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Abstract: This research explores the information processing functions arising from the unique structure
of the hippocampus. Specifically, two structural features are elaborated in this paper. The first is
neurogenesis which takes place in the dentate gyrus and the other is the recursive neuronal projection
seen in CA3. Here we refer to the representations of Restricted Boltzmann Machines (RBMs), one of the
important forms of Deep Learning, and their constitutively extended models. In addition to the
functionalities of ordinary RBMs, extended RBMs acquire novel features which may provide insight to
the explanation of cognitive functions in the hippocampus.

1. はじめに
神経科学実験の成果として発見された知見は，人
工知能関連技術の開発において多くの示唆を与えう
ると考えられてきた．一方で，機械学習をはじめと
した様々なコンピュータサイエンス研究によって得
られた知見も，神経科学において得られた知見に解
釈を与えうる．
本稿では，海馬と呼ばれる脳領域の特徴的な構造
が果たす情報処理機能を，さまざまな人工ニューラ
ルネットワークモデルを用いた実験結果から考察す
る．このとき，近年注目を集めている深層学習の構
成 要 素 の 1 つ と し て 知 ら れ て い る ， Restricted
Boltzmann Machine (RBM)の構造的拡張モデルが獲
得する情報表現に主に着目する．
RBM がもつ特徴抽出器，連想記憶器，生成モデル
としての機能は，海馬の代表的な機能の 1 部として
あげられる場合がある．従って RBM は海馬の機能
を考察する上で有望な可能性がある．

2. 海馬の構造
本章では，本稿で扱う海馬の知見をまとめる．
海馬の神経接続[1]を図 1 に示す．本稿では，図 1
に示したの中でも特徴的な構造をもつ歯状回と CA3
に注目する．

図 1 海馬の神経接続[1]
歯状回は主に嗅内野から入力を受け，CA3 へと情
報を伝達する．成体におけるほとんどの脳領域で神
経細胞は新たに発現しないことが知られているが，
歯状回は例外的に多くのニューロンが新生している
ことが発見された[2]．新生ニューロンは可塑性が高
い[3]ほか，パタン分離[4]や記憶の消去[5]など周辺の
ニューロンとは異なる機能性を持っているという知
見が多く示されている．
CA3 は歯状回や嗅内野から受けた情報を CA1 へ
と伝達する．脳内でも特に強い再帰的神経投射が存
在していることが知られている領域である[6]．
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3. 海馬の構造に着目した
RBM の拡張モデル
本章では，2 種類の構造的な特徴をもつ RBM の拡
張モデルと，それらを組み合わせた複合学習モデル
を主に扱う．モデルが獲得する表現について考察す
ることで，各構造が果たしうる情報処理に関する示
唆を与えることを目指す．

3.1 素子数が動的に増加する
RBM の拡張モデル
素子数が動的に増加する RBM の拡張モデルには、
以下のモデルがある．

ordered RBM[7]

infinite RBM [7]

incremental learning RBM (IL-RBM) [8]
RBM 以外では，以下のモデルは上記のモデルと共
通する有用な示唆を与える．

Resource Allocating Networks (RAN) [9]

denoising Autoencoder を用いた逐次学習方[10]

3.1.1 既学習情報を失わない逐次学習
多くの人工ニューラルネットワークの学習には，
破壊的干渉と呼ばれる問題がある[11]．これは後か
ら学習した情報が先に学習した情報を上書きする現
象を意味する．従って人工ニューラルネットワーク
を用いて逐次学習を行う際には，注意が必要である．
海馬によって行われる記憶は，神経の可塑的変化
を伴うが，逐次的に学習することが求められる．従
って人工ニューラルネットワークと同様に破壊的干
渉に準じた問題が起こる可能性が想定される．
新たな素子を動的に加えながら学習する方法は，
破壊的干渉の対策として有効な場合があることが複
数の文献で報告されている [9-11]．
したがって歯状回の新生ニューロンは，海馬での
逐次学習で既学習情報の消失を防ぐ役割を担うこと
も可能性の 1 つとして考えられる．

3.1.2 高速な学習
素子を動的に追加する学習手法の 1 部は，設定す
るハイパーパラメータや学習方法によって学習にか
かる実行時間を大幅に短縮できる場合がある[15]．
一方で，高速な学習によって得られた特徴表現は，
低速な学習によって得られたものよりも汎化性能の
点で劣っている場合が多い．

図 2 MNIST を学習した RBM の結合荷重の可視化．
素子数: 23(左上)，45(左下)，90(右)
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図 3 2 値化された MNIST を学習した RBM (a)と
infinite RBM (b)が獲得する表現の比較．(文献[8]
で示された結果を一部抜粋・修正．)
海馬は頻繁に新皮質と対比して議論される．一般
に新皮質は高い特徴抽出能力を持つが，記憶の定着
には長い時間がかかる傾向がある．一方海馬は高速
に記憶が定着する代わりに，特徴抽出の性能は新皮
質ほど高くないと考えられている．
新皮質と対応付けた海馬の知見と比較すると，歯
状回の新生ニューロンは，海馬が実現している記憶
の高速性に貢献している可能性が想像できる．

3.1.3 抽象度の異なる表現の獲得
はじめに，素子数が異なる RBM が獲得する表現
について簡単に説明する．図 2 に素子数の異なる
RBM が獲得する表現の比較を示す．図 2 では，それ
ぞれ 23 個，45 個，90 個の隠れ素子数をもつ RBM
に対して，手書き文字データセットとして有名な
MNIST を学習させた例である．
素子数が少ない場合には抽象度が高く，多くのデ
ータに共通して現れる表現が獲得されている傾向が
ある．一方で素子数が多い場合には抽象度が低く，
少数のデータに共通して現れる表現を獲得している
と解釈できる．
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素子数が動的に増加するモデルは，学習の段階に
よって獲得する表現の抽象度が異なる傾向がある．
図 3 に RBM と infinite RBM が獲得する表現を示す．
図 3(a)に示した RBM が獲得した表現には，抽象度
に関する素子間での大きな差は見受けられない．一
方図 3(b)に示した infinite RBM は，抽象度が異なる
表現が獲得されている．例えば，図中の b1 に示した
表現は，ほぼすべての学習データに共通して現れる
表現と考えられる．一方 b24 に示した表現は主に
1,2,7 に対応するデータには現れやすく，その他のラ
ベルに対応するデータには現れにくいことが想定さ
れる．モデルの性質上，例にあげた b1 は学習初期段
階で追加された素子であり，b24 は b1 よりも後に追
加された素子と考えられる．
ただし，抽象度の異なる表現を獲得する学習器は，
多層化した際の性能向上が限定的である場合が多い．
特に深層学習において RBM や Autoencoder などの教
師なし学習のモデルを段階的に積み重ねていく場合
には，抽象度の低い表現のみを獲得するモデルによ
って段階的に抽象化することで，強い非線形性と汎
用性をもつ表現を獲得できると考えられている．

3.2 再帰構造を有する RBM の拡張モデル
再帰構造を有する RBM には以下のものがある．

Temporal RBM (TRBM) [12]

Recurrent TRBM (RTRBM) [13]

RNN-RBM [14]

RBM-ESN [15]

RBM を用いた ESN の学習法 [16]

Half RBM (HRBM) [17]

Stacked HRBM (SHRBM) [17]

3.2.1 時系列データの記憶・想起・特徴抽出
再帰的な神経投射が果たす情報処理の役割につい
ては多くの研究成果によって示唆が与えられてきた．
例えば，再帰構造は連想記憶器にとって重要な役割
を果たす．したがって古くから海馬は連想記憶器と
して対応付けられることが多い[18]．また，一般に
時系列データの学習においても再帰構造は重要であ
る．
文献[13-18]はいずれも時系列に依存したデータセ
ットの学習や想起に関する課題を学習できることを
示しており，RBM の学習は時系列の記憶や想起に応
用可能と考えられる．
TRBM[12]や RTRBM[13]，RBM-ESN[15]は抽象的
な 2 値画像からなる動画像の記憶および想起ができ
る．

図 4 実画像を用いた動画データセット
RNN-RBM[14]は音声データにも応用されており，
生成モデルの性質を利用した簡単な作曲が可能とな
る例が示されている．
文献[16]では，事前に提案手法を用いた教師なし
学習を行うことによって，少数の隠れ素子で性能が
向上する例を複数の識別タスクを用いて示されてい
る．さらに学習した時系列を逆順に想起することも
可能である．

3.2.2 作業記憶
文献[17]では，マウスの作業記憶機能を調べる際
によく用いられる 8 方向放射状迷路課題を強化学習
課題としてモデル化して評価実験に用いている．
HRBM や SHRBM を環境の特徴抽出器として利用
すると従来手法よりも性能が向上した．従って，教
師なし作業記憶機能を有する可能性が示唆されてい
る．

3.3 海馬の構造に着目した複合学習器
本節では素子数が動的に増加するモデルと，再帰
構造を持つモデルとを組み合わせたモデルの特徴に
ついて説明する．
はじめに IL-RBM に時系列データを入力した場合
の性質について説明する．IL-RBM はある素子が追
加されたタイミングが早いほど多くのデータに共通
した特徴量を抽出する性質を持つ．このとき時系列
データを学習すると，初期に素子は時間変化が小さ
い特徴量をよく学習する．一方学習後期に追加され
た素子は，時間変化が大きい特徴量を抽出する[15]．
つまり Slow Feature Analysis のように，時間変化の大
きさに応じた特徴抽出とも解釈できる．
3.1.3 項では IL-RBM などの動的に素子数が増加す
るモデルの上に従来の深層学習に用いる RBM や
Autoencoder などの教師なし学習モデルを積み重ね
てもほとんどの場合は精度の向上が望めないことを
説明した．ところが，時系列データを扱い，再帰的
構造を持つネットワークを重ねる場合には性能の向
上が望める場合があることが発見されている[16,
17]．
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文献[16, 17]用いたデータセットを図 4 に示す．図
4 のデータセットは，(64 ピクセル)×(64 ピクセル)
×(3 チャネル)の連続値によってなる画像 26 枚から
構成されている．RBM によって抽出された特徴量を
用いても時系列の学習が困難であるが，IL-RBM に
よる特徴抽出を用いることで容易に学習できること
を示している．
素子が動的に増加するモデルから再帰構造をもつ
モデルへの情報の流れは，図 1 で示した歯状回から
CA3 への神経投射とよく対応する．

[８] 大澤正彦，萩原将文:, RBM における未学習データ検
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