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研究会報告

リミッ トサ イ クル型神経回路網 におけるメモ リダイ
ナ ミックス

奈良重俊､PeterDavis､森裕平

ATR光電披通信研究所

$1 問題意識及びモデルの概略

現代のシリコンテクノロジーか ら生み出された集積回路 を用いた計算機は急激

な発展 を遂げ､社会に情報革命とす ら言える大 きな影響 を与えている｡ しか しそ

の基礎 となるアル ゴ リズムは VonNeumanや Turing等にさか登 る源流 を持

ち､その情報処理方式 はノイマン型又は逐次処理型 と呼ばれ､ディジタルな信号

列を順次処理する方法で､正確な高速データ処理 を可能ならしめた｡ しか しなが

ら､ この処理方式は生物 (人間 )の卓越 した情報処理能力の一部を実現､発展 さ

せたものであ り､生体の持つ他の能力､すなわち極めて柔軟性に富んだ情報処理

能力を実現するには不適当あるいは大きな困錐性 を持つ とされて.いる. ノイマ ン

型処理による広範な著 しい成功に際 し､その方式の不得手な部分が新ためてより

先鋭化 して促えられ､現在の情報処理研究の大 きな流れの重要な部分 となってい

ると考えられる｡我々はこうした問題に物理学的な問題意識 とや り方でアプロー

チ して行 こうとする ものである｡即ち､ とらえ方の立脚点 として､

(1) 情報処理系を非線形動力学系 とみなす とする｡ その時に系の動力学的構造 と

情報処理機能 (特に非ノイマン型的性格 を持つ もの )との間に何 らかの関連

な り対応関係が存在するのかどうか?

(2) 既 に自然現象 と して (生体 を含む)あ るいはその記述のためのモデルに

よって実現､解析 されている､動力学的構造の知れている系に何 らかの情報

処理機能を持たせ ることがで きるだろうか?

と言う二つの問題意識を持っているわけである｡

しか しこれのみでは一般論としての疑問に しかならず､ より焦点をはっきり

させる必要がある｡ そこで耗々は､ とりあげる情報処理機能 としては､

(A) 取 り扱 うデー タ量が膨大で combinatorialexplosionが発生 し､ ノイマ ン型

処理では現実的処理時間で終了 しないような場合 (NP完全な問題等 )
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｢カオスとその周辺｣

(B) ノイマン型処理に基すいてプログラムを書 き下そ うとした時その プログラ

ムの complexityが著 しく高 く､現実的な長さで書 き下すことが困経である

ような場合

の二つ及びその組合せ を取 り上げることとす る｡ またそれに付随 して具体的に取

り扱 うモデル としては､

(班)離散状態 ･離散時間近似 (セルオー トマ トン的近似)を行った神経回路網のモ

デル を採用する｡ そ して､記録 させたい発火パ ター ンを表すベ ク トル(複

数 )を幾つかのループ状に相関をとった行列 をシナプス行列 と して とる｡

こうして何個かの リミットサイクルを埋め込んだ神経回路網 を考える｡

注意すべ き事 として､離散状態 ･離散時間近似 をとった神経回路網のモデルは実在

の ものをきわめて大 きく単純化 したモデルであ り､ それによって情報処理上重要

な部分を落として しまったか もしれないことはあ り得ることである｡ しか しこ

こではこれ以上モデルの近似問題には立ち入 らない｡

さて次に言及すべ きことは､なぜ リミッ トサ イクル型のメモ リを埋め込んだ

もの を採用す るか と言 うことである｡ 前記 (1)と(2)に述べたように､花々は系

の動力学的構造 と情報処理機能との間に存在す る(であろう?)対応関係 を重要視

する｡現在 までに神姫回路網のいろいろなモデルを用いて情報処理 をさせた例は

い くつかあるが (例 えば自己相関型神経回路 モデルあるいはバ ックプ ロパ ゲ-

シ ョンな ど)それ らはおおよそ many-t0-0necorrespondenceに もとず く情報処

理機能とみなせると考えられる｡

このように､(佳意の )状態空間を定め､その中に少数個のア トラクター を埋

め込む(学習すると言 うべ きであろうが本稿で は学習についての言及は省略する

のでこの言葉を用いることとする )ことにより､相空間を分割 して many-t0-One

correspondenceの動力学を実現 させ､それを情報処理に用いることがで きる と

言える｡ その ような考えを自然に延長 して､我々 は単純 なア トラクター (limit

cycle)が系の主要なパラメータを変化 させることにより不安定とな り､様々な分

岐を経てカオス となるような動力学的現象を､ より高次の情報処理機能の分析､

理解のための武器 として用い､かつその応用 を念頭に置いた再構成 を図ろうとす

るものである｡言い換えれば､注目する系に存在するところの動力学的構造特に

リミッ トサ イクルやカオスの重要性 を認識 し､ その分岐構造 とカオスか ら発生す

る力学情報 (これは初期条件の無限′J､なずれが無限に拡大 しかつ広い相空間にわた

る意味で one-to一manycorrespondenceに相当す る)を分岐パ ラメー タの比較的単

純なルールに基ず くパ ラメータダイナ ミックスにより制御を行 ってこれ を利用

することにより､上記のノイマン型処理における二つの困維性(A)combinatorial

explosion､(B)programcomplexityを逓減 しようとす るものである｡ この よう
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研究会報告

な視点は､孜 々が なぜ具体的に取 り上げるモデル と して リ ミッ トサ イクル を埋

め込んだ神経回路網系を選んで研究す るか と言 う事に対する理由を与えている｡

さてそれに基ず い て､以下に我々の取 り扱 う神経回路網の もう少 し具体的な時

間発展の差分方程式等 を記 してお く｡

今 〃 個の神経細胞があ り､その発火､非発火がおのおの

･̀ - 巨 (i- 1～Ⅳ ,

なる力学変数で表 される とし､ また各神経細胞の状態の時間発展は

〟

S･･'L' 1' - 0 tJElTij Sj(t'-hLi

で記述 される とす る､ただ し

0(x)=

(1.1)

(1･2)

(1･3)

である とし､iTlj)の行列 はシナプス結合行列である｡hlは各神経細胞の開催で
あ り､ この小論で は便宜上すべ てゼ ロととる｡ リミッ トサ イクル を埋め込 む と

しているので､埋 め込みたい発火パ ター ンの集合 代 1(今の場合はベ ク ト)i,集合 )

をとり､1リミッ トサ イクル当た りのパ ター ン数 を M個 とし､ それを合計で L

個 とる とす る と行列 T は

i M
T - ∑ ∑e rl⑳ ep

p=l̂=l

となる｡ ⑳は直積 をとる記号である. ちドM+1= ㍉ l とす る｡

(1･4)

与2 リミッ トサ イクル型メモ リの記憶想起特性

(1･4)に よって埋 め込 まれた リミッ トサ イ クルは定 まった大 きさと構造の ある

basinを持 ち､Slで述べた ような意味でのmany-t0-0necorrespondenceに基ず く

情報処理機能 を持つ｡例 えばその ノイズ除去能力の性能 は実際にシ ミュ レー シ ョ

ンを実行 してみ る と､ 自己相関型のシナプス行列 を持たせた系 に比べ､Mが大 き

い程 よい ことが わかる. 今､埋め込んだ発火パ ター ンの うちの一つ (これ をタ-
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｢カオスとその周辺｣

ゲッ トパ ター ンA とよぶ )を選び､それに乱数発生若芽か らの ノイズを加え初期条

件 とし､(1.2)に代入 してどんな発火パター ンに収束す るかを調べ､それ を多 く

の初期条件のアンサ ンブルにわたって平均 し､統計的データをとる｡図1は､.そ

うやって得 られたデータの一つを示 してある｡横軸は収束 した時のパ ター ンと

ターゲ ッ トパターンとの内積

cosO=(1/N)A.S(t) (2･1)

であ り､縦軸はその分布を表す｡いま充分大 きくとって収束させた もの とす る｡

C｡so=1は加えた ノイズが完全 に除去 されたこと■を示 し､他 は全 てい わゆる

spuriousattractorに収束 したことを表す｡図1によると､ リミッ トサ イクルの周

期が長いほどノイズ除去能力は高いことがわかる｡ ここで注意 して欲 しい事は､

このノイズ除去能力の改良の結果はア トラクターの数が減少 したことによる効果

ではない ということである｡ 詳 しくは我々の論文を参照 されたい｡
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!3 系の主要パ ラメータの変化に基ず く遍歴軌道

さてilに述べた方針によって我々はこの系の主要なパラメータを変イヒさせる

ことにより､多 くのア トラクターを経巡る軌道が存在す る動力学的状態 を得たい

わけで あ るが､上の ノイズ除去能力 に見 られる ようにア トラク ター とその

basinは大変安定で容易には不安定化 しない｡ またそれだからこそ大 きなノイズ
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に対 して も正 しい記憶の想起がで きるわけである｡我々はその安定性が､一つの

神経細胞が他の多 くの神姫細胞か らの協力的場 (ス ピン系な どの相転移で言 うと

ころの ｢分子場｣)を受けていることによるものであると考える｡ そこで､現実

の神経回路網ではグローバルに興奮や抑制をかける様々な神経細胞が存在するこ

とに注意 して､たとえば各神経細胞 を updateする際の シナプスの結合距離 をパ

ラメータととり､ある時刻にそれをステップ関数的にせばめる(結合距離 を小 さ

くする)変化 を与えた｡ 神経細胞数 〃=400の例で言えばその rangeパ ラメー

タ R=400をある時刻に例えば R=40ととり

S･･'t' 1 '- 0 tj={宇 土 2., T ･･j Sj 't ' )
(3･1)

とする｡ ここに ii;±20)は i-siteを中心に前後､計で40個の近傍の神経細胞

のみか らの信号 を Tij を通 じた積和 で取 り入れることを示す｡ ただ し今のモデ

ルでは､ シナプスの結合の強さに距離依存性 を導入 していないので距離 とい うの

は結合個数の意味であ り､神縫細胞間の遠近 とは関係が ない ことを注意 してお

く｡ さてこうしたパ ラメー タスイ ッチの導入により､それ まで他の リミッ トサ

イクルのパ ター ンとの重な りか ら くる影響に坑 して､当該 リミッ トサ イクルの

安定性 を保証 していたおのおのの神経細胞が受ける ｢分子場｣が揺 らぐ(弱 くな

る)ような効果 を与える｡ こうした一種の信号伝達の抑制に より､一般的に言 え

ば､Ⅳ の一桁下が った レインジぐらいで元のア トラクターは不安定 とな り､系

の発火パ ター ン fSi(i))は相空間内で遍歴的(itinerant)となる傾向を持 ち始め

る｡ この軌道が発火パ ター ンの相空間 (N=400だと400次元の中の超立方体 の

上の2400個の頂点か らなる空間)の どのあた りを通過 しているのかを調べ るた

め､ レインジR とその値での時間発展継続時間 t を一組のパ ラメー タ p…tR,
可 とし､ ある p の ところでの時間発展の後､ もとの仝結合に戻 して時間発展 を

続けてやる (図2参照 )｡するとある p の ところでの時間発展の時､埋め こんで

あるどれかのア トラクターのbasin を通過 していると､仝結合になった際､速

やかにそのア トラクターに収束するため､大体の通過領域 を知る と共にその近 く

のア トラクター (自分自身~をも含 む )に移 ることがで きる(図3参照 )｡従 って こ

のパラメー タ p のスイッチ ンのや り方をあるルールの もとで設定すると (たと

えば p-(氏:一定､t:単調増加 )な ど)､記憶の想起についての分岐構造 (カオ

スを含 む )を得ることがで きる.現在､一部の初期条件に対する軌道不安定性及

び不変測度の存在を数値的に確認 した ことに より､前記の遍歴軌道が カオス的で

あるこ とはほほ確かめ られているが､ より正確には我々の他の論文 を参照 して

もらうこととしてここではこれ以上 は立ち入 らないこ とにす る｡ ここで托々が

主張 したいことは､

｢系の主要なパ ラメー タを (少数個 )取 り上げて､ それ を変化 させ ることに
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｢カオスとその周辺｣

より､ この神経回路網に､ある分岐構造 を持 った動力学的状態が実現 される｡

それは､記憶単位の連鎖あるいはその部分集合の融合(merge)等､ カオスに

ょる力学的情報の発生 を含め多様 な分岐構造 を持 ち､記憶内容 をもとに した

種 々の情報処理機能を分析､理解す る武者封こなるだろ う｡ また これ を応用す

ることにより､非 ノイマ ン型情報処理機能を実現で きるか もしれない｡｣

と言 うことである｡

LC ICo i

パ ラメ タスイ ッチ ングのや り方

図2 ラ ンダムパ ター ン中の遍歴軌 道

引 き込み回数

IO

リミッ トサイクル番号

6レイ ンジで 1ス テ ップず つ 1000ス
テ ップまで進めた時に各 ステ ップで通
過す るbasinの ヒス トグ ラム｡ ただ L
spuriousattractorの basinを通過 して
いる場合は除いてある｡

i5 おわ りに

孜々は､情報処理系 を非線形動力学系 とみなす とする立場か ら､系の動力学的

構造 と情報処理機能 (特に非 ノイマ ン型的性格 を持つ もの )との間に何 らかの関

連な り対応関係が存在するのか どうか とい う物理学的な問題意識を持 っている事

を示 した. そ してその中で､単純 なア トラク ター (fixedpointや lirpitcycle)

は､位相空間内で many一七0-0mecorrespondenceの性質 を持 ってい る こ とを墜

べ ､特 に神提 回路網 モ デ ル に お け る リ ミ ッ トサ イ ク ル を利 用 して error

correctingretrievalmemory としての情報処理機能 を持 たせた ものに注目した｡

その系において､ システムパラメー タとしてのシナプス結合距離 (個数 )を仝結

合 と部分的結合の間でスイッチするルールを設定することにより､メモ リの位相

空間内である分岐構造を持 ったようなダイナ ミカルな状態を作 り出すことができ
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る事を示 した｡ そ してその神経回路網の発火パ ター ンの ダイナ ミックス とその

分岐構造上での比較的単純なルールに基ず くパ ラメー タダイナ ミックス とを組み

合せる事により､ ノイマ ン型では不得手な情報処理機能 (例 えば ノイマ ン型処理

に よる と､combinatorialexplosionが発生 した り､programcomplexityが極 め

て高 くなるような問題 )を扱 うことがで きるか もしれない とい う事を述べた｡
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