
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

神経力学(I)基礎運動方程式

大貫, 信

大貫, 信. 神経力学(I)基礎運動方程式. 物性研究 1969, 13(3): 148-154

1969-12-20

http://hdl.handle.net/2433/87249



神経力学任)基礎運動方琴式

神経力学 汀 )基礎運動方程式

早大理工 大 貫 信

(11月 21日受理)

§1 序 論

神経研究の段階をもし三つに分け るとすれば,第-はニ ューーロン,グ リア細

胞の物性,化学反応 プロセス,介在する酵素蛋白等 を明 らかにす る神経化学及

び素材物性の研究であ り,第二はそれ ら素子の結合熊係,集団の あらわす物理

現象を明 らかにす ることであ り,第三は精神物理現象,及び心理現象 を解明す

･ることであるO第二か ら第三への道は, とりわけ神経現象が入力時報(,7--よる出

力 としての興奮現象にあ るとす るならば,ニ ューロンの興奮パ_f-ンを解析す

ることによ って手懸 りが得 られる｡ その試みの一つはニ ュ｢ロンの興奮を規定

す る運動方程式に基いて興奮パターンを詣べよ うとす るものがあり,既に1945

年に行わ枇 ▲2).#二か ら第三への道で,その集団運動の研究が心理現 象- の手

懸 りとなる物 理量を呈示す るであろ うとい う事 もこの延長線上VL考え られる?

その時,物性論的 な方法の導入が有用である と患われるOここではその, a-運

動方程式アプローチ 竹を行うO

§2.基礎運動方程式

細胞体に到達す る他細胞体か らの インパルスによる細胞体の興奮電位 (P S

P)が奉る闇 値を越える と細胞体の発火が起る とす る華 も単純なモデルは

McCuHqch笹_Pitts のモプ ルであるOこのモデルには,発火以前tJこVナブス

に到達 して,発火 に到ち ず停留 している信号に よる長時間加重の効果を取 り込

んでい なho叉最近, 自発放電の情報処理に果す役割 も虜 視されているO2)長 時

間加重の効果を取 り込んだ Caia｡iel一｡ e語 は

e (r) 0,(t-rdt)〕
U i (t+dt)= 1lJiEJ ij 乙

とあらわされるO但 しOは 1叉は 0を とり,--
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又欄 胞の闇値の時間変動がTi(t)の時, a･･は -Ti(t-rJdt)を含むO但 し乙I

t-r′ dt は一つ前の発火が起 った時間 とするo

Oi(t)=1 〔㌔(tlO

とお くと, I/.lt)は,開催 を原点に と った時の i細胞の静止電位 と考えてよho乙
(2.1)紘

伊 +dt)-接 ai;･r' . 〔yJ･(t-rdt)〕 (2･2)

と等価であるO この式でCaianie■llo 結合係数 aiJ･カ準 味な条件を満足する場

合のCollectivemotionが解析的に調べ られているo

しかし,神経 系に於ける如何 なるCollectivemotionが心理現象を持た らす

か不 明夜現在,一般的な取扱いによる物理量の呈示が望まれる｡

(2.2)の左辺が正になった暁闇に, i細胞は発火し,それまで加重 された

信号は促通によ って消却されるoその為Cは一つ前の発火時点まで しか とらず,

それは L/iの関数になるか ら (2･2)を厳密に解 くことは困難で, Cに もある種

の仮定 を導入せ ざるを得 ない｡こうした促通に伴 う困難性を克服する為に (2.2)

VZ:代る方程式として

レi(t+dt)=b(yi(t)+Ti) (1-1〔yi(t)〕)

+F(t)-Ti (2･5)

が考え られる. 加重及び促通の効果は左辺第-式に含まれる. b<1は dt 時

間の信号の滞在に伴 う減衰効果をあらわすo F(t)は他細胞か らの入力及び自発

放電がある場合には,その原因となる力を含む｡闇値の変動は, dt時間内は絶

対不応期 (闇値 +-)でそれ以上の時間では不変 (Ti)とするO (2 ･5)紘

闇 値が i細胞についてTiのときの ものであるが

1Ⅹ 〔可 -

とすると (2

Ⅹ

∩)

>
I
<

∬
∬

ー

∩〕

′′
j

-

〟.(t+dt)-b(i/.ttけTr x)
8 t a

+ F(t)一 ℃ +ⅩL

(卜 1Ⅹ〔打 tj〕)8

-149-

(2.4)



神経力学(I)基礎運動方程式

と等価で,任意の Ⅹについて成立するO

ここでdtに課せ られた絶対不応期よ.り大 きい とい う条件 は,系の運動に本質

的な制 約を与える可能性があるO即 ち絶対不応期闇の入力を無碍することにな

り,ある種の同期性を系にアプ リオ iJに導入する恐れがある｡ dtを絶対禾応期

間 よりも小さ くとれるよ'うにす る為に, (2.4)に絶対不応夢の轡倍効果を導入

するO それには仮想的細胞 yOtt) を考え, yO(t距 欄 抱が発火した ら遵ち に -

L.(Ll≫1)をとり不応期間中に徐々にⅩまでに復帰 し, 恥 が - ilとⅩの問は

yi't)は 巧 をとり, At)がⅩに衝帰後 ui(t)には -Llが負荷 しない ようにすれば

よい O そ こで次の方程式が得 られるO

リ･(t+dt)- by･tt)(1-1Ⅹ 〔yilt)))+F(t)i I

-T+Ⅹ+b(T-1Ⅹ) (1-1Ⅹ〔Uitt)〕)

i (1･一㌔.〔勅 t)〕)N

レ0(i)-一里 Ⅹ 〔醐 ‥)･墓 Lj Fjl 仰 ') (2･-5)

但し

Fk(x)-(10 -Lk-書くⅩ<-L-1書
(料-1)△=㍉ + Ⅹ

N.dt - (絶対不応期)

§5 興奮確率の従 う運動方程式

入力の random 性に着冒し,その統計的処理によ ってニ ューロンの特性 を明

らかにし ようとする試みが過去十年間行われたOニ ューロンの出力インバ)レス

列のインパルス間隔の確率分布をPoissort分布としたモデルが案出され,5)聴覚

の嫡牛神経核を用いて,インパルス間隔の確率分布が璃べ られ類別 されたO

基太的なニ ューロン亨 デルは (2 ･1)に提示され るもの と同じ く,入力刺激

が重な って闇値以上になると発火が起るとすると,入力が random 夜場合の 電

位変動は吸収壁のあるBrow lianmotionと考えるこ とが出来る70)絶対,相対不

応期,過正常期をとり入れて,同 じ考えに立 って random を入力に対す る応答

が計算機V ミュレーV ヨンされた,08)これ,らの成果に よって,Rodieckらの示 し

て1､50-
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たニューロンの類別がニューロンパラメクーによって導かれることが判 り,紘

散方程式に よる別 扱いが定式化 されて,9) 一応 この方法論は基礎づけ られたO

これ ら一連の作業は主として, random な興奮Vステムをその分布測定からV

ステムパラノクーを決めよう とい うことであったが,それ以上の示唆を含んで

いるO それは･基本的にはニy Tロンモ デ ル (2･1)を導 くに到 った思想が

正しく,Noiseが主要を役割を果すのではなかろlうかとい うことである. もち

ろん,神経の意味ある情報はNoise.と分別されるであろ うが,入力情報がN⊃ise

との相互作用に よって処理 されることが推測される｡ もう一つは多体問題 とし

て確率化が有効であるとい う示唆である｡ CowanlO)はニューロンの sensitibity

の方程式に立脚してそれを'揖ami'ltonianform に変換す ることによって統計力

学の手法に乗せることを試みた｡

ここでは,一般化された神経運動方程式 (2.5) か ら確率方程式を導 く｡ニ

ューロンの興奮をmostdominantpartと fluctuatedpartか らなる とし

1Ⅹ 〔L/i(t)〕=<S&･(t)ラ +△Si(t)

とするO <S.(t)>の従う運功方程 式を導 くo (2 .5)か らA

yi(t+dt)--yO(i)-.b空 相 (ト 1ⅩCyi(t)〕)+F(t)

-T+Ⅹ+b(T-Ⅹl) (卜 1Ⅹ〔yi_tt)〕)

-Il (1-1Ⅹ〔舟 )〕+1x〔醐 〕)
n

+)･-x2 LJ･FJ･l L(勅 )

(2 .5)はXによらず成立す るか ら, 第 一 式 を Ⅹで 微 分す るo

Oニーbyi(t)1妄 〔yi(t)〕 + F ′ tt )

+1 -b (T一貫)1妄 〔 頼 t) 〕

-b(1-1Ⅹ〔yi(t)〕)

+L11妄〔yO(t日

(5.1)

(5.2)
時刻 tに£細胞が 早 口細胞が践 とる確率をそれぞれ f由 ･t)･fO(UP･t)i

とし,

p･(Ⅹ,t)-農 fi(ギ･t)d符I
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とすると (5 .1), (5 .2)は dt -0で,そ れぞれ _

JI= (POrⅩ,中 p.tx,t))dx-′Ⅹpo(Ⅹ,t)dx
も一 一イ>〇

十.xpO(Ⅹ,t)

--bど pi(Ⅹ･t)dx+ <F(t )ラ
-T ･+Ⅹ +b TiPi (Ⅹ, t)㌔

8

+il(1-Pi(Ⅹ･t- PD(Ⅹ p･畑 )

-b雪 (Ⅹ,t)+1+<F'困>+bT Pl(x)

巧 PO'(x)- o

(5.5)

(5.4)

但し右辺第一項積分の酪散を馨げるために十分大 きい x以上でカ ッ トされた

P(Ⅹ,t)を新たに P(Ⅹ,t) としてある,

).細胞か らの入力を aijlx 〔yj(t-TJ-) ) (握し, Ti は i ･j 間の転達

時間),自発放電がある場合のそのカを ㌔㌃用 とすると一･

F(t)=)･至iaij･1X lyi (tヤ 〕+fstttl

であるか ら

<Fq>=j葺iail:)･Ei5iPi (xIt-Ti)+<fsi(t)>

<FJtt)>ニー E ㍗.I(Ⅹ,t- I.)
jキL. ] )

(5･5)は十分大 きい任意の Llについて成立するから

1-Pi(Ⅹ9t)-PO(Ⅹ,t)

pi (Ⅹ･t)エ ビαi (W･t)eiwx dw

po(Ⅹ,t)エソ∞ α0 (W,t)eiⅧ dw-(:>⊂)

(5 .4) (5 .6) , (5 ,7)から

i
ai(ロ,t) こ す

cP (8･t)-.4
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(5 .5)で Ⅹ- 口とす ると,結局

pi(0,t)-1･ER 意 pJ(0小 で‥)･ b+ <fsi't,ラ～J ∫

+ di

但 し

であるか ら

5

di-孟 (Ti-JF*iaii一打 )l,.

<ui(t)>=1- Pi(0･t)

<oi"'>-Zユ 11 <oj(t-Tj)ラ-古 くfsi用 >
j･唇 bTi 乙

+E.
TJ

(5.8)

A- ei- 1一 意 (Ti- ,i )l

非線型方程式 (2.1)のCaianiello 係数は,興奮確率についての線型方

程式 (5 .9)の伝達確率に相 当す ることが判 るO叉 (2.1)がデ ィLyタル

墨を記述す る方程式であるのに対 し (5 .9)はアナログ意の方程式であるO
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