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これまでの２章で述べてきたモデルでは，感覚的な入力が直接海馬に伝わるという前提を置いて

きた．しかし，網膜 (retina)や味蕾（taste buds)からの感覚入力は視床 (thalamus)・皮質 (cortex)を

通って，他の情報と統合された上で海馬に到達する．特に，大脳皮質が感覚入力情報を処理するの

に，重要な役割を果たしている．そこで本章では，感覚入力に着目し，それをモデル化してこれま

でのモデルを拡張することする．特に本章では，感覚入力の中でも “嗅覚” の入力に焦点を当てて

モデル化を行う．

本章では，まず最初に皮質における感覚入力の表象について言及する．次に，その表象をモデル

化するのに適したネットワークモデルを説明する．最後に，このネットワークモデルとこれまでの

モデルを結合し，先行研究の知見を説明することを試みる．さらに，言語学習が阻害された子ども

たちへの介入の示唆を述べる．

8.1 CORTICAL REPRESENTATION AND PLASTICITY

8.1.1 大脳皮質の特徴

哺乳類の大脳皮質は，厚さ数ミリメータであるが，６つの層をなしている (Figure 8.1A)．６層と

いうのは，哺乳類の特徴であり，鳥類や爬虫類は２層しかない (Figure 8.1B)．この２層の皮質は旧

皮質 (palecortex)もしくは不等皮質 (allocortex)と呼ばれる．一方で，哺乳類にある６層の皮質は新

皮質 (neocortex)もしくは等皮質 (isocortex)と呼ばれる．哺乳類には新皮質しかないわけではない．

哺乳類の脳にも，旧皮質が存在する場所がある．旧皮質は新皮質に比べて，進化的に古いとされて

いる．

新皮質は，その種が高等になるほど大きくなる．実際，ラットの新皮質 (Figure 8.2上）に比べ

て，人間の新皮質 (Figure 8.2下）はずっと大きい．逆にラットは嗅覚に関する部位（嗅球; olfactory

bulb)が発達している．人間は，脳にしわがあるため，表面積はさらに大きい．

8.1.2 脳部位と脳機能との対応

皮質の構造は，どの場所でもほぼ同じであるが，新皮質の異なる領域では，異なった種類の情報

を処理している．そして，それらは，入力における違いを反映している．たとえば，どのモダリ

ティに関しても，感覚入力は，はじめ皮質の特定の部位で処理される．例えば視覚入力は一次視

覚野 (primary visual cortex; V1)で，聴覚入力は一次聴覚野 (primary auditory cortex; A1)で処理され

る．この皮質における感覚入力の処理には，１つの大きな特徴がある．それは，どの一次感覚野
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も，topographicalに処理されているということである．すなわち，皮質のそれぞれの部位は，特

定の刺激によく反応するが，その皮質に隣接する部位も，その刺激と似た刺激に反応するというこ

とである．その結果，皮質の表面には，感覚入力に対応した “地図” を書くことが可能になる．

Figure 8.3Aは，一次感覚野 (primary sensory cortex; S1)の脳地図である．身体の隣接した部位が，

皮質上でも隣接している点を確認して欲しい．これは，一次聴覚野の脳地図である Figure 8.3Bで

も確認できる．もう１つ確認して欲しいのは，手や唇といった，触覚が敏感な部位の皮質領域が広

いという点である．この領域の広さには種に違いがあり，触覚をもとに生活を営んでいる霊長類で

は，指の部位の皮質領域がかなり広い．一方で，ラットではひげ (whisker)の領域が広い．つまり，

その動物の大切な感覚が，皮質でも大きな箇所を占めている．このような脳地図は，人間の感覚

の，神経的な表象だということができる．このような topographicalな特徴は，感覚入力がより高

次の皮質で処理されるにつれ失われる．

8.1.3 脳の topographical mappingにおける可塑性

近年まで，このような topographical mappingは臨界期を越えるとずっと固定されるものだと思わ

れてきた．しかし近年の実験的検討で，このような topographical mappingの可塑性 (plasticity)が

指摘されている．特にこの可塑性が学習の結果生じるという重要な発見がなされた．

Merzenichらは，サル (monkey)の手の部位と感覚野の部位との対応を調べた (Figure 8.4)．この

ような topographical mapを描いたのち，そのサルに対して，2番目の指と 3番目の指を使うような

課題をトレーニングした．その結果が Figure 8.5である．明らかに 2番目の指と 3番目の指に対応

する脳部位の領域が拡張している．Merzenichらは，運動野 (motor cortex)でも同様の現象を確か

めた．

この結果は次のような重要な示唆を持つ．すなわち，刺激の表象は，皮質において，自分たちの

スペースを得るために競合する (compete for space in the cortical map)ということである．

計算機モデルの領域では，このような皮質の解剖学的な構造や生理機能とアナロジカルな特徴を

持つモデルがずっと発展してきている．それらのモデルでは，今回説明した topographical mapping

やその可塑性をシミュレートしようとしている．具体的には，競合 (competitive)ネットワーク・自

己組織化 (self-organizing)ネットワークというものが，それにあたる．次の節では，それらのモデ

ルの一般的な特徴を解説する．そして，そのモデルを用いて嗅覚に関する皮質部位のモデル化を行

う．最後に，このモデルと，これまで述べてきたモデルとの統合を行う．

8.2 COMPUTATIONAL MODELS

8.2.1 Competitive Learning and Topographic Maps

Competitive Learning ここで扱うのは教師なし学習のシステムである．教師なし学習のシステムで

は，教師信号を用いることはない．その代わり，このネットワークは，背後にある規則性 (underlying

regularities)，言い換えると統計的に顕現的な特徴を見つけようとする．５章で取り上げた相互結合

型ネットワーク (autoassociative network)は，そのようなネットワークの１つである．ここでは他

の教師なし学習型ネットワークを取り上げる．それは，競合ネットワーク (competitive network)で

ある．このモデルでは，出力ノードが，他の出力ノードと，特定の刺激に反応する権利 (right)を
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争う．

ネットワークの具体例を Figure 8.6Aに示す．出力ノードがいくつかにクラスタリングされてい

る．このネットワークに刺激が入力されたとき，各クラスタ内において，１つのノードだけが勝者

となる (Figure 8.6B)．そして，入力から勝ったノードへの重みが増大し，負けたノードへの重みが

減少する．そのため，同じような刺激がまた入力されたときには，各クラスタ内で同じノードが勝

者になる可能性がより高くなる．逆に，まったく違ったパターンの刺激が入力されたときには，各

クラスタ内で，まったく違うパターンが出力される (Figure 8.6C)．ある入力パターンに類似した刺

激が入力されると，ある入力パターンが入力されたときと同じような出力が返される (Figure 8.6D)．

ここで各クラスタ内に Nのノードがあるとすると，各クラスタは Nのカテゴリを表現している

こととなる．競合ネットワークでは，多くの入力パターンが，このNのカテゴリに分類されること

になる．例えば，赤-緑の軸で色彩が違う刺激が入力され，出力ノードが２種類だったとする．片

方は入力が赤のときにもっとも強く反応し，もう片方は緑のときにもっとも強く反応する．このよ

うなネットワークは，赤-緑上に連続的に存在する色彩を，赤か緑という２つのカテゴリに分類す

るネットワークだということができる．

Topographical Map 競合学習ネットワークの出力を，単一で二次元の軸を持つクラスただと考え

ると，Topographical Mapの特徴を再現することができる (Figure 8.7)．このネットワークでは，最

初入力層と出力層の重み付けはランダムである．刺激が入力され，あるノード X が勝利した場合，

Xとその刺激の入力ノードの重み付けがもっとも増大し，Xと近接するノードと，その刺激の入力

ノードとの重み付けもやや増大する．Xから距離が離れるに従って，そのノードと入力ノードとの

重み付けは増大しない．すなわち

∆wi j = β(oi − wi j ) f (dw j) (1)

である．wi j は入力ノード iから出力ノード jへの重み付けであり，oi が入力ノード iの活性化量

である．dw jというのは，勝者ユニット wからユニット j への距離であり， f (x)とは，xが大きく

なるほど小さくなる単調減少関数である．βは学習率を意味する．

このようなネットワークで学習が進行すると，似たような刺激には似たような出力パターンが得ら

れるようになる．すなわち，Topographical Mappingの特徴が再現できるのである．しかも，こちら

があらかじめ類似性を定義しなくてもである．このネットワークは自己組織化マップ (self-organizing

feature map)とも呼ばれる．

このネットワークの機能を示すために，Kohonenの “neural phonetic typewriter”を例として挙げ

る．Kohonenは自然言語の会話をいくつも録音し，その音の波長を 15の入力ユニットに変換して

入力し，この自己組織化ネットワークで学習した．その結果，出力層では Figure 8.8のようなマッ

ピングが得られた．事前に母音や子音の知識を与えていないにも関わらず，多くの発話を母音や子

音といった “音素 (phoneme)1” にカテゴライズするようなマップが得られたのである．しかも，似

たような母音は近接していたり，母音と子音で大きくマップが分かれているなどの特徴も見られる．

このように，自己組織化マップは，感覚皮質の Topographicalな性質をよく再現している．発達

の初期に，生体が刺激に晒されていく中で，皮質の Topographicalな特性がどのように得られるの

かを，シミュレートしているのである．しかも，このネットワークの前提（近接したノードに大し

て重みづけが大きく増加するなど）は，実際の解剖学的な構造や生理機能ともよくマッチするので

ある．次はこの点について述べる．

1各言語システム内における，意味のある音の最小単位．物理特性で必然的に決まる最小単位ではなく，言語間で，音素
には違いがある．例えば日本語では r も l も同じ音素であるが，英語は違う音素である．
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8.2.2 Piriform Cortex

脳における嗅覚 哺乳類の皮質は基本的に６層だが，嗅皮質（以後 “梨状葉皮質 (piriform cortex) ”)

は２層である．そして，梨状葉皮質は，海馬と近接して存在している．梨状葉皮質は比較的シンプ

ルな皮質であり，動物には嗅覚が発達しているのも多いため，実験もしやすい．今回はこの梨状葉

皮質に着目して，計算モデルを立ててみる．

匂いは，鼻腔にある嗅覚受容体 (olfactory receptors)によって，化学物質から神経的インパルスに

変換される．そして，嗅球 (olfactory bulb)に到達する．さらに嗅球からは，梨状葉皮質に投射され

る (Figure 8.9)．このような伝達経路は，実は他の感覚には存在しない特別なものである．他の感

覚（触覚・視覚など）では，入力された情報は，最初に視床に到達し，それから一次感覚皮質に送

られるからである．嗅覚はこのような特別の特徴（感覚入力から皮質への直接の投射）を有してい

るため，視床のモデル化を行うことなく，計算機モデルに乗せることが可能になる．

嗅覚の計算機モデル Grangerや Lynchは，この嗅覚に関する解剖学的な構造や生理的な機能を踏

まえたうえで，この部位の機能をモデル化した．その概要が Figure 8.10である．

このモデルでは，嗅球が入力層にあたり，梨状葉皮質の錐体細胞 (pyramidal cells)が出力層にな

る．出力ノードは 10-20のノードからなるクラスタ群である．このモデルは，刺激が入力される

と，先述したような競合学習のメカニズムが働く (Figure 8.10A)．さらに，このモデル独自の特徴

がある．それは，次のステップとして，梨状葉皮質が嗅球を抑制すると考えるのである．具体的に

は，勝者の出力ノードとリンクしている入力パターンが抑制され，次点の勝者がまた決定されるの

である (Figure 8.10B)．Figure 8.10C, Figure 8.10Dは，さらに新たな匂いが生じたときの，学習の

ステップを示している．

このようなネットワークの特徴は何だろうか．１つめは，入力パターンを階層的にクラスタリ

ングできることである．最初のカテゴリ化（Step 1)は，一番顕現的で各刺激に共通の要素でカテ

ゴリ化される．次のカテゴリ化 (Step 2)では，各刺激に独自の部分がカテゴリ化されると考えられ

る．より具体的に考えると，ネットワークは最初食べ物の匂いを感じ取り，次により詳細に，“こ

の匂いは食べ物の中でもチーズだ” と匂いの対象を同定するのである．

２つめは，表象の圧縮 (compression)である．例えば，２つの匂いが同時に生起した場合を考え

る (Figure 8.11A)．ネットワークはこれらが別の匂いであることを a prioriには知らない．そのた

め，単一の刺激だと考える．このあと，これらの匂いが分離して入力されたとする (Figure 8.11B,

C)．しかし，このネットワークは，２つの匂いを圧縮して記銘しているため，分離して出力せず，

同じ匂いだとして出力を返すのである．Grangerと Lynchのモデルは，２つの同時に生起した匂い

を圧縮して記銘すると考えるのである．

このような表象の圧縮は，これまで述べてきた皮質-海馬モデル (cortico-hippocampal model)と同

じように見られる．しかしそこには大きな違いが２点ある．１つは海馬モデルが複数のモダリティ

の入力に対応したものである点である．今回のモデルは嗅覚に特化したものである．そして，２つ

めの違いは，この嗅覚のモデルは，圧縮はできるが，弁別 (differentiation)ができないという点で

ある．すなわち，いったん２つの匂いが同時に提示されると，もはや梨状葉皮質モデルでは，２つ

の匂いを弁別できないと仮定している．しかし，当然のことながら，普通の動物にはそのような匂

いの弁別は可能である．では，なぜそれが可能なのだろうか．それは，他のシステムが関与してそ

の弁別を手伝っていると考えるのが妥当であろうその１つの可能性が海馬である．
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8.2.3 Piriform-Hippocampal Interactions

上記の可能性について表現したのが Figure 8.12である．情報の圧縮だけを行う梨状葉皮質から，

海馬へ入力がなされる．この海馬には他のモダリティからのインプットもある．海馬はその情報を

また圧縮もしくは分化する．ここで海馬が損傷すると２つの能力が損なわれると考えられる (Figure

8.12B)．１つは，複数モダリティ間の情報の統合である．そしてもう１つは，嗅覚の弁別である．

実際，そのような事例はラットの研究で観察されている．Eichenbaumらは，このようなラット

の嗅覚の弁別に関して一連の研究を行っている．彼らの研究では，２つの条件を比較している．１

つは連続嗅覚条件 (successive odor discrimination)である (Figure 8.13A)．ラットの課題は，特定

の匂い（例の場合，Odor A+)に対して，鼻押し反応をすることである．それによって強化子が与

えられる．Odor B-には反応をしてはいけない．連続嗅覚条件では，１つの匂いが与えられ，ラッ

トの反応後，吸引機によって匂いが完全に除去され，また次の匂いが与えられる．この課題は，通

常のラットも，脳弓 (fornix;海馬への入出力を司る）を損傷したラットも遂行できる．もう１つは，

同時嗅覚条件 (simultaneous odor discrimination)である (Figure 8.13B)．この条件では A+の匂い

と B-の匂いが同時に与えられ，A+の匂いに反応することが求められる．そして，正常のラットは

この課題を遂行することができるが，脳弓損傷ラットはこの課題を遂行できないのである．嗅内皮

質 (entorhinal)損傷のラットからも同じ結果が得られている．また，サルを用いた実験でも同じよ

うな結果が得られている．これはまさに，モデルからの予測に合致する．

8.2.4 Integrating Piriform Cortex with the Cortico-Hippocampal Model

モデルの概要 以上の知見を踏まえ，梨状葉皮質のモデルと皮質-海馬モデルを結合したのが Figure

8.14Aである．梨状葉皮質からの入力だけでなく，他の感覚器官からの入力も想定している点，皮

質-小脳ネットワークでの出力ノードが，１つではなく２つである（今回の実験では，反応は左か

右かの２つであるから）点に注意して欲しい．脳弓を損傷したラットは，感覚器官から海馬への入

力がなくなったと考える (Figure 8.14B)．すなわち，海馬が新しい情報を学習できなくなった（入

力がないから）状態だと考える．これと，海馬損傷との違いなど，より詳細な点については，９

章，１０章で言及する．このネットワークの詳細なパラメタリゼーションは，Appendixに言及し

てある．

シミュレーション結果 シミュレーション結果が Figure 8.15である．実際のデータとほぼ同じ結

果を得ていることが分かる．具体的に，損傷していないネットワークは，梨状葉皮質ネットワーク

の匂いの表象をあまり重視せず，空間的な入力の方を重視することによって，この弁別課題を成し

遂げていると考えられる (Figure 8.16A, B)2．一方，損傷したネットワークでは，海馬への入力が

ないため，空間的な入力の重視なども生じていない (Figure 8.16C, D)．

個体差の検討 Figure 8.17は，嗅覚弁別課題における，基準に到達するまでの試行数に関して，分

布を見たものである．特筆すべきなのは，脳弓損傷ラットにおける双峰分布を，シミュレーション

でも見事に再現できている点である．

2空間ノードにおける入力は，位置情報（左・右だけでなく，“左に A+があった” のような匂いの情報も統合した入力に
なっているように見受けられる（Figure 8.16や Appendixを見る限り）．このような統合的な入力を空間モダリティの入力
と考えていいのだろうか．逆にいうと，このネットワークは，そのような統合的な入力があったからこそ，弁別課題ができ
るようになったのであり，海馬が嗅覚と空間情報という異なるモダリティ間の情報を統合したわけではないと考えられる．
もっと言ってしまえば，梨状葉皮質のモデルがなくても，空間ノードからの入力のみで（それがすでに統合された情報を含
みこんでいるために），このモデルは匂いの弁別課題ができるのではないだろうか．
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ところで，この分布のポイントは，たとえ脳弓損傷ラットでも，すばやく嗅覚弁別課題を遂行し

てしまうラットが存在するという点である．このようなラットは，ランダム化された重み付け係数

の初期値によって，たまたまそのような学習能力を獲得している．しかし，このラットは，一見正

常なラットと性質が同じように見えるが，この課題を学習するときのストラテジーが本質的に違う．

たとえば，このラットに，A+B-で嗅覚弁別課題を学習し，C+D-で嗅覚弁別課題を学習した後，

A+D-という新奇な組み合わせでテストを行うと，課題遂行が低下する．一方，正常のラットはこ

のような課題を難なく遂行できる (Figure 8.19A)．では，この結果は本モデルで再現できるのだろ

うか．この実験と同じ刺激を入力してシミュレーションしたところ，実験と同じ結果が得られた

(Figure 8.19B)．

8.3 RELATIONSHIP OF COMPUTATIONAL MODELS TO QUALITATIVE
THEORIES

8.3.1 皮質の可塑性と無条件刺激

本章では，梨状葉皮質のモデルを提案し，その妥当性を検討した．ただし，本章で扱ったモデル

は教師なし学習のモデルであった．すなわち，教師なし学習における皮質の可塑性を扱っていた．

しかし，皮質の可塑性には別のタイプも存在する．それは，無条件刺激の有無によって変化する皮

質の可塑性である．

Weinbergerらの研究が，この種類の皮質の可塑性を見出している．彼らは，様々な高さの音に

対して，モルモット (guinea pig)の聴覚皮質のニューロンがどのように反応するかを調べた．その

結果，聴覚野のニューロンの発火量は，音の波長に対して特定の分布を持っていることがあった

(Figure 8.20A)．そして，ニューロンには，もっともよく反応する波長というものが存在する (best

frequency)．Figure 8.20Aにおける best frequencyは約 0.75kHzである．

Weinbergerらが見出したのは，古典的条件づけを行うことによって，この分布（と best frequency)

が変化することである．彼らは，そのモルモットに，2.5kHzの音を CSとして USと連合させた．

その結果，得られた反応分布が Figure8.20Bである．best frequencyがより高い波長のところに移

動している点に注目して欲しい．このことから，刺激単体だけで皮質の可塑性を生むとは限らず，

強化子と意味を伴って (meaningfully)結びついている刺激が，可塑性をより強く生むことが分かる

だろう．

8.3.2 皮質に無条件刺激の信号を伝えるものは何か

ここで生じる疑問は，“どのようにして無条件刺激の情報が皮質に伝わるのか” ということであ

ろう．USというものは，体性感覚・味覚的な感覚で情報を伝えることが明らかになっている．し

かし，聴覚皮質ではそのような種類の情報を処理することはできない．

WeinbergerとMerzenichは，皮質は USの情報を受け取っているわけではないと論じている．他

の脳部位が USの情報を処理し，その際放出される化学伝達物質が皮質の再構造化を促すと考える

のである．皮質は，USの情報を知ることなく，その再構造化を行っているといえる．具体的には，

前脳基底部 (basal forebrain)にある基底核 (nucleus basalis)が，USの情報を受け取るとアセチルコ

リン (ACh; acetylcholine)を皮質に放出すると考える (Figure 8.21)．アセチルコリンは皮質の再構

造化を促す機能を持っているため，US情報によって，皮質の可塑性が促進される．ただし，まだ

基底核がどのように USの情報を受け取るかについて，よく明らかになっていない．基底核は扁桃
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体 (amygdala)からの情報を入力することが分かっているので，このルートでUSの情報を受け取る

可能性は指摘できる（扁桃体は，ショックや食物といった US刺激情報を処理することが明らかに

なっている）．

この，基底核の役割を検証したデータがいくつかある．そのうちの 1つは，CSの音とともにUS

を示すのではなく，基底核を刺激すると，やはりその CSに対して，Figure 8.20Bのような再マッ

プ化が生じたという知見である．また，基底核を損傷したり，コリン系伝達物質の入力が絶たれる

と，皮質の可塑性が減少するという知見もある．

以上のようなコリン系神経伝達物質の役割は，われわれの計算機モデルに新たな示唆を与えてく

れる．今回のモデルでは，純粋な外的刺激の確率分布と類似性分布によって，自己組織化が起こ

ると考えている．しかし，外的刺激に “意味” を持たせたモデル化も考えられる．強化子の予期に

よって生じるコリン系伝達物質の入力で，可塑性が変化するという仮定を入れてモデルを発展させ

るというのは，非常に自然な発想であろう．

8.4 IMPLICATIONS FOR HUMAN MEMORY AND MEMORY DISORDERS

最後に，今回述べた “皮質の可塑性” という考え方を，人間の言語スキル獲得援助に応用した例

を挙げたい．言語の学習障害の中でも，言語学習障害 (laguage-learning impaired; LLI)というもの

がある．この人たちは，通常の人たちと同じ知能を持っているにも関わらず，言語学習に障害を抱

えている．

Tallalは，彼らに関する研究を行った．そのなかで，彼らが著しく困難を抱えるのは，/ba/や/da/

といった，最初の数ミリセカンドだけが違う発音の区別であることを見出した．そこで，彼女はこ

のような結果を踏まえて，次の仮説を提出した．すなわち，彼らは言語障害に見えるが，言語学習

能力自体に問題はない．実は短時間しか呈示されない刺激の前半部の情報処理（刺激の時間的な弁

別）に問題を抱えている，という仮説である．この仮説をもとに，彼女は，LLI の人たちが，言語

学習場面以外でも，いくつかの問題を抱えていることを見出した．

次に，彼女はこの LLI の人たちへの介入を考えた．ここで彼女が着目したのが，聴覚皮質の可塑

性である．彼女は，刺激の時間的な弁別を要するような課題を繰り返し練習することによって，そ

の課題に該当する皮質領域が拡大し，LLI の障害が治るのではないかと考えた．そして，このよう

な考えにもとづき，皮質を拡大するためのコンピュータ・ゲームを考案した3．例えば，/ba/や/da/

といった音節 (syllable)が呈示され，その弁別をするようなゲームである．最初は，この音節は長

めに呈示されるため，弁別が簡単である．しかし，ゲームが進むとともに，音節の呈示時間は短く

なり，通常の会話と同じ程度にまでなる．

子どもは，このようなゲームで数週間訓練を受けた．その結果，刺激の時間的弁別力は飛躍的に

高まり，その効果は 6週間後にも確認された．さらに，この訓練を夏に受けた子どもは，学校に

戻ってから成績が向上した．このように，動物から明らかになった脳機能の知見は，現実場面の応

用にも生きてくるのである．

8.5 SUMMARY

（省略）

3このゲームは購入できるらしい．Fast ForWordという名前で，http://www.scientificlearning.comにある．
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