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はじめに

(a)

人間・動物はすばらしい情報処理機能を持っている
が、まだ解明されていない機能も多い。その機能の情
報処理過程を解明し 、人工的な情報処理で壁・困難な
問題にぶつかったとき、生体情報処理の方法に学び打
開策を検討するための基礎研究を行っている。視聴覚
をはじめとした脳の中に取り入れられた情報は 、学
習・記憶を経て様々に利用され得る。本稿では、脳情
報処理の中で視覚の多重スケール処理に着目してヒ

(b)

ントにした学習手法 [a] および意味記憶のネットワー
クを形成する学習・記憶の神経回路モデル [b] の研究
を報告する。
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多重近傍関数を用いた自己組織化マップ
の位相ねじれの軽減 [a]
自己組織化マップ (self-organizing map; SOM) [1]

Fig. 1 ベンチマーク問題 bier127 の解の例。 点は都

は 、高次元のデータのクラスタリングや視覚化を行

市、線は経路を表す。(a) 従来手法による解。この解

う著名な教師無し学習手法の一つであり、様々な分野

は二つのねじれを持っている。 (b) 提案手法による

に応用されている。しかしながら、学習結果に位相の

解。この解にねじれはない。

ねじれが生じてしまう問題がある [1, 2]。

SOM においては位相の順序は、近傍における学習率
を決定する近傍関数によって決定されている。Koho-

nen [1] は、脳内のシナプス可塑性の集合として SOM
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意味記憶のネット ワークを形成する神経
回路モデル [b]
提案するモデルを Fig. 2 に示し 、概略を説明する。

の学習過程が解釈できるとしている。一方、ヒトの視

連合野第 1 層では入力がそのまま反応し 、歯状回、回

覚システムは、多重スケールの処理によって認識を改

帰結合を持つ海馬 CA3 層を経由し 、時系列データを

善している [3]。このことからヒントを得て、多重ス

海馬内で学習し 、海馬 CA1 層に出力する。連合野第

ケールの近傍関数を SOM に適用する手法を提案し 、

2 層は a と b の二つ設け、a はエピソード 記憶、b は

位相ねじれが軽減されることを期待する。

意味記憶を保持する。連合野 2b では意味記憶形成

簡単化のため 、巡回セール スマン 問題 (traveling

salesman proble; TSP) [4] 用の 1 次元 SOM [5] に 、
提案する多重スケールの近傍関数を適用する手法の
例を示す。Fig. 1 はベンチマーク問題 bier127 の従
来の SOM 手法 (a) と提案手法 (b) による解の例であ
る。従来手法による解は二つのねじれを持っている
が 、提案手法による解ではこの解にねじれはないこ
とがわかる。

とスパイクタイミング依存性シナプ ス可塑性 (Spike-

Timing-Dependent synaptic Plasticity; STDP) の関
係を調べるため STDP を学習則として用いた。Fig.
2 中の太い矢印は、STDP で結合強度が変化する神経
結合を示している。
入力するパターンは 、一つを 5 個の要素から構成
し 、各パターンは互いに重なり合った部分が無い。時
系列パターンを (ABC) と表記したときはパターン A,

B, C を順に連合野 1 層へ入力する。(AB?) と表記し
この解の質の向上だけでなく、学習速度も増してい

たときの ?は、その時系列パターン内にある以外のパ

た。脳の中では、多重スケールにより、精度だけでな

ターンを意味し 、(ABC), (ABD), . . . を意味する。

く速度も速くしている可能性がある。

(AB?) の記憶が形成された後に (?BC) を記憶させた
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まとめ
本稿では 、脳情報処理の中で視覚の多重スケール

処理に着目してヒントにした学習手法 [a] および意味
記憶のネットワークを形成する学習・記憶の神経回路
モデル [b] の研究を報告した。これらは、脳の情報処
理の極一部であり、さらに研究を進める必要がある。
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