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連想記憶回路のための対称型TSTDPシナプス回路モデルの結合荷重値に対する一検討 

A Study on Synaptic Weight of Symmetrical TSTDP Synaptic Circuit Model for an Associative Memory Circuit 
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Abstract: Spike Timing Dependent synaptic Plasticity (STDP) is useful for modeling neural networks. Especially, Triplet STDP 

(TSTDP) depending on firing frequency of continuous spikes is occupied attention of the researcher. We examine the possibility 

of associative memory of images by incorporating a synaptic circuit model that uses the characteristics of symmetric TSTDP as 

a learning rule in a hardware Hopfield network.  

In this paper, we propose the hardware Hopfield network with characteristics of symmetric TSTDP as a learning rule. As a 

result, it is shown that synaptic weight of the proposed network depend on the firing frequency. 

 

1．はじめに 

現在，人間の脳の情報処理能力を工学に応用するた

めに，脳を構成するニューラルネットワークをモデル

化する研究が行われている[1]．記憶は 2 つの細胞体間

のシナプス強度によって維持されると言われている[2]．

生理学実験によって，シナプスの前段に接続する細胞

体（以下，PRE）と後段に接続する細胞体（以下，POST）

の発火時間差と発火順序によって，結合荷重値が変化

していることが報告されている[2]．さらに，発振周波数

により結合荷重値が変化する  Triplet-STDP(Spike-

Timing Dependent-synaptic-Plasticity) (以下，TSTDP)が注

目されている[3]． 

本論では，ハードウェアで構成したホップフィール

ドネットワークに，対称型 TSTDPの特性を学習則とし

たシナプス回路モデルを組み込み，画像の学習におい

て周波数による結合荷重値の変化について検討を行っ

た． 

 

2．本論 

図 1 に，今回学習則として用いた周波数に依存する

対称型 TSTDP シナプス回路モデルのシミュレーショ

ン結果を示す．同図は，PRE と POST に他励振細胞体

モデルの発火を 3 回入力する条件で得られたもので，

図中，横軸は POST の発火時間 TPOSTと PRE の発火時

間 TPREの発火時間差 Δt=TPOST－TPREを，縦軸は結合荷

重値変化量を示している．同図において，発火の順序

にかかわらず発火時間差の絶対値によって結合荷重値

が変化していることを示している．また，周波数が増

加する，結合荷重値変化量の変動が大きくなることを

示している． 

今回，自己結合以外の全ての細胞体同士を相互接続

したホップフィールドネットワークを用い，図 2のよ 

 

図 1 周波数に依存する対称型 STDPシナプス回路

の発火時間差―結合荷重値変化量特性 

 

.  

図 2 学習パターン 

 

うな各細胞体モデルを 5×5のマス目に対応させた 3

つの画像を学習させ，結合荷重値を出力する． 

 図 2 の画像のマス目の色が黒の場合と白の場合で，

発火タイミングが 1µs ずれるように，他励振細胞体モ

デルの出力に電流を入力する．対称型 TSTDPシナプス

回路モデルの特性により，結合荷重値は同色の場合に

増加し，異色の場合に減少する．対称型 TSTDPの特性

を学習則としているため，同一の組み合わせの細胞体

同士ならば発火の順序によらず相互結合しているシナ

プスの結合荷重値は同じになる．  

図 3 に結合荷重値出力回路のブロック図を示す．N1

～N25に対応した他励振細胞体モデルの出力を，ボルテ 
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図 3 結合荷重値出力回路  

 

ージフォロワ回路を通し，対称型 TSTDPシナプス回路

の PRE と POST にそれぞれ接続している．例として，

N2を PRE，N25を POST として入力した場合，結合荷

重値は図中の w2to25 に出力される．よって，25 個の

他励振細胞体モデルを接続することで合計 600 個の結

合荷重値が出力される． 

図 4，5に，それぞれ周波数が 50kHzと 100kHzのと

きの，PREに N10を，POSTに N1～N9 ，N11～N25の発

火波形を入力した場合の時間に対する結合荷重値

w10to1～w10to9，w10to11～w10to25の推移のシミュレ

ーション結果を示す．図中の各データの色は w10to1～

w10to9，w10to11～w10to25の推移をそれぞれ表してい

る．図 2 の学習パターンに合わせ，各画像に対し結合

荷重値の増加と減少が決定しているため，学習後の結

合荷重値は 4 つに収束していることを示している．ま

た，周波数が高いほど学習後の結合荷重値の変化量が

増加していることを示している．このことより，周波

数を考慮することで，白と黒の 2 値だけでなく，画像

全体の色合いなどの情報が付加された画像を学習でき

ると考えられる．  

 

図 4  N10を PREに入力し周波数を 50kHz 

とした場合の時間に対する結合荷重値変化量特性 

 

図 5  N10を PREに入力し周波数を 100kHz 

とした場合の時間に対する結合荷重値変化量特性 

 

3．まとめ 

 今回，ハードウェアで構成したホップフィールドネ

ットワークに，対称型 TSTDPの特性を学習則としたシ

ナプス回路モデルを組み込み，画像の学習において周

波数による結合荷重値の変化について検討を行った．

その結果，周波数により学習後の結合荷重値を変化さ

せられることを明らかにした． 

今後は，出力した結合荷重値を用いて連想記憶回路

を作製し，学習した画像に対するミスパターン画像を

入力した際の元画像の連想記憶システムを完成させる

予定である．また，結合荷重値が周波数によって変化

することで白黒以外の画像の学習に応用できるか検討

する． 
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