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神 経 方 程 式 ▲(I)

早大裡工 大 貫 倍

(5月21日受理 )

§1.序 論 .

神経系の活動の物質VC依鞄する ミクロ夜化学反応を抽象 した生茸的飯能を表

現する為にその数学形式を考察することは,胸の ソフ トウェ.アとしての機能に

ミクLロ充 V ベJVかち 近付こうとする際に必要である｡ この立場の根拠 と希って

いる思想は,胸畔基本的を素子の集合であ り,その兵舎構造特性に立脚iした空

間で行食われる情報変換 .時空 階 写像の低能が心啓塀象をあらわすであろうと

い うことであるO 心軍学 として考察される腰はその用語で判 るように物質か ら

切 り離された ソフ トウェアである｡ 一方脳生理学は物質的根拠を求めるハー ド

ウェア指向である｡このハードウェア研究 とソフ トケェ了的表現との断絶は著

しh o この断絶の下笹あって胎の研究は直々のVベルから行なわれ牽ければ食

ら夜恒 そして ミグロ充ハードウェア研究か ら,マクロ夜 y-フ ナウェ.7甥象へ

の遠筋の開発は,-当然その奉る暗点で一度ハードウェア現象を抽象 した ソフト

ウェア表琴への転換を必要とする｡ 適に心啓学か ら下ろうとすればその ソフ.千

ウェア表現をある程度普遍的表形式である数学に乗せて数坪心理学用語の開発

が行食われるOそ うしてハードウェア研究か ら材料用語を切 り-落した ソフ ナウ

ェア野数学形式と数理直撃学的表現 との接点を求めることによって断絶を埋め

み用語 体系が弼発され夜ければ充ら食い . その能発されることを待っている用

語体系を仮に q脳 の数学形式 "と呼べば.このアプローチ形式は Fig.1のよ

うにをる.oこのアプローチ形式が無用であるときめつけるのは易しいが有用で

あると主張す る.ことは難しい｡ 何故食らば奉だ開発の途上にある分野であり,

間藤の解決より透 間捗の発見,用語及び概念形式の段階にあるからであるo L

かしその必需性を推療することは出来るO何故そ らば ,胎の観能はその物質的

根拠に依存し牽がらも,それ抜上の抽象化された れ情報 "忙よって発堺するか

らであるO その根拠は主として電気生層的実験が支えてき食 ｡ 脳の堆能は,.外

界の事象をパJvスとい う抽象化された形式に･変換し,情報空間 として発甥する
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大貫 信

ことによって物質反応系が高次Pソフ トウェア系に質的変容を遂げえた も̀のと

見なせるか らである｡ それ故物質LBj上K.哲学化され得て観念を降成,処理で き

るように食った存在であるO

脳の数学形式の掛究蛙,それ故電気生坪的実験に基づ く抽象化された情報即

ちパ7レスの処理に鮎する形式の表頚か ら始まった｡ それは主としてバイオニ ッ

クスとして発展したO数学形式は常に神経 に熊す る概念の探求 と密着している0
1)

数学形式 と観念 との切 り離せ充Vl熊係の車で ,稜 々の試みが夜されたo それ

で も葱か末だ概念形成 (ccm epも FctrmU,latio羊コ)段階にある. それ故 イン

タディシプ リナ リー (学際)研究が必要であるが,集団の琴子のあ らわす情報

処理形式に於ける概念に,統計力学分野の概念が有用かも知れ食hoその よう

を観点に立って吻性研究 vo1.15,no.5- 5を試みたO それに対して,栄

だ物質としての胞に.のみ執着したがる人々か ら,ソフ トウェア的夜形式の議論

について方法論 としての批判を受けた.また別の 匪 Jbを寄せる人々からは具 鉢

的査問好呈示の要求を受けたO 前者の批判は常にそ うであるが,物理にハー ド

ウェア物理 とシフ トウェア物理があることを忘れた誤診によるもので.時空間

の数学癖式についての ソフ トウェア研究が常VC物琴表現の命題の一つであるこ

とを忘れてしまった今 日的状況に埋没した意 見であるので ,序論でその アプロ

-チ形式を述べた次第であるO 後者の鹿数的批判は もっ ともである｡ 例えば,

この分野に於ける閑静VCついて文献2)をあげてお巾 たOしかし.間岸はそれ

VC.とどま らたいが , 明確化でき食いO何故希 ら,微分方程式の解を求めて終 り

とい う数 の間妙にまで煮つめられてい希いか らである.間藤発見と観念形成を

待つ未知の空洞である｡ 従って問欝発見 と解決が常に同時に行をわれつつある

分野で .5.- 10年を経て厳密解を待つ とい う間藤は未だ存在 し充hoそ こで一

般的に語 るとソフ ナウェア概念を求めると語 らざるを特発いO

更に物性研究 vo1.15,n05は説明不足であるとのか叱 りを受けたので ,

ここでは神経方程式とい う名に耳慣れ希い方々の為陀も少し詳 しく記述す るこ

とを心がけた｡

§2.神経素子の非線型機能

神経素子を信号 転達 とい う点で抽象化す ると高度の､非線型性を持つ｡その信
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頼経方模式 (i)

骨 伝導の特性の代表的夜ものは

1･ 空間加重 2･ 転業特畢性 (発火の特異性)

重力､ ′4. 伝達時間 5. 時間加重 6. 履歴

5. 椎体輯値 ,非加

7. 魔 対不応期

8. 消却 ?. PSP連続性 ,時贋 的減衰L｡

神経空間は,物質空間が物質お よびェネタレギー伝達の空間であるのVt比して,

情報信号 転連の空間で参る■ことが特徴であ り･,それ陀よっ て始めて物質空間が

情帝空間に質的変容を遂げ得た ものであるOその場 合,ある細胞 体に軸索,棉

状突堪そ し空 シナプ スを経て伝え られた信号はその給和がある絶対聞値 (豆)

以上拡充つて始めてその細胞 体は発火 LjiJvスを発生 し信号 を他細胞 体に伝え

る (Fig.2)O

ハードウェア (ミクロ)

材料,化学反応 プロセス

ソフ ナウェア (マ ク ロ)

心 啓瑛象

脳の数 学 形 式

(ミクロ,マクロ)

斉ig.1

Fig.2 ニュー ロン
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A ー軸索

T) 樹状突起

sA 軸系起姶部

S シナプス

ーヰ 信号 の痴れる方向



大貫 信

細胞 棒を信号伝達の旗手にたとえるとこのようを発火の特異性は転達の特異

性 とも云える｡細胞 体の状･*は発火している (di- 1)′･かしてい食いか (qi

- o)の 2状静が考え られる故,これが イージングスゼンとしてモデル化されメ

るのではなかろ うかとい う考えがあって当然であるが,イージングスピン系笹

比してより高度の非線型効果を持つ故に･このモデル_化はまだ成功してい奇ho

さまざま夜無視 を行食えば一次近似七 してはイージングスピン系と出来るが,

それを包含したより高度の特徴 としてどのような力学策が構成されるかが問題

と浸るoその基礎づけ として･ここで神経空間にまつわる数学形式に?い､て少

し廃っ込んだ議論をす考 01- 5_の機能は次のよう陀あらわされ:a (準 恥 -

1loch,Pitts,1945)O

13 0J (ち)- Tl 〕
oi巨 ) = e 〔j葦1a･･

2 Ⅹ≧ o
e(Ⅹ)-i

O X < 0

ここで

0(t-)-Gly(ち)〕ノ

とすれば上式は

(2.1)

(2.2)

yi(ち)- ∑ aij Oj(ち)- Tこ
jキi 1

と等価であ り (2.2)は伝達特異性 (発火特異性)をあらわす｡･細胞 体の発火

によって生起したパ′レスは軸系に沿って 5'ナブスに伝わ り,シナプスで T時隈

後に後シナプス電位 (PS‡))とそってあらわれる｡それは直接に細胞体に伝

pわ り,ある歩合には樹状突起を経て細胞 体VC伝わ り,軸索起始部の電位の上昇

に寄与する｡ 細胞終わ発火か ら軸累起姶吾ほ での伝達時間をシナプス滞在時間

でとその他の時間 Ti/Jの和として考えると (2･1)紘

o i(I+T)=e _崇 i aij O 3'も~Tij '卜 Ti〕 2̀･5)

と浸る｡ 細胞 棒に到達 した信号は,.その発火を持たらすに到ら恵い場合はそこ
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神経方程式 (i)

に蓄準 されるoそれ故信号 の時間加重効果があ らわれ (2.5)は ,機能 7 (級

逮)を Thl と,Lて
i

o l ( ち.r)-e 〔 且 ナ至n ai(JT) o j(i-Ti上 rT ト で i Th i(ち)〕
j* i r30

(2 .4)

と夜 るが ,ここで時間は間隔 丁で離散的にはか_られる とし,すべての細胞 体の

発火不尭 火が このL離散的時 間で同期 している＼と仮定され･だOさ らに信号が シナ

プえを通過する ことに よって シナプス 伝達の効果が変化するとい う履歴＼を考え

て相 互作用 aijは Tの縄数 とされる (Caianiello,1961)O

神経空間について敵散的時間空間 とした仮定が正当でbJるか どうかは重要夜

問題である｡ この間静は叉 , Oが発火の特異性故に ,時間微分不可能である事

と耗連 している0 時間微分不可能で ある為に,離散的時間の貴 人を余儀牽 くさ

れ るOそ こで離散時間を T とせずに微少隙間△ 七におしとどめてお くO 叉 ,時

間加重を (2.4)の形式で貴く∴別の形式であ らわすことVZ:よって,･以後の展

開をよ り容易にす る o yi についての泰男で亭己述す ると

vi(七十△七)= t(△七)yil(七)+謹 皇∂ijr(七)oj(セムでij)- Ti
(2.5)

第 1項は時間 加墓を示 し,更に細胞 体に到遷 した電位はpSPとして正確には

時 間的に減一衰す る (枚離 9の後半)敏に年 も間隔の減衰 を bイ△七) とする｡

△七 ≪ 1VC対 して緩和時間を T･i とす ると

1
b(△七)二二1- - △ 七

･Ti

(2.6)

で よいo

細胞 体が発火す る とそれまで蓄瞭された信号は消却され,時 間加藍はその時

点で 0陀:帰す るか ら, (2.5)は

yl(t'△七)=b(△七)炉 も)(1-01(ち))'j葦i,aiJ (t巧 (t~rlJ)

- Tl+ t(△七)(1-01(ち))+ Thl(ち) (2･7)

と改良されるO 右辺第/4項 は,絶対触値は細胞 体電位に与え られる一種のカで
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あるが,他細胞 捧からの刺激と異なって時間加重されず,常に一定のカとしてL

加わっている非加重力であるか ら･右辺第-項によって余分に付加される Ti
人

の効果を打消すために加えられた もので,絶対圃値の非加重効果をあらわして

いる.

細胞体は一度発火すると定常状腰 に戻るのに時間 (約 1m see)がかか り,

その筒にどのように刺激が来ても発火しない絶,対不応期があるO この効果は絶
1

対不応期 (To)の間は,非常に大きい負の鋸値 (一･L)が加わると鬼をす こと

が出来るので,その効果を Thとして

Th l(i)-r空 o ･8･i(ri)0 1(i-r･T)

LLTl=
ail

- Ll for O< rT≦ To

Ll′ fcr Toく rT ≦ T /

o for Tr< rT

-(2.8)

とあらわすことが出来る (ca- iello,19… )o altlr)の 2列目の効果

..は,絶対不応期の後VC続 く相対不応期

この表現は夜分核を用いて .̀ T̀こくく 1

蔵考をEiid5
●g

･ュ甘-
qLu

として

○く⊃

Thi(ち)=~iKl(t~S)oi(S)ds

(2.9)

として もよい (Calanlello,1966)o T
細胞 体発火VC伴 う絶対不応期の化季

反応 プロセスVCついては未だ定説は食

いが,抽象化して,発火によって状態

･の変化を来す と⊥般化することが出来

したも
･

のである｡

Ei.g′.3 閲値の時間変化

るロ 相対不応期を無視すると･発火と同時に抽象的を量 wiが Ⅹ (負債)に

夜 り,欣 第に増加して To後に Oに帰すると考え･wiの時間変化を-
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~とし,

神経方程式 (日

･澗1圧 十△七)= (Wl(ち)+△)(lュe(Wi(ち))+ⅩOi(七) (2･10)

Thi(七)= -L(い C･(w l(i))) (2･11)-

とあらわすことも出来る｡ (2.9)蛙絶対不応期にまつわ る細胞体の ミクロな

変化過程を抽象畳 W 畔 mapした もので一般的を裏芸である｡

§5.PSP連続性I㌔.
坤躯体の発火は,デイジクーhJVであ)-ゝ1

る-p Lかしその効果が他細胞に伝え

られる直前でシナプスに於てPSP

に変換される｡PS王つの時間変化は

Fig.4に示す､ようVL時間的に'改め

らかである｡ シナ プスでディジタル

｣..3.→

Fig.4
王⊃SPの暗闇変化

信号はアナログ信号に変換されると考えられるO胎のマクロ夜塀象としての機

能はディジタルとい うよりアナログ的であるO そ うしたアナログ性が ミクロ充

ディジタルプ葺JJt:スか ら如何にして持たらされ るか とい う閑静が, ミクロプロ

セスの数式化 (2.1),(2,4)の発表後振起された. その起因を ミクロ査プロ

セスでのP≡Pめ アナログ性に帰着しようとい うアイデアが生れた (その例は

神経方程式 (A)で述べる) o しか し,まともにこの間藤にぶつかると,発火

にまつわるディジグ タレ性(rSやは り無視出来貴ho (2.4)は発火のディジグ ′レ

性は取 り込んであるが,pSP連続性については Fig.4 (点線)の如 く巾 T

のパJL,スでディジタル化してしまったことに浸る-｡そ こで ,PSP連続性を生

かすために,パJVス由を縮めて △七として pe･sitiveであるが,非常に′J､さ

い値をとらせれば (その可能性は後で否定される)その極限で アナログ性を取

り込めるのでは充かろうかと考えられる,邑2姓そ うしたことか ら.機能 1-

9を (2.7),(2.9)叉は (2.ll)であらわすことにした O

§4.鹿散時間の評価 .

1ケの細胞 体に着 目すると絶対不応勅がある為 にパ ′レス振動数は 2n:/To政

一228- ･
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上にはな り得を高O従って細胞 棒はパルス振動準咋ついて帯域巾 2汀/Toの フ

ィJVターと考えられ るOこの こ̀とが直ちに全体の空間を離散暗闇 とす る理由に

はな ら夜い.全 棒の空間についての時間構造を評価す る為には.,集団ではァン

サンプ)V平均が mOISも dominanも把をる､と.考えると,アンサンプ/レ平均 を物

琴畳 とす る空間での敵散時間を評価することを試み る｡ その際 ,絶 対不応期が

アンサンプ)V平均 の時間の敵散化に.及ぼす影響を考察す るO

絶対不応期 VCおける状静変化を記述する (2･10)で 一 W~i 按 Ⅹ - Ⅹ.,Ⅹ 2･,

Ⅹ5, ,ⅩN- ロの塵散的 ステップを とるとし,時刻 tK Wi-Ⅹkである

確率 f(Ⅹk;ち)VCよって アンサンブル平均は,To′を Ⅹ1-ヰⅩNへの移行の

時間 とす る.と ((4.18)が成立する) ,

N

< wi(ち)> = 謹 . xkf(Ⅹk;＼七)

(N-1)△ ニ ーⅩ

(N-1)△も- To′

(4.1)

と在 るp (2･10)の S･uccha･sticprooessについて任意を要す るoWiは

仮に導入された畳であって,一度発火す る と決定論的に このプ ロセスを経過す
I

るのであって,Wi の 統 計性 は 発 火 す る か 否 か ･ ･ 即 ち Oi の統計性によってい

る｡ 従って

I(Ⅹk+1Hu+△七)=i(Ⅹk;ち)

i(Ⅹ1'･七十△)-< 01(七)ラ

が を りたつ｡ (4･5)右辺は 01= 1又 は oであるか ら ol= 1VE.怒る確率で も■
ある｡

(4.1), (4.2), (4.5)を用いて

N

∑ Xk Hxk ;ち+△七)=
慌=i

N-1
∑

●k三言1
(Ⅹk+△)I(Ⅹk;七)

+ X< oi(i)>

-227-
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神経方程式 (I)

ここでステップを変位する速さ

△
Ⅴ = ~~二一:--二二二:

△七

を導入し,

Ⅴ
Ⅹ

Tb′

で ,Ⅹ1陀なってか らの経過時間 Sを用いて

甲 ≡ vs+Ⅹ 一

とし, I(Ⅹk;ち)をなめ らかを函数 p(符;ち)で
∠ゝ

Xk+ チ

f △ p(符;ち)dn:= f(Xk;ち)

Xk~手
＼

とあらわすことVCす ると (牛2), (4.5)は

p(甲;ち) = p(Ⅹ1;ト S)

p(茎1;ち)△ - < ql(い△も)>l

,(4.4)紘

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.-8)

ロ
< 再 七十△も)>- < 扉 †)> + I p(q;七)△ 叫 + Ⅹ<oi(ち)>Ⅹ

(4.9)

(4.5)(4.6) (4.8)を用いると .
′

0

,/ p(巧言)△ 叫
Ⅹ

であるか ら (4.9)は

ToU

エ ム ÷ f < oi(1,や > d畠 -.T( 0

<扉 も+△七)> - <符(ち)> - -
Ⅹ

To′ 0

To/

f<qih ーB△七)>ds

+ X< oi(i)>

-2 2 8-ニー

(4.10)
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< 頼 +-七)> ～ <頼 )>･ △七 浩 子頼 )>

<ql(七十-ち)> ～ <ol(ち)>+ △七ま く ol川 >

で近似すると (4.10)紘

d < ?(i)>
△七-

dt Ⅹ

或いは時間微分して

△ti
d2 < 7(,ち)>

dt2 Ⅹ

r ′
0

<o･(ち)> 一 -L f<oi(ち-8)> ds
l バ To′0

′

･許 O｣しくo･(t-a), ds
dt 1 (4.ll)

-か ま <oi ' t)> 一 芸 <oi(i-To''' '

-まくoi(i)> ri '' 伊 )> -<gi'七-､To′)>) (4L･12'

ここで △七一 0とすると<qi(ち)> は技勤し浸 く浸るO虫odi占ck ら̀の猫の

嫡牛神経額の自発放電の観察はパJVス間隔が pr如 BSOn又は gaus声分布する

5) 従って <oi巨 )> の振動 を許す為には △七は possi-ことを示しているo

<符(ち)>
･uiveで牽ければをら夜ho (4.12)の Fourier穣分から,

<o<(ち)> と同じ振動数を持つか ら,⊥

′
･M o- (卜 exp(-&ユWTo′)I)

- △も い lW (1-exp(十 la"o′))-W2ToJA(a,)i

但し Arα) -
< 符(QJ)>

/<?i(a)>

lA(a)f≦ 1 であるから (4.1_5】) より

牟2(a')> △七'> △ 1(a')
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(4.14)

(4.15)



神経方程式 (I)

△11(a)-

△2(W)=

但 し

(1-cie･swTo′)2+･(a- 0 - 8土 n w To,)2
′

(1TCOS由 T.′)21+ sip-2w To′+ W io)

(卜 ccts伽 To′)2+ (伽 To - Sin W To′L)2
′

ccs伽でoJ)2+ sln2Q,To' - Q- o′i
′

To

a To′が O-上方の範蘭では,△七は 7 -5T ′ であ り2 0

/
To+△七= To

(4.16)

(4.17)

(4.18)

'4

を用いると,△七は 吉 でO -盲 ,[｡ である-｡ 即ち < qi(i)> 把 O-数百 サ4

ねばをら希いO

以上のことからpSP連続性 とい うミクロねアナログ性を示唆する現象があ

るにも拘 らず ,やは り神経空間は△ tの彪敵的時間壁際構造をしている O △七

の この巾は,細胞 韓の発火に伴 う電位変化をパ､ルスであらわす とした場合の巾

として適切である (Fig.5)｡ 聾想状

態 として発火の電位変化はパ/レスと考え

るのが よho生 体物質が実は′ヾルスtを正

確t･PL作 りたかつ産にも拘らず生体物喪の

宿命 としてダ ラダ ラしたものVC.牽つ七し

まった と考え られるroこのように生物系

の琴論化に於ては ,理想状静が何である

-⊥斗 △もト

かを明確にする必要があるo理論は常に

抽象化を追 うものであるが ,そわ際に無視すべ きダラダラさを明 らかに し牽け

れば怒ら奇h o このことは特に生物系を扱 う時yc留意5'るべ き点である｡一般

的に云って ,あるダラダラさを務 くす方向疫進むことu･'可能費こともあるが,

逆にはっ きりした一ものをダ ラダラしたもの とみ充して群論化して捜査ら希い

(特異指向の概念) o PSPも一見アナログに見えるがやは り△ 七巾のパ′レス

I

-250-



大賞 膚

の.みとみ査した方がよいことが判るO離散時間に伴 う困難昧先に述べたように

それが同期性の仮定を生むとい うことであるO それを避ける為に･△､もを時間

の不確定さとみをす とよいであろ うO即ち･(2･7)での Ojは △もの巾め 中で

の入力として△ 七巾の時間平均的夜ものとみ脅せば同期性の仮定から逃れるこ

とが出来 ようOこの△ 七は従って もiⅡG もoleranQeとみ夜すことが出来るo

神経空間は,細胞が離散的に牙布しているとレ､う speもial tolerar,ceの他

･陀 time toleranceのある空間と考えるO .

psp連続性∵をマクロ夜頭象に於けるアナログ性の ミクロをレベjVでの保証

とする考えは ,従って直ちには認められないO 決定論的方程式 (2.7)ではや

は り,_△ 与は時間の ミクロ脅不確さを示す解釈 しても,その微分不可能性は残

るo そこ でマクロ夜アナログ性に到達す るVCは,一つの考えとして統計性を華●

人することが考え られるoこ仇敵考の延長は神経方程式 (Ⅱ)で述べ られる9
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