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概要
大脳皮質の動作原理は未解明だ．様々な動作原理の候補が提案されているが，そのうち情報

量最大化原理（infomax principle）は皮質の性質のある部分を説明する．本解説では，Linsker
（1988）や Bell & Sejnowski（1995，1997）の古典的な結果を解説し，筆者らの提案したリカ
レント情報量最大化原理（recurrent infomax; Tanaka et al., 2009）を紹介する．情報量最大
化原理に基づくモデルの発展や応用も述べる．特に，深層学習，reservoir computing，神経回
路の学習則との関連を詳述する．

1. は じ め に

大脳皮質は哺乳類の高度な知的情報処理の中枢だと
考えられている．現在，大脳皮質の動作原理の解明は，
おもに実験神経科学（解剖学・生理学）の観点から進め
られている．解剖学と生理学が目指すのは大脳皮質の
回路の構造と機能の解明だ．解剖学的には大脳皮質に
は，層構造がある・コラム構造がある・領野ごとに視
床核との相互結合がある1, 2)など，ある程度整然とした
構築の原則があることが明らかになっているが，基本
回路はまだ十分解明されていない．また，すでに解剖
学的に確立された回路でも，よい実験系が確立されね
ば生理学的機能が明らかにならず，したがってその回
路が何を実現しているのかは不明瞭なことが多い（た
とえば，小脳の生理についての我々の知識のほとんど
は前庭動眼反射という制御しやすい実験系に依存して
いる）．それは，回路を虚心坦懐に眺めても，神経回路
は（たとえば系統発生的な経緯によってたまたま本来
の用途以外に転用されていて）本質的な機能がわかり
にくいからだ．
このような場合には，実験からの接近よりも，理論

的な考察が回路の動作原理の理解に役立つことがある．
つまり，大脳が行っているはずの処理を仮定し，この
仮定を原理としてどのような回路が存在するはずかを
考察する．解剖学的・生理学的制約は脇に置いて，こ
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の「存在するはずの回路」と実際の回路を比較するこ
とで回路の本質的な面を明らかにする．
大脳の行う処理は何だろうか？ それは端的には情報

処理だ．大脳が情報処理のための装置ならば，大脳の
情報処理能力は高くなっているはずだ．だから，情報
処理能力が高い回路はどのような回路で，どのような
性質を持つかを考察するのは有意義だろう．
情報処理には様々な側面があるから，「情報処理能力

が高い」にはもう少し限定が必要だ．情報処理のため
には何より情報を正確に伝達し，保持する必要がある
から，大脳の回路は情報の伝達・保持能力が高くなって
いると考えよう．これが情報量最大化原理の考え方だ．
本解説では，情報量最大化原理とそれに基づく中枢

神経系・大脳皮質回路の理解を紹介する．第 2節は情
報量最大化原理の源流と感覚系への適用について述べ
る．第 3節は情報量最大化原理の拡張とその他の皮質
領野への適用について述べる．第 4節は情報量最大化
原理に基づくモデルを，その他の関連するモデルと比
較する．

2. 情報量最大化原理

情報の観点による神経科学・心理学の再構築は古くか
ら試みられてきた．Barlow（1959）3)は，この試みが感
覚の受容は感覚印象の連合と秩序化であると述べた経
験論哲学の認識論にさかのぼると述べている．情報理
論の確立後に限定しても，神経科学・心理学への情報の
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概念の導入と情報に基づく神経科学・心理学の再構築は
Shannon（1948）による情報理論の提案4)から数年で
始まった．神経科学では，Jacobson（1950，1951）5, 6)

による感覚入力の情報量の推定が最初期の研究の一つ
だ．心理学への初期の導入は，実験的応用よりも概念
的な方面からなされた7, 8)．Attneave（1954）8)では感
覚情報の冗長性が強調されている．Barlow（1959）3)

は脳が段階的に（階層性のある処理で）冗長性を削減
するモデルを提示し，さらに情報理論的に最適な表現
を生成する（optimal coding）のが感覚情報処理だと
してモデル化することを提唱している．この論文では
Craik（1943）9)を引いて，情報理論的に最適な表現は
環境のモデルになっていることも議論されている．ま
た，この論文では末梢から中枢へ（感覚器から皮質へ）
進むにつれて細胞数が増えるので，情報のチャネルは
増えるが発火率は下がるような表現がされていると推
測されている．発火率の順応現象や側抑制もできるだ
け小さなコストによる情報の表現と解釈できることが
主張されている．これらの研究はまだ萌芽的だったが，
以下で見るように，その後の研究の射程範囲をほぼ予
言していた．
情報量最大化原理（infomax principle）という用語を

提案し，現在の数理モデルの基礎を作ったのは Linsker

（1988）だ10)．Linskerは，Hebb則に従うモデルが視
覚路の細胞に類似の応答特性を示すようになることを
示した．また，このモデルでは出力が入力の情報をで
きるだけ多く伝達するようになっていることを指摘し
た．そして，一般に情報伝達効率の高い回路がどのよ
うな特性を持つはずかを議論した．特に，情報量最大
化原理に従う回路はノイズが小さければ出力の冗長性
を下げ，ノイズが大きければ冗長性を高めるだろうと
論じた．この研究は，情報の観点から感覚系のモデル
を構築できる可能性を示唆したことで大きな影響を及
ぼした．情報量最大化原理から導かれる神経細胞の動
作特性については本特集の島崎（2018）11)を参照され
たい．
フィードフォワード型のネットワークで情報伝達効率

を最適化するモデルを構築したのは Bell & Sejnowski

（1995，1997）12, 13)だ．考察されているのは出力 yi が
入力 xi によって

yi = f

(
n∑

j=1

Wijxj

)
(1)

で表されるフィードフォワード型ネットワークだ．情
報量最大化原理を仮定すれば，出力が入力に対して持っ
ている情報つまり入出力間の相互情報量

Fig. 1 Simple cell-like basis vectors obtained with

the ICA of natural scenes.

I(x;y) = H(y)−H(y|x) (2)

が最大化されているはずだ．Bell & Sejnowskiはノイ
ズが無視できる，つまり H(y|x) = 0として出力のエ
ントロピー H(y)を最大化した．これは，様々な入力
xから出力 yを生成しつつエントロピーH(y)が大き
くなるように結合行列W をアップデートすれば達成
できる．入力 xとして画像の小部分を与えると，出力
yi は一次視覚野の単純型細胞と類似した線分に対する
選択性を獲得する（Fig. 1）．すなわち，画像の中の特
定の部位に特定の傾きの線分があるときに yi は大きな
値をとる．これは，単純型細胞は画像の情報を効率的
に表現する要素であることを示唆する．
Bell & Sejnowski のアルゴリズムは独立成分分析

（independent component analysis：ICA）の代表的
なアルゴリズムでもある．このアルゴリズムは，既述
のとおり，ある種の活性化関数を持つフィードフォワー
ドネットワークにおける情報量最大化として解釈でき
るが，一方で，出力の確率分布としてある種の分布を
仮定した場合の最尤推定としても解釈できる．単純型
細胞と類似の特徴を抽出する出力が出現するのは確率
分布として裾の長い分布（優ガウス分布）を仮定した
場合に限られる．言い換えれば，出力がたいていは 0

に近く，まれに大きな値をとると仮定したときのみこ
のモデルは単純型細胞と類似した特徴を抽出するよう
になる．
これは疎表現（スパースコーディング）と密接に関連

する．疎表現の基本的な考え方は，「神経系はできるだ
け少数の発火でできるだけ正確に情報を表現する」だ．
実際，Lennie（2003）によれば皮質の細胞の発火率は
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非常に低く，1Hz以下だ14)．疎表現と情報量最大化原
理は類似したアイディアだ．疎表現を明示的にモデル
化したのがOlshausen & Field（1996，1997）15, 16)だ．
このモデルでは，入力画像を x，単純型細胞に対応す
る出力を yで表し，目的関数

E =
1

2
|x−Ay|22 + λ|y|1 (3)

を最小化するように y と A を最適化する．ここで，
| · |n は Ln ノルムを表す．この目的関数の最小化は低
い発火率でできるだけ入力の情報を正確に表現するこ
とに対応する．確率密度が exp(−E) に比例する確率
モデルだと考えて，誤差 x − Ay が正規分布に従い，
パラメタ yの L1 正則化を行っていると考えてもよい．
このモデルでも yi は単純型細胞のような線分を抽出す
る特性を獲得する．Bell & Sejnowskiのモデルと対応
させると，A = W−1 に近い（ただし，このモデルで
は yのスケールに不定性があるので，通常最適化の中
で y のノルムを 1に固定するなどの操作を行う）．目
的関数 E の第一項は情報の保持の正確さを表す項で，
第二項は発火率の低さを表す項と考えてもよい．
疎表現の考えでは，脳は少数の要素で感覚入力を表

現する装置だ．言い換えれば，脳は世界が少数の要素
からなっていると仮定している．この仮定は私たちの
住む世界については確かに正しい．たとえば，視覚的
世界は，少数の要素で表現できる．視野の中の多くの
部分は隣と同じ色で，同じ明るさだ．色や明るさの変
化する箇所は少ないから，変化する場所だけを表現す
れば少数の要素で視覚的世界を表現できる．これが単
純型細胞の作る表現だ．
情報量最大化原理と疎表現の考え方で複雑型細

胞17, 18)も説明できることがわかっている．情報量最
大化に基づくモデルでは，出力が二層あるネットワー
クで画像を入力とし，出力の情報量を最大化すると出
力の一層目に単純型細胞，二層目に複雑型細胞が出現
する19)．また，疎表現に基づくモデルでは，単純型細
胞の活動の相関をできるだけ少数の要素で表現するの
が複雑型細胞だ20, 21)．これらのモデルでは複雑型細胞
の持つ方位のコントラストによる応答の増強22)や超複
雑型細胞の特性も説明できる．
情報量最大化原理・疎表現の考え方は視覚系だけで

はなく，聴覚系の理解でも有効であることがわかって
いる．一層のネットワークで画像の代わりに音圧時系
列を入力として情報量最大化・疎表現を行うと，聴神経
のような特定周波数の音に対する選択性が出現する23)．
二層のネットワークでは脳幹聴覚関連領域や皮質聴覚野
で見られる FM音に対する応答や，基本周波数 f だけ

でなく 2f, 3f, . . .にも応答する細胞も出現する24～26)．
情報量最大化の観点からの複雑型細胞の位置づけは

次のようになっている．単純型細胞と違って，複雑型
細胞は線分の詳細な位置によらない応答を示す．言い
換えれば，複雑型細胞は線分の位置の情報を捨てる．
このように考えると，複雑型細胞は情報量最大化の意
味では不利な表現であるように思われる．しかし，式
1で表される単純型細胞に対応するユニットを，

y+
i =

⎧⎨
⎩yi yi > 0

0 yi ≤ 0
, (4)

y−
i =

⎧⎨
⎩−yi yi < 0

0 yi ≥ 0
, (5)

のように二つのユニットに分割し，この入力を受ける
出力層の情報量を最大化すると，ある条件下では出力
は y+

i + y−
i = |yi| の線形結合になる．特にはっきり

この傾向が出るのは y+
i や y−

i の線形結合以外に yi そ
のものも出力になる場合で，生理学的に解釈するなら，
単純型細胞と複雑型細胞の両方を一次視覚野の出力と
みなすならば，複雑型細胞はあえて線分の詳細な位置
を捨てて画像について単純型細胞とは違った側面を表
現するようになることを意味する．

3. リカレント情報量最大化原理

ここまで見た情報量最大化原理に基づくモデルは，
フィードフォワードネットワークの情報伝達能力を最
大化するとどうなるかを調べていた．これらは感覚系
のフィードフォワード的な側面に焦点を当てたモデル
だ．実際，一次感覚野は視床からのフィードフォワー
ド入力に駆動される．しかし皮質ではフィードバック
入力がきわめて多いことも知られている．たとえば，
一次視覚野でも視床からの主たる入力部位である 4Cα

層と 4Cβ層でも外側膝状体背側核由来の非対称性シナ
プスは全体の 10%以下だ27)．だから，フィードバック
入力がある状況での最適な情報処理がどのようなもの
であるかを考える必要がある．
細胞間に相互結合があるネットワークではどのよう

に情報を保持するのが最適だろうか．相互結合のある
ネットワークでは，ある瞬間の回路の状態（発火状態）
を回路が次の瞬間もよく記憶できていればよいだろう．
つまり，ある瞬間の発火パターンの情報が次の瞬間に
よく保持されていれば情報の保持効率が高いと定義し
よう．より形式的には，時刻 tの発火パターン xt と次
の瞬間の発火パターン xt+1 の間の相互情報量
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I(xt;xt+1) =H(xt) +H(xt+1)−H(xt,xt+1)

=H(xt+1)−H(xt+1|xt) (6)

を情報の保持効率の尺度としよう．
相次ぐ二つの時刻の状態間の相互情報量を最大化す

るとどのような発火パターンが出てくるだろうか．た
とえば，ある瞬間の発火パターンと同一の発火パター
ンが次の瞬間にも続くような回路ならば，情報が保持
される．これはすべての細胞に強い自己結合がある回
路だ．しかしこのような回路だけが相互情報量の高い
回路ではない．たとえば，細胞 1からは細胞 2だけに
強い正の結合があり，細胞 2からは細胞 3だけに強い
正の結合があるような回路も相互情報量の高い回路だ．
細胞 2が発火していれば前の瞬間には細胞 1が発火し
ていたことがわかり，細胞 3が発火していれば前の瞬
間には細胞 2が発火していたことがわかるからだ．つ
まり，強い一対一結合があって，発火の連鎖が成立する
ような回路が相互情報量の高い回路だとわかる．しか
し本当にこの議論は正しいだろうか？ それを確かめる
ためには，相互情報量を最大化する学習則を導き，出
てくるダイナミクスを調べればよい．
神経回路の情報量については Tsukada らや Ay ら

の先駆的な仕事がある28～30)．Tsukada et al.（1975）
は単一神経細胞モデルへの入力スパイク時系列と出力
スパイク時系列の相互情報量を求めた28)．Wennekers

& Ay（2005）は30)はユニット間の transfer entropy

が大きい系が多細胞同時記録で観察されるのと類似の
現象を示すことを報告した．これらの研究では，神経
回路の学習則は導かれていない．フィードフォワード
ネットワークと比べてリカレントネットワークで学習
則を導くのは難しい．Tanaka et al.（2009）は近似的
に学習則を導いた31)．このモデルではリカレントネッ
トワークの中で情報量最大化を行うのでこれをリカレ
ント情報量最大化（recurrent infomax）モデルと呼ぶ．
以下，このモデルについて説明する．
このモデルでは細胞 i の時刻 t の状態 xi(t) は発火

(1) か非発火 (0) のいずれかをとる．時刻 t の細胞の
発火状態は t − 1における発火状態から決まる．時刻
tの細胞 iの発火確率を

pi(t) =
pmax

1 + exp
(
hi −∑N

j=1 Wijxj(t− 1)
)

(7)

で定める．閾値 hi は pi(t)の時間平均があらかじめ設
定した値 p̄に近くなるように調整する．疎表現の考え
に従い，p̄ は 0.01 や 0.05 などの低い値に設定する．

pmax は発火率の最大値（発火の信頼性）を決めるパ
ラメタだ．通常のシグモイド型二値ニューロンモデル
では pmax = 1 だが，ここではこのパラメタは 0.5 や
0.95などに設定する．このパラメタを導入した理由は
二つだ．一つは，細胞の挙動の不確実性を表現できる
からだ．もう一つは，pmax = 1だと結合強度Wij が
大きいときモデルがほぼ決定論的になり，モデルの挙
動が不安定になるからだ．このモデルでは相互情報量
I(xt;xt+1) を xt や xt+1 が正規分布に従うとして近
似する（もちろん xt と xt+1 の各要素は 0か 1の値し
かとらないのでこれはかなり粗い近似だ）．そのほかに
も高次モーメントを無視するなど様々な近似を導入す
ると学習則を導ける．残念ながら，この学習則は局所
的ではないため神経細胞には実行できない．この問題
点の解決法を第 4節で述べる．
N = 50，p̄ = 0.05，pmax = 0.95 でのシミュレー

ション結果を Fig. 2に示す．Fig. 2A1は初期状態での
モデルの細胞の発火活動のラスタープロット，A2 は
学習が十分進んだ後のラスタープロットだ．Fig. 2B1

と B2にそれぞれの結合強度行列を図示した．学習後
には，強い結合はごくわずかで，ほとんど一対一結合
になっていることがわかる．つまり，発火の連鎖が出
現する．実際 Fig. 2A2では同一の発火パターンが繰り
返す発火連鎖があることがわかる．また，発火連鎖の
産物として，同じ発火パターンが繰り返し発生するこ
とがわかる（同一の発火パターンを線でつないだ）．特
に，同じ発火パターンの発生回数を数えると，ランダ
ムな回路に比べて圧倒的に多いことがわかる．これは
Hebb の提唱した cell assembly や phase sequence，
Abelesの報告した synfire chainに近い32～37)．
一対一結合が生ずるのは，先に考察したように情報量

の意味では一対一結合が最適だからだ．相互情報量に基
づいて説明すると次のようになる．このモデルでは細胞
の発火率が固定されているのでエントロピーH(xt+1)

の上限は決まっている．一対一の強い結合があれば，あ
る細胞が発火したら次の瞬間に確実に特定の細胞が発火
する．これによって条件付きエントロピーH(xt+1|xt)

が下がる．学習の結果できあがる結合は疎だが，結合
を疎にする項はないことに注意しよう．発火率が疎な
とき，情報保持能力を高めると，結合に何ら制約がな
くとも一対一結合が最適になる．
以上は細胞の信頼性が高い (pmax = 0.95)場合の結

果だ．細胞の信頼性が低ければどうだろうか．信頼性
が低ければ，複数の細胞が同じ情報を重複して伝達す
るだろう．たとえばもし pmax = 0.5ならば，強い一対
一結合があっても，シナプス後細胞はシナプス前細胞
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Fig. 2 Spike sequences in the recurrent infomax model with N = 50, pmax = 0.95, and p̄ = 0.05. (A1,A2)

Raster plots before and after the learning. (B1,B2) Connection weight matrices before and after

the learning.

の半分の確率でしか発火できない．ならば，一対一結
合ではなく，一つの細胞からは二つの細胞に強い結合
が送られ，また一つの細胞には二つの細胞から強い結
合を送られるような構造になっているはずだ．Fig. 3A

は結合強度，Bはラスタープロットを示す．実際に結
合強度はほぼ二対二の結合になっていることがわかる．
発火活動がしばらく続いた後で停まることを繰り返す．
この発火活動が始まってから終わるまでに延べ何個の
細胞が発火したかを数え，その分布をグラフにしたの
が Fig. 3Cだ．冪−1.5の冪分布に従っていることがわ
かる．これは Beggs & Plenz (2003)の報告した neu-

ronal avalanche の再現になっている38, 39)．彼らは，
皮質のスライス培養の自発発火活動の統計的性質を調
べ，一連の自発発火活動のサイズが冪 −1.5 の冪分布

に従うことを示した．彼らは，これは皮質が自己組織
臨界状態40)にあるため生じているのだと論じ，さらに
これがフィードフォワードネットワークで情報が最適
に伝達される場合に対応することを示した39)．これは
リカレント情報量最大化モデルの結果と一致する．
さらに，リカレント情報量最大化モデルでは，一部の

細胞の出力を画像のピクセルの値で固定し様々な画像
を入力として与えると，その他の細胞は単純型細胞の
ような選択性を持つことや，一定パターンの入力の時
系列を与えると発火時系列を埋め込めることがわかっ
た．繰り返し一定の時系列刺激を与えることで皮質ス
ライス内に一定の発火パターンが埋め込まれることは
実験的にも示されている41)．
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Fig. 3 Neuronal avalanche-like activity in the recurrent infomax model with N = 50, pmax = 0.5, and

p̄ = 0.01. (A) Raster plot. (B) Connection weight matrix. (C) The size distribution of avalanche.

4. 終 わ り に

以上紹介した研究から，情報量最大化原理は感覚系
の細胞の特性を説明でき，それ以外の皮質領野の発火
活動も説明できることが明らかになってきた．本節で
は，情報量最大化原理や疎表現に基づく結果とほかの
研究との関連について述べる．
まず，近年急速な進歩を遂げた深層学習との関連を

述べる．しばしば深層学習では，畳み込みを単純型細
胞，プーリングを複雑型細胞になぞらえる．実際，画
像を入力とした場合，入力層に近い畳み込み層には線
分に対する選択性が出てくることが多い．プーリング
層では平行移動された線分に対する選択性が生ずるた
め，複雑型細胞に似た特性が生ずる．しかし，実際の
複雑型細胞や，先行研究19～21)での複雑型細胞に対応す
るユニットは，単に単純型細胞をまとめただけの応答
を示すわけではない．周辺抑制や方位選択性のある抑
制が見られる．深層学習ではプーリング層では結合を
固定することで学習を簡略化するが，以上の結果は，

プーリング層についても何らかの学習を行う精緻化が
可能であることを示唆する．
続いて，reservoir computing との関連を述べる．

Reservoir computingの枠組みでは，リカレントネッ
トワークの結合強度は固定し，リカレントネットワー
クから出力へつながるフィードフォワードネットワー
クのみ学習を行う42, 43)．リカレントネットワークの結
合強度が適切に設定されていれば，様々な課題を実行
できることが示されている．Reservoir computingで
は，リカレントネットワークがカオス領域と安定領域の
境界（edge of chaos）にあるときに計算能力がもっと
も高くなることが知られている44)．具体的には，結合
行列の最大固有値の絶対値を 1に設定する（最大リア
プノフ指数を 1に設定する）のがよいとされる．この
特殊例として，一対一結合があるリカレントネットワー
クの計算能力が優れていることが知られている45)．こ
れはリカレント情報量最大化モデルに発火連鎖が出現
するのに対応する．Beggs & Plenz（2004）によれば，
neuronal avalancheが出現するのは一個の細胞の発火
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が平均でちょうど一個の細胞を発火させるときだ46)．
もし一個の細胞が一個より多くの細胞の発火を引き起
こせば活動は不安定になり，一個未満の細胞しか発火
させなければ情報は消える．これは reservoir comput-

ingでダイナミクスのリアプノフ指数が 1付近（edge

of chaos）にあるのが最適であるのに類似した結果だ．
言い換えれば，リカレント情報量最大化モデルは回路
のダイナミクスを edge of chaosに置き，計算能力を
高めている．この観察に基づいて，Iwade et al. は最
近，学習後のリカレント情報量最大化モデルそのもの
が reservoirとして使えることを示した47)．
最後に，リカレント情報量最大化モデルの改良につ

いて述べる．Hayakawa et al.（2014）はいくつかの近
似を導入することでリカレント情報量最大化モデルと
同様の挙動を示す局所的な学習則を導いた48)．学習則
に入っているのはある種の相互抑制（細胞間の不必要
な相関を下げる）で，フィードフォワードネットワーク
において情報量最大化原理に基づくモデルと同様の結
果を出す局所的学習則と部分的に類似している49～52)．
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