表示される．
図 7(a)は，通常の GHSOMを適用した解析結果の例であ

る．インタラクティブ GHSOMを適用した結果，図 7(b)の
ような階層構造が得られた．図 7(a)では，Layer3(上から 4
層目)に活性化されているユニットが初期マップに与えられ
た状態のまま，ユニットの増減も起こらなかった．また，こ
のマップに含まれているデータサンプル数も 6個であった．
このような構造の場合，Layer3に分配されたサンプルは，全
体のサンプルから見ると，外れ値である可能性が高い．イ
ンタラクティブ GHSOMでは，下位の層に分配されたサン
プルを上位の層に取り組み，再度クラスタリングを行うこ
とを試みている．サンプルが外れ値であれば，上位の層の
マップでは，ユニットの挿入アルゴリズムが働くので，ユ
ニット数が急激に増加し，マップが急成長する場合がある．
図 7(b)では，インタラクティブ GHSOMを適用した結果，
マップが急成長したことを示している．このような場合，図
7(a)で見られた Layer3のマップに含まれたサンプルは，外
れ値になっているか，もしくは Layer1などの上位の層での
クラスタリングに誤りがあると考えられる．外れ値であれ
ば，該当するサンプルを除外した上で，GHSOMを最初か
ら適用しなおす必要があると考えられる．

V. おわりに

本研究では，従来の GHSOMの階層化を抑制し，ユニッ
ト挿入を促進させるアルゴリズムを取り入れる方法を提案
した．従来の GHSOMではパラメタによって，深い層まで
階層化することがあった．階層化が多く行われてしまうと，
マップの数が増え，ユーザにとって理解しにくいマップを
生成することや量子化誤差が大きい状態のマップがあった．
提案手法を用いた GHSOMでは深い層まで階層化する必要



図 5. Irisに対する GHSOMシミュレーション結果

図 6. 各マップのサンプル表

がない場合，1つ上の層でユニットを挿入することで階層化
を抑制できた．結果として，極端にマップの数が増えるこ
とがなくなった．マップの数を減少できたことで，生成さ
れるユニットの数も減り，文献 [3], [5]の報告では AICの値
が従来の GHSOM よりも小さくなった．従来の GHSOMで
は全体の階層構造が複雑になることがあったが，提案手法
を用いた GHSOMでは生成されるマップが少なくなり，得
られた構造を見ただけで特徴を理解しやすくなった．また，
パラメタ変更などを画面上で行い，再計算の後，得られた
構造を画面で表示するツールを開発した．

今後は，欠損値のある複雑な問題に対する適用を行い，精
度の検討を行う．さらに，インタラクティブ GHSOMを適
用した場合，上位の層でユニット数が急激に増加する場合
がある．これは，ユニット挿入時における，近傍領域の定
義が広すぎるために生じる誤差によってユニット挿入条件
が発火することがあるからで，今後は近傍領域を適応的に
変化させ，マップの大きさが急激に増加することを防ぐ必
要がある．これらの課題の解決が急がれるところである．

(a) インタラクティブ GHSOM 適用前

(b) インタラクティブ GHSOM 適用後

図 7. Irisに対するインタラクティブ GHSOM 適用結果
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