
は じ め に

本書は，2003年３月発行の『認知科学』第10巻１号に掲載された，特集

「高次認知機能の創発とコネクショニストモデル」（特集エディタ：都築誉史・

浅川伸一）の海外招待論文をもとに，新たに論文を追加して再編集したもので

ある．人間の高次認知機能に関するコネクショニストモデル（ニューラルネッ

トワークモデル）の国内外の新しい研究動向を展望し，今後の認知科学研究の

指針となる内容を目指した．従来型のコネクショニストモデルにとどまらず，

近年注目されている，記号処理とコネクショニズムのハイブリッドモデル（記

号的コネクショニストモデル）にも焦点を当てている．

本書には，特集号に掲載された５編の海外招待論文の翻訳に加えて，新たに

国内の心理学系，数理統計学系，脳神経科学系，計算機科学系の研究者による

４編の論文が収録されている．全体は，第１部「コネクショニストモデルの基

礎（第１，２章）」，第2部「脳と発達（第３，４，５章）」，第３部「言語と推

論（第６，７，８，９章）」から構成されており，最先端の研究動向を学際的

に把握できるように配慮した．

簡単に内容を紹介すれば，第１章は，心理学・認知科学の観点から高次認知

過程に関するコネクショニストモデルの研究動向をまとめた展望論文であり，

第２章では，統計的学習理論の立場からコネクショニストモデルの特徴が分析

されている．

第３章は，脳イメージング研究の立場から，海馬に基礎を置いて，人間の構

成的知能について論じている．第４章では，人間の言語発達における語彙爆発

をシミュレートするため，２種類の方略を使い分けるモデルが提案されている

（第１章は，『心理学研究』の論文に修正加筆したものであり，第２，３，４章

は新たな書き下ろしである）．

第４章以降は，海外招待論文の翻訳である．海外招待論文を依頼した著者

は，コネクショニストモデル研究の分野で顕著な業績をあげてきた研究者であ

り，編者からすれば夢のような顔合わせとなっている．



海外招待論文の内容を簡潔に紹介すれば，第５章は一般化能力の発達に関す

るモデル， 第６章は文レベルの言語理解モデルの展望，第７章は談話理解の

構築-統合モデル（Construction-Integration Model）の拡張，第８章は反射

的（reflexive）推論や文理解のSHRUTIモデル，第９章は類推や帰納に関す

るLISAモデルをそれぞれ扱っている（第７章は執筆者自身による和訳であ

り，第９章は，著者自身による短縮版の翻訳である．第５，６章は，ページ数

の制約のため，著者と連絡をとりつつ，原論文の一部を省略して訳出した）．

本書の背景として，時期は異なるが，編者は両名とも，カリフォルニア大学

ロサンジェルス校心理学部とサンタクルーズ校心理学部で在外研究を行った経

験があり，記号的コネクショニズムを明確に提案したHolyoak教授とHum-

mel教授のご指導を受けることができた．大まかに言えば，第５，６章は古典

的コネクショニズムに近い立場であるのに対して，第７，８，９章は記号的コ

ネクショニズムに分類できるであろう．

新たに書き下ろし原稿をいただいた各分野の第一人者である麻生英樹氏，仁

木和久氏，大森隆司氏，そして，英文招待論文をいただいたYuko Munakata

氏，Randall C.O’Reilly氏，Douglas L.Rohde氏，David C.Plaut氏，森島

泰則氏，Lokendra Shastri氏，John E.Hummel氏，Keith J.Holyoak氏，

さらに，元指導院生の森島氏を紹介いただいたWalter Kintsch氏に御礼申し

上げる．特集論文の翻訳にあたっては，認知科学の第一線で活躍している若手

研究者である，岩男卓実氏，伊集院睦雄氏，小川昭利氏，寺尾 敦氏にたいへ

んお世話になった．深く謝意を表したい．

最後に，本書を世に出す機会を与えてくださった日本認知科学会，編集委員

長の橋田浩一氏，シリーズ編集委員の松原 仁氏，今井むつみ氏，鈴木宏昭

氏，特集エディタとしてお世話になった浅川伸一氏，編集作業で多大なご苦労

をおかけした共立出版（株）の斉藤英明氏と羽生田洋子氏に，心から御礼申し

上げたい．

2005年７月

都築誉史・楠見 孝
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『高次認知のコネクショニストモデル』の編集にあたって

は じ め に

コネクショニストモデル（ニューラルネットワークモデル）とは，神経細胞

をふまえた処理ユニットのネットワークを用いて，人間の認知メカニズムを理

解しようとするアプローチである．1980年代後半以降，コネクショニストモ

デルは認知研究における大きな潮流を構成してきた．近年では，知覚や記憶と

いった基礎的な領域にとどまらず，言語，思考，認知発達，脳の障害や精神医

学，社会的相互作用など，高次認知機能の研究に関しても積極的に導入されて

いる（都築，2001；守・都築・楠見，2001；第1章参照）．また，計算論的神

経科学，確率的情報処理，データマイニングなどの分野でも，ニューラルネッ

トワークの研究が進められている（第2，3章参照)．

記号処理モデルの立場から，Anderson & Lebiere（2003）は，Newell

（1990）の主張に基づいた認知モデルの12個の機能的基準について，彼らの提

案するACT-Rモデルと古典的コネクショニストモデルの比 を行っている．

Andersonらによれば，コネクショニストモデルは，言語と認知発達の領域で

優れているが，記号操作を認めていないため，思考領域では劣ると評価されて

いる．これに対して，McClelland,Plaut,Gotts,& Maia（2003）は，古典的

コネクショニズムは思考における記号レベルを否定してはおらず，記号レベル

のみが適切であるとする立場を批判しているにすぎないと反論している．

McClellandらによれば，記号処理的な思考も創発的な現象（emergent  phe-

nomenon）として扱うことができると主張される．

最近の研究動向として，従来，コネクショニストモデルでは扱いが難しいと

されてきた記号操作についても，多数の論文が発表されるようになってきた．

この背景として，まず，“PDP Books（e.g.,Rumelhart,& the PDP research

＊１ 本序章は，都築・浅川 (2002)．認知科学とコネクショニストモデル－特集編集にあたって－．

『認知科学』，10. 2-8. を本書の内容に即して大幅に加筆修正したものである．



group, 1986)”の刊行以来，膨大な量に及ぶ基礎理論が整備されてきた点をあ

げることができる．さらに，多くの研究者によって開発されたアルゴリズムや

モデルが，研究目的であれば自由に使うことができるソフトウェアとして公開

され，様々な分野に応用可能なシミュレータが，多数利用できるようになった

ことも関係していると考えられる．

今やコネクショニストモデルは，認知研究の有力なパラダイムの１つとし

て，十分に成熟してきたと言うことができるであろう．たとえば，学会誌

“Cognitive Science”において，人間の言語処理に関するコネクショニストモ

デル特集が組まれ，積極的な議論が行われた（1999年）．また，Hummel &

Holyoak（1997）は類推による問題解決過程について，並列分散処理と記号

処理を統合したハイブリッドモデル（記号的コネクショニストモデル）を提案

している（第９章参照)．Elman,Bates,Johnson,Karmiloff-Smith,Parisi,&

Plunkett（1996）による “Rethinking innateness:A connectionist perspective
 

on development”は，認知発達に関する近年の代表的な文献として広く知ら

れている（邦訳は，乾・今井・山下，1998）．

Pinker（2002）は，人間の本性に対する経験論を批判した著書の中で，古

典的コネクショニズムの限界について言及している．Pinkerの批判は，人間

のあらゆる認知を，特定の能力にあわせた生得的な設定をまったく持ち出さず

に，汎用（generic）なニューラルネットワークで説明できるという理論的立

場に対するものである．Pinkerによれば，コネクショニストモデルは生得的

な人間本性が存在するという見解に代わるものではなく，その補完に必要不可

欠であり，認知の基本過程と脳の生理的活動とのギャップに橋をかけるもので

あるとされる．

理論的な研究動向

本節では，単純再帰ネットワーク（Simple Recurrent Network:SRN），変

数バインディング（variable binding），記号的コネクショニズムといった３つ

の話題について述べる．

第１に，Elman（1990）によって提案されたSRNは，特に文理解や統語処
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理の分野で，近年，非常に多くの研究に用いられてきた．もし，無限精度の計

算を許すならば，SRNはチューリングマシンの計算能力を有するとの研究が

あり（Siegelmann, 1999），SRNには任意の長さの系列を記憶する能力もあ

るとされる（Rodrigues,Wiles,& Elman, 1999）．本書でも，言語をテーマに

した第４，６章では，SRNを基礎としたモデル構成が報告されている．

第２に，高次認知過程に関する研究では，(a）柔軟な変数バインディングと，

（b）構造化された表現をコネクショニストモデルでどう扱うかが大きな課題

となってきた（第１章参照）．変数バインディングに関しては，Shastri &

Ajjanagadde(1993)の SHRUTI(第８章参照)やHummel& Holyoak(1997)

のLISA（Learning and Inference with Schemas and Analogies:第９章参

照）などで用いられた，ユニットの発火パターンを時系列的に同期させる，動

的バインディングの手法が１つの可能性を提供している．この方法は，神経科

学的な知見に基づいており（e.g.,Gray,Koenig,Engel,& Singer, 1989)，視

覚的注意のパルスニューラルネットワークモデル（Pulsed Neural Network
 

Model;齋木，2002）などに発展している．ただし，細胞同士の周期的共振仮

説に対しては，変数バインディング機能を持つ作用ではなく，バインディング

の結果生じた付帯現象にすぎないのではないかといった批判もある．

第３に，コネクショニストモデルのアーキテクチャを用いて，明示的知識の

記号表現も取り扱うべきであるとする立場は，記号的コネクショニズムと呼ば

れる（Holyoak & Hummel, 2000）．こうした観点から，近年，記号処理とコ

ネクショニズムのハイブリッドモデルが，いくつか提案されてきた（Kintsch,

1998； Wermter & Sun, 2000）．本書後半の第3部（第7， 8， 9章）では，

談話理解と推論に関して，記号処理と古典的コネクショニズムのハイブリッド

モデルが詳細に紹介されている．

コネクショニストモデルの影響力

次に，認知科学におけるコネクショニストモデルの位置づけを，簡単に述べ

てみたい．ミネソタ大学認知科学センターでは，20世紀の認知科学において

最も影響力のあった著書・論文を公募し，それを教員グループが評価したリス
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トを公開した．

参考までに１～５位をあげてみると，(1)Chomsky（1957）“Syntactic
 

structures”，(2)Marr（1982）“Vision”，(3)Turing（1950）“Computing
 

machinery and intelligence”，(4)Hebb（1949）“The organization of
 

behaviour”，(5)Rumelhart et al.（1986）“Parallel distributed processing”

となる．これらのうち，(5)は言うまでもないが，(2)，(4)もコネクショニス

トモデルと関連している．

日本認知科学会でも，学会員を対象として20世紀を振り返る同様のアンケ

ートが行われた（市川，2001）．それによると，影響力のあった著書・論文の

１～３位は，(1)Rumelhart et al.（1986），(2)Marr（1982），(3)Simon

（1969）“The science of artificial”であり，きわだった出来事（理論，モデ

ル，研究テーマなど）の１～３位は，(1)認知神経科学（脳科学，機能的脳イ

メージングを含む），(2)コネクショニズム，(3)生成文法理論であった．ミ

ネソタ大学の結果と同様に，コネクショニストモデルに対する，近年の高い評

価が反映されていると言えよう．

心理学文献の代表的なデータベースであるPsychINFOで検索を行うと，

1985年から2005年４月に刊行された英文論文で，キーワードにコネクショニ

ストモデル関連の術語を含むものは，総計1,549件，タイトルに関連する術語

を含むものは，総計890件である．用語ごとの件数は，connectionistが 895

件， connectionismが179件， neural network modelが 378件，parallel
 

distributed processingが 97件となっている．コネクショニストモデルの浸透

を裏付ける数値であるが，海外と比 して日本における関連発表論文数は（心

理学・認知科学領域では），それほど多いとは言えない（第１章参照）．

各章の紹介

本書は，(1)「コネクショニストモデルの基礎（第１，２章）」，(2)「脳と発

達（第３，４，５章）」，(3)「言語と推論（第６，７，８，９章）」といった３

部構成である．以下では，各章の内容を順に大まかに要約して紹介する．

第１章の都築・河原・楠見論文は，心理学と認知科学の観点から，高次認知
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過程に関する実験データをシミュレートした，1990年代以降のコネクショニ

ストモデルの動向を紹介している．具体的には，人間の記憶，学習，言語，思

考，認知発達，社会的認知といった６領域に関して，研究のレビューがなされ

ている．主要な概念，ネットワークのアーキテクチャ，情報の表現形式，研究

の略史をまとめた上で，コネクショニストモデルの有利な点と不利な点につい

ても，簡潔に要約されている．分散表現に基づいて構造化された情報を扱う上

での問題，変数バインディング，記号的コネクショニストモデル，構成的アル

ゴリズムなどについても言及されている．さらに，脳と認知をつなぐ計算論的

モデルとして，コネクショニストモデルのもつ意義と，今後の課題についても

説明されている．

第２章の麻生論文では，経験から学習して自らの性能を向上させていく学習

システムについて研究する機械学習のうち，確率分布を利用する統計的学習の

立場から，コネクショニストモデルの特徴が詳しく分析されている．まず，

「期待損失を学習データによって最小化する」という統計的学習の基本的な問

題設定とモデル選択について，数理的に解説がなされている．次に，コネクシ

ョニストモデルで頻繁に用いられる多層ネットワークを取り上げ，その隠れユ

ニット数を変化させて，学習結果の期待損失を推定したシミュレーション結果

を報告している．さらに，コネクショニストモデルの特徴として，自由度の高

さと非正則性を指摘し，ベイズ的アプローチ，時系列データ処理の問題にも言

及している．麻生（2005）は，ニューラルネットワーク研究から生まれた理論

的成果を，隠れ変数をもつ確率分布モデルを用いた確率統計的情報処理という

観点から展望しているので，参照していただきたい．

第３章の仁木論文では，人間に固有の学習原理として，瞬時学習・記憶があ

り，それが洞察などの高次認知機能と強く関係していると仮定している．さら

に，人間の知能は，多くの認知機能が組み合わさった構成的知能であると主張

する．記憶中枢である海馬に焦点をあてた著者らの脳イメージング（fMRI）

研究のうち，一度だけ訪ねた場所での行動・風景を想起する実験，単語を用い

た意味記憶想起の実験，なぞなぞ課題を用いた洞察の実験について興味深い概

要が紹介されている．さらに，著者らの開発した，注目領域と他の脳部位との

機能的結合関係を調べる解析システムが紹介され，記憶の想起における海馬領
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域と大脳新皮質領域の情報共有について解説されている．次に，瞬時学習・記

憶を説明するため，認知行動に対応した複数の脳活動が，海馬においてバイン

ディングされるという記憶モデルが提案されている．さらに，こうした脳内表

現のモデルを発展させ，知覚，運動，対人認知などもバインドした構成的知能

モデルを提唱し，外界に開かれ，柔軟で多様な知能特性について言及してい

る．

第４章の大森論文では，人間の幼児に特徴的な言語獲得過程の解明を目指し

たコネクショニストモデルが紹介されている．幼児の語彙数は，初期にはゆっ

くりと増加するが，生後20ヶ月前後で急速に増加しはじめる（語彙爆発現

象）．この時期の幼児は，即時マッピングと呼ばれる迅速な語彙獲得が可能で

あり，学習バイアスと呼ばれるルールを利用していることが知られている．そ

こで，本章では，遅い統計的な学習を行う従来のSRNに，ヒューリスティッ

ク的な即時学習メカニズムを付加し，遅い統計的な学習と，素早い一撃での追

加学習を使い分けるモデルが提案されている．新奇の単語を一撃学習する方略

が有効であるためには，隠れ層パターンが最終状態に近い値で遷移している必

要がある．そのため，単語系列を予測するSRNに，隠れ層の学習の進行状態

を評価する学習評価（メタ学習）部分を付加したモデル（起動制御即時学習）

が構成された．シミュレーションの結果，起動制御即時学習が従来の方式より

も優れていることが実証され，その意義をルール発見という観点から議論して

いる．

第5章のMunakata & O’Reilly論文は，人間が変化する環境に柔軟に適応

するための基本的な認知能力（一般化能力）に焦点を当てて，実験的知見とモ

デルについて説明し，さらに，その発達を支える神経科学的基盤についても議

論している．この論文では，人の一般化能力が不完全であり，一般化には，特

定の領域における十分な経験と，具体的で親近性のある状況が必要であるとし

ている．さらに，人間の一般化の成功と失敗が，著者らによる一連のモデルで

うまくシミュレートできることを示し，十分な経験とアーキテクチャ特性によ

って，適切な一般化を支える抽象的な表象が形成されると主張している．理論

的には，誤差逆伝播則を神経科学的に妥当性が高い手続きに書き換えた，著者

らによるアルゴリズム（Leabra：Local,rror-driven and Associative,Biologi-
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cally Realistic Algorithm）の有効性が強調されている．

第６章のRohde & Plaut論文では，文レベルにおける言語理解モデルの研

究動向が広範にレビューされている．人間の知能の中核である言語は，生得的

であるとする根強い主張がある．これに対して本論文では，分散的表象に基づ

く柔軟な学習によって，生得性を仮定せずに，コネクショニストモデルが言語

現象を説明できる可能性が示唆されている．また，コネクショニストモデルの

利点として，同一の処理メカニズムを，非常に広範な言語現象に適用できる点

が強調されている．内容的には，局所表現型（localist）モデル，ハイブリッ

ドモデル，並列分散処理モデルによる構文解析，文における次の単語の予測，

文理解といった項目に沿って，最新の研究がまとめられている．最後に，著者

が作成した，SRNに基づく文理解・文産出の統合モデル（Connectionist
 

Sentence Comprehension and Production［CSCP］Model）が簡単に紹介さ

れている．

第７章の森島論文では，記号的ルールとコネクショニストモデルの制約充足

アルゴリズムを統合したハイブリッドモデルである，文章（談話）理解の構築-

統合モデルを拡張した研究が報告されている．構築-統合モデルでは，低次か

ら高次まで3層の表象が仮定されている．この論文では，高次のネットワーク

表象である状況モデル（Situation Model）の構築過程が重視されている．文

を命題に変換したあと，長期記憶からの知識検索と，ネットワーク表象の構築-

統合を反復的に進める手続き（Incremental Construction-Integration Proce-

dure）が，著者の提案するモデルの特徴である．状況を示す文と行為を示す

文を理解し，両者のつながりを推論する心理学実験データに対してシミュレー

ションを行い，モデルを支持する結果が得られたと報告している．

第8章のShastri論文は，著者らが構築した反射的推論に関するSHRUTI

モデルについて概説したものである．まず，処理速度が遅い神経細胞のネット

ワークによって，なぜ膨大な体系的知識の保持と，数百ミリ秒単位といった迅

速な反射的推論が可能かを明らかにしたいという研究目標が明示されている．

このモデルは，ユニットの同期的発火によるバインディング機構を用いて，複

数の文に基づく動作主・被動作主の推定や，原因の推論などを行うことができ

る．SHRUTIは様々な知識に対して並列にアクセスし，それらを利用した推
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論を実行することが可能であり，推論の脳内過程モデルとして優れた特性をも

っている．長期記憶内の事実は，時間的なパターン照合を行うネットワークで

表現されており，推論ルールは，同期的な活動の伝播を導く有向リンクのパタ

ーンによって構成されている．著者は，生物学的に妥当と考えられるメカニズ

ムのみを用いて，推論の脳内過程モデルの構築を試みており，その目標は大き

な意義をもつ．

第9章のHummel & Holyoak 論文では，彼らの提唱する思考のモデルで

ある LISAの研究状況が，具体的にまとめられている．LISAモデルは，記

憶検索，類推による推論，スキーマによる帰納などを行う記号的コネクショニ

ストモデルである．SHRUTIモデルが扱っている反射的思考だけでなく，反

省的思考にも焦点が当てられている．LISAでは，分散表現による作動記憶を

設定し，バインディングされたユニット群が同期発火する．これに対して，長

期記憶には局所表現と階層構造が採用されており，推論における柔軟性と構造

敏感性を同時に実現しようとしている．動的バインディングによって関連した

知識構造をコード化している点は，SHRUTIとも類似している．著者らは

LISA によって，古典的コネクショニストモデルにみられる構造的表現の困

難さという限界を越えることができ，プロダクションシステムなどに代表され

る従来の記号処理の限界も克服できると主張している．

おわりに 今後の展望

近年の人工知能研究では，ある程度自律的なエージェントが互いに協調して

問題解決を行うマルチエージェント指向のアプローチが注目されており，コネ

クショニストモデルの研究者もこうした動向に注意をはらうことが必要であろ

う（第３章参照）．それと関連して，大森・萩原（2001）は，脳における処理

手続きが，複数の異なる機能をもつモジュールを組み合わせて構成されたメタ

ネットワークによって実現されるのではないかと示唆している．

この仮説に対応する神経科学的知見の一例として坂上（2001） は，視覚情

報が２種類の経路，つまり，（a）頭頂葉-運動前野系と，（b）側頭葉-前頭連

合野腹外側部系によって並列的に処理され，（a）が迅速に準備した運動の候
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補を，（b）が抑制するという形で取捨選択が行われるとしており，意思決定

過程の原型として興味深い．

O’Reilly&Munakata（2000）は，（a）側頭皮質や頭頂皮質では，連想や推

論などの処理が行われ，モデルとしては相互結合ネットワークに対応し，

（b）前頭前皮質では作動記憶に相当する処理が行われ，原型としてはSRNに

対応すると述べている．さらに，（c）海馬では，高速・任意の学習が行われる

とし，詳細な海馬モデルを提案している（第3，5章参照）．

一方，言語機能に関連して，自らによる手の操作だけでなく，操作の視覚像

に対しても反応するミラーニューロン（Mirror Neuron）の知見（Rizzolatti

& Arbib, 1998）は重要であろう．すなわち，運動前野腹側部のミラーニュー

ロンは動作の記号化に関与し，進化の過程で動作・道具の命名（さらには，動

詞）を扱うようになった可能性がある．澤口（2000）は，道具使用が先行し，

そのための脳内システムを基礎として，言語・思考用のシステムが進化したの

ではないかと指摘している．

また，認知発達の理論的研究において，知覚系と運動系の協調的な働きに焦

点をあてた，ダイナミックシステムズアプローチ（Dynamic Systems
 

Approach;Thelen & Smith, 1994）が注目されている．コネクショニズムを

も包含する非線形のダイナミカルシステムという枠組みは，（a）運動系と認

知系を二元的にとらえる見方から，（b）身体化された認知（embodied cogni-

tion）といった観点へのトレンドの移行とも関連している（Pfeifer &

Scheier, 1999； Port & van Gelder, 1995）．

運動系を中心とした神経科学では，生理実験と行動実験がモデルを介して連

携し，研究が進展している．ここで，運動系には力学という計算論が確立して

いることに留意すべきであろう（大森・萩原，2001）．高次認知過程の研究に

おいても，たとえば確率的情報処理といった数理的アプローチの進展に目を向

ける必要がある．

モデルは単なるデータフィッティングの道具なのではなく，構成的実験を通

して，特定の認知現象の根底にあるメカニズムを探る道具ともなりうる．マク

ロな実験心理学的アプローチ，ミクロな神経科学的アプローチ，そして計算モ

デルによるアプローチの三者が相互に影響を及ぼしながら，研究を進めていく
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ストラテジーが必要であろう．

コネクショニストモデルを手がかりとして，心理学，脳神経科学，計算機科

学，数理科学などの研究者が，共通の枠組みで議論することが可能になる．こ

れこそが，学際的研究の典型である認知科学の醍醐味であろう．コネクショニ

ストモデルが，今後とも，さらに創造的なコラボレーションを生み出すことを

期待したい．

参 考 献

Anderson, J. R., & Lebiere, C. (2003). The Newell test for a theory of cognition.

Behavioral and Brain Sciences, 26, 587-640.

麻生英樹（2005). ニューロコンピューティング研究から生まれたもの―理論・応用的側面

―.『電子情報通信学会誌』,88,234-239.

Elman,J.L. (1990). Finding structure in time. Cognitive Science, 14, 179-211.

Elman,J.L.,Bates,E.A.,Johnson,M.H.,Karmiloff-Smith,A.,Parisi,D.,& Plunkett,K.

(1996). Rethinking innateness:A connectionist perspective on development.Cambrid-

ge,MA:MIT Press. (乾 敏郎・今井むつみ・山下博志訳 (1998).『認知発達と生得性

―心はどこから来るのか―』.東京： 共立出版.)

Gray,C.M.,Koenig,P.,Engel,A.K.,& Singer,W. (1989). Oscillatory responses in cat
 

visual cortex exhibit inter-columnar synchronization which reflects global stimulus
 

properties. Nature, 338, 334-337.

Holyoak,K.J.,& Hummel, J.E. (2000). The proper treatment of symbols in a con-

nectionist architecture. In E. Dietrich & A. B. Markman (Eds.), Cognitive
 

dynamics: Conceptual and representational change in humans and machines.

Mahwah,NJ:Erlbaum.pp. 229-263.

Hummel, J.E.,& Holyoak,K. J. (1997). Distributed representations of structure:A
 

theory of analogical access and mapping. Psychological Review, 104, 427-466.

市川伸一 (2001). 特集「20世紀の認知科学を振り返る」にあたって．『認知科学』, 8, 183-

189.

Kintsch,W. (1998). Comprehension :A paradigm for cognition. New York:Cambridge
 

University Press.

McClelland,J.L.,Plaut,D.C.,Gotts,S.J.,& Maia,T.V. (2003). Developing a domain-

general framework for cognition:What is the best approach?Behavioral and Brain
 

Sciences, 26, 611-614.

守 一雄・都築誉史・楠見 孝編 (2001).『コネクショニストモデルと心理学―脳のシミュ

レーションによる心の理解―』.京都： 北大路書房.

Newell,A. (1990). Unified theories of cognition. Cambridge,MA:Harvard University
 

Press.

xiv 『高次認知のコネクショニストモデル』の編集にあたって



大森隆司・萩原裕子 (2001). 認知神経科学.『認知科学』, 8, 262-274.

O’Reilly,R.C.,& Munakata,Y. (2000). Computational explorations in cognitive neuros-

cience: Understanding the mind by simulating the brain. Cambridge, MA:MIT
 

Press.

Pfeifer, R.,& Scheier, C. (1999). Understanding intelligence. Cambridge, MA:MIT
 

Press. (石黒章夫・小林 宏・細田耕監訳 (2001).『知の創成―身体性認知科学への招

待―』.東京： 共立出版.)

Pinker,S. (2002). The blank slate: The modern denial of human nature. New York:

Viking. (山下篤子訳 (2004).『人間の本性を考える―心は「空白の石版」か―』.東

京： 日本放送出版協会.)

Port,R.F.,& van Gelder,T.J. (1995). Mind as motion :Explorations in the dynamics
 

of cognition. Cambridge,MA:MIT Press.

Rizzolatti,G.,& Arbib,M.A. (1998). Language within our grasp. Trends in Neuros-

ciences, 21, 188-194.

Rodrigues,P.,Wiles,J.,& Elman,J.L. (1999). A recurrent network that learns to count.

Connection Science, 11, 5-40.

Rumelhart,D.E.,McClelland,J.L.,& the PDP Research Group (Eds.)(1986). Parallel
 

distributed processing : Explorations in the microstructure of cognition. Vol. 1.

Cambridge, MA:MIT Press. (甘利俊一監訳 (1989).『PDPモデル―認知科学とニュ

ーロン回路網の探索―』.東京：産業図書.)

齋木 潤 (2002). 視覚的注意のパルスニューラルネットワークモデル.『認知科学』, 9, 120-

134.

坂上雅道 (2001). 前頭連合野と行動決定.『日本認知科学会・学習と対話研究分科会資料集』,

SIGLAL 2001-2, 1-5.

澤口俊之 (2000). シンボル操作の脳研究.『認知科学』, 7, 189-194.

Shastri,L.,& Ajjanagadde,V. (1993). From simple associations to systematic reason-

ing :Connectionist representation of rules, variables, and dynamic bindings using
 

temporal synchrony. Behavioral and Brain Sciences, 16, 417-494.

Siegelmann,H.T. (1999). Neural networks and analog computation:Beyond the Turing
 

limit.Boston,MA:Birkhauser.

Thelen,E.,& Smith,L.B. (1994). A dynamic systems approach to the development of
 

cognition and action. Cambridge,MA:MIT Press.

都築誉史 (2001). コネクショニズム.『認知科学』, 8, 225-237.

Wermter,S.,& Sun,R. (Eds.)(2000). Hybrid neural systems. Berlin:Springer.

都築誉史 ・楠見 孝

xv

＊２ 『認知科学』第10巻１号で，特集エディタとして大変お世話になった東京女子大学の浅川伸

一先生に，心より感謝いたします．

『高次認知のコネクショニストモデル』の編集にあたって


