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1 脳の機能を実現する要素技術

「脳にしかできない」と一般に思われている多くの機

能は、実は機械学習分野における要素技術としてすでに

実現されている。また、それらを実際に脳が行っている

と思われる証拠がすでに見つかってきている。

自己組織化マップ（ＳＯＭ）[1]は、脳の機能の１つ
である概念獲得を行うことができる、教師なし学習アル

ゴリズムである。ＳＯＭが自己組織化するものと似たコ

ラムと呼ばれる機能単位が、大脳皮質の一次視覚野のみ

ならず他の場所からも見つかっている [2]。
ベイジアンネット [3]は、脳の機能の１つである直感
や連想記憶と似た働きをする。ベイジアンネットを使う

と、外界の状態の一部に関する曖昧な情報が与えられた

とき、過去の経験に基づいて、残りの状態を推定するこ

とができる。大脳皮質には領野間に双方向の結合があり

[4]、ベイジアンネットと構造がよく似ている。
独立成分分析（ＩＣＡ）[5]は、脳と同じように、感
覚器の入力信号だけから外の世界が持っている構造を教

師なしで構築する働きをする。脳の一次視覚野がＩＣＡ

を行っているらしい証拠が見つかっている [6]。
強化学習 [7]は、脳の機能の１つである、欲求と選好
から生じる合目的的な行動を再現することができる機

械学習アルゴリズムである。大脳基底核が強化学習の機

構の一部であることが強く示唆されている [8]。
特徴選択は、脳が処理するような高次元の入力ベクト

ルに対して、機械学習アルゴリズムの性能を劣化させな

いために不可欠な技術である。脳の選択的注意という機

能は、明らか特徴選択と同じ効果があると思われる。

正則化は、脳が持つような、学習していない事象にも

対処可能な能力（汎化能力）を高めるために、機械学習

において一般的に行われる手法である。筆者が [11]で
指摘したように、脳が持つ「観測と予測の不一致の検

出」という機能が、正則化に関係する可能性がある。

ＰＡＴＯＮ [9]は、脳の思考に似た、シンボル処理と
パターン処理を統合した情報処理を行う神経回路モデ

ルの１つである。選択的注意が推論において主要な役

割を果たし、神経科学的にも無理のないモデルになって

いる。

2 大脳皮質の BESOM モデル

筆者は、1章で述べたすべての技術を統合可能な世界
で初めての神経回路モデルとして、ＢＥＳＯＭ (Bidi-
rEctional SOM)モデルを提案している [10, 11, 12, 13]。

BESOM は、教師なし学習であるＳＯＭとＩＣＡを

用いて、ベイジアンネットで表現された外界のモデルを

自己組織化する [11, 12]。また、近似確率伝播アルゴリ
ズムを用いて外界の状態を推定する [11]。アルゴリズム
を実行する神経回路（図 1）は、大脳皮質の主要な解剖
学特徴である６層構造、コラム構造、領野間の双方向結

合構造と、多くの点でよく一致する [11]。
BESOMは、大脳皮質の視覚野のモデルであるネオコ

グニトロンおよびその後継の Selective Attention Model
[14]の基本構造を踏襲しているが、学習・認識の計算式
を、ベイジアンネットを理論的根拠としたものに置き換

えている。

BESOM は強化学習と組み合わせることができる

[10]。これにより、運動野周辺の領野の定性的な役割と
領野間の接続構造をうまく説明する模式的モデルが表

現できる。また、前頭前野による行動計画に必要な、状

態遷移予測を行う神経回路の模式的モデルも表現でき

る。BESOMモデルにおける強化学習の機構は、銅谷の
モデル [15] に大脳皮質の役割を加えたもので、大脳皮
質－大脳基底核ループと呼ばれる解剖学的構造 [16]に
関する神経科学的知見と整合性がある。

筆者は現在、BESOMモデルの計算機シミュレーショ
ンを目指し、モデル設計の詳細化を行っている。モデル

の計算論的妥当性および神経科学的妥当性の高さから、

脳の機能の計算機上での再現に大きく近づいていると

考えている。

3 脳の他の組織の役割

BESOM モデルが説明する大脳皮質と大脳基底核の

情報処理原理をもとにして、脳の他の組織の役割もある

程度推測することができる。以下に、現時点での筆者に

よる推測を述べる。

小脳と海馬は損傷しても知能そのものには大きな影

響がないことから、大脳皮質を主に機能面ではなく性能
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図 1: 近似確率伝播アルゴリズムを実行する神経回路（詳細は [11]）。
IV 層、II・III 層、V 層の順に情報処理が進むなど、大脳皮質の６
層構造の特徴との非常によい対応が見られる。この図は２つのコラム
が行う計算を示している。II 層・IV層への入力は可変シナプスであ
り、入力パターンを競合学習する。このようなコラムが 100 個ほど
集まって１つのハイパーコラムになり、10,000 個ほどのハイパーコ
ラムが１つの領野を構成し、100個ほどの領野から大脳皮質全体が構
成されると筆者は考えている。

面で補完する役割を持つものと考えている。小脳の学習

機構は教師信号を必要とするが、その代わりに大脳皮質

に比べて高次元関数の近似能力が高いのではないかと

予想している。海馬の学習機構は大脳皮質のような情報

圧縮・自己組織化の機能は持たず、その代わりに情報を

瞬時に記憶するという大脳皮質にはない機能を持つの

だと思われる。

視床は、他の組織から大脳皮質への情報を中継する

際に、情報の符号化の変換を行っていると考えている。

感覚神経、大脳基底核、小脳は神経細胞の発火頻度の大

きさが値としての意味を持つが、BESOM モデルでは

大脳皮質の発火頻度は値ではなく「値の確率分布」を表

現している。したがって、大脳皮質への入力時に表現の

変換が必要となるが、視床が最も適した場所にある。

扁桃体は、逃避行動を初めとする生得的に作りつけら

れた行動と、大脳皮質が経験的に獲得する知覚との間の

連合学習を行うと考えられる。

4 計算量から見た実用化の可能性

多くの計算機科学者が脳の情報処理原理に興味を持た

ない理由のひとつに、「脳の機能の実用化には膨大な計

算量が必要であり、現在の技術レベルでは時期尚早であ

る」という考え方がある。はたしてそうなのだろうか。

脳の計算量はしばしば悲観的に見積もられるが、BE-
SOM モデルが正しいと仮定すると、以下に示すよう

にそれは意外にも小さい。BESOM モデルにおいては、
rate coding に基づく確率伝播アルゴリズムの計算量が
支配的である。そしてその大半は II層・IV層細胞の内
積計算である。ヒトの大脳皮質における神経細胞の数が

100億、そのうち II層・IV層細胞の比率は 10％、細胞
あたりのシナプス数が 1万、近似確率伝播アルゴリズム

の実行頻度は毎秒 10ステップ、1ステップ 1シナプス
あたりの演算数を 10回、信号のスパース性が 10％で
それを利用した素朴な最適化が可能であると仮定する

と、大脳皮質の実時間シミュレーションに必要な計算速

度はこれらの数字の積により 100TFLOPS と見積もら
れる。これは 2007年時点でのトップクラスのスパコン
と同程度である。

１０～２０年後では、さらなる半導体集積度の向上、

アルゴリズム最適化、機能特化等により１００万円のワ

ンボード計算機で人間に近い知能が実現できても不思

議はない。これを搭載したロボットは人間を代替する労

働力としての大きな市場が見込める。また、人工的に再

現された脳の振る舞いを観察すれば脳の理解が深まり、

脳の病気の治療等に大きく役立つ可能性がある。今こそ

実用化を視野に入れた脳の情報処理の本格的な研究に

取り組み始めるべき時期であると筆者は考える。
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