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研究計画の概要

1. 研究の主旨
現在、いじめや高齢化社会への対応が社会問題となっておりコミュニケーションに係わる脳科学研究
は早急な進展が望まれている。一方、近年の PET や fMRI など脳活動非侵襲計測法の急激な進歩と計算
理論や神経回路モデルの進展によって、コミュニケーションを脳科学として研究することが現実に可能
となってきた。そのような状況の中にあって、ヒトを含む霊長類の言語および非言語的コミュニケーシ
ョンの研究は、言語学・心理学・教育学・人類学など幅広い分野で行われているにもかかわらず、神経
科学の研究分野としては未だ確立されていないのが実状である。本研究においては計算理論、神経回路
モデル、脳活動非侵襲計測法、神経生理実験を組み合わせた総合的な方法論および理論を確立する。ま
た、計算理論・神経回路モデル・人類学などを重要な結合要素として、霊長類で得られている神経生理
学・神経解剖学の知見をヒトの言語学・非侵襲計測・心理学の研究成果と結び付ける。
本プロジェクトでは脳におけるコミュニケーション機能をモデル化するのに十分なデータおよび
知識を蓄積することを目標とする。
第 I 期（前期３年間）では、ヒトとサルにおける身振りや表情等による非言語的コミュニケーショ
ン、言語的コミュニケーションの両方について、脳活動非侵襲計測実験、電気生理実験、行動学的実
験を通じデータ収集を行う。同時に、計算理論と神経回路モデル構築のため、それぞれの共通性・特
異性に関する評価を行う。また、新しい脳活動非侵襲計測技術開発のため、脳磁図、fMRI 等における
新しい方式の開発を行う。
第 II 期（後期２年間）では、第 I 期に行った実験の結果から得られた fMRI あるいは MEG による脳
活動データを元に、計算理論や神経回路の構築を行う。また、見まね・運動系列学習などの非言語的
コミュニケーションおよび意思決定の計算理論を拡張することにより、動的メカニズムの持つ神経回
路モデル、その性質の数理的解明を行う。最終的には大規模ニューラルネットワークモデルを構築す
るとともに、非言語的コミュニケーション、言語的コミュニケーションの両方について、脳内機構の
解明を狙う。

2. 研究概要
1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.1. 非言語的コミュニケーションの脳活動非侵襲計測に関する研究
1.1.1. バーチャルリアリティ技術を用いた道具の脳内表現に関する研究
＜Ⅰ期＞
バーチャルリアリティ技術による仮想道具の開発と、仮想道具操作時の脳活動の非侵襲計測をする
ための手形状入力装置の試作を行う。さらに、試作した手形状入力装置を fMRI 装置内で動作するこ
とを確認し、各種仮想道具の操作に伴う脳活動の計測方法を確立する。
＜Ⅱ期＞
この結果を踏まえて各種実験装置を拡充し、被験者が仮想現実空間の中で、「新奇な」道具の使い
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方を学習しているときの脳活動を計測する。そして、この計測データに基づいて、脳機能と道具の脳
内表現について検討する。
1.2. 非言語的コミュニケーションの電気生理実験とヒトの心理実験に関する研究
1.2.1. サルとヒトを対象にした顔の表情識別の脳内機構の解明
＜Ⅰ期＞
コミュニケーションに使われる、複合情報である顔情報が、側頭葉のニューロンのダイナミックな
活動のなかでどのように表現されているかを明らかにするために、ヒトの心理実験で表情認知に重要
な要素を割り出し、またヒトやサルの表情を含む顔やその他の図形および表情の動画を刺激として、
サルの脳からニューロン活動を記録する。そのため、まずヒト被験者に顔表情を呈示し、表情判断の
心理実験による、顔表情判断に重要な要素の分析を行う。サルを使った電気生理実験システムの構築、
ニューロン活動計測のためのプログラムのセットアップ、ヒトとサルの表情の異なる顔の視覚刺激に
よって生じるサル上側頭溝の上部、下部、下側頭部のニューロン活動の記録、活動と顔表情との関係
の分析を行う。さらに側頭葉と V１との間の双方向結合の働きを解析することによって、複合情報の
ダイナミックな神経コードに関する双方向情報処理モデルの具体化を図るために必要な基礎的な神
経生理学的データを得る。
＜Ⅱ期＞
サルとヒトの表情のある顔を刺激として、fMRI を用いて、ヒトを対象におおまか情報に注意してい
るときと、詳細情報に注意しているときで、脳の活動する場所を計測し、おおまかと詳細情報が別々
に処理されるのか必然的に同一領域で処理されているのか明らかにする。
また表情分析の神経回路モデルがヒト脳の各部位にどう分散・展開されているかを知るために、サ
ルとヒトの表情のある顔や図形を刺激とした場合のヒト脳の活動部位を fMRI を用いて画像計測し、
その計測データに基づいて、表情や個体の脳内分析機構を提案モデルとの関連から検討することによ
ってモデルの妥当性を評価する。
1.2.2. 視覚的コミュニケーションシグナルと一般物体像の脳内表現
＜Ⅰ期＞
非言語的コミュニケーションを担う脳内機構の重要な一つとして、視覚的物体認識のメカニズムを
本研究では追求する。I 期においては、サルの物体表面知覚に関する心理的実験を行い、サルがヒト
と同じく「一般像抽出原則」に従って、２次元網膜像から３次元立体像を脳内復元し知覚しているか
どうかを検討する。また、物体認識に重要な役割を果たす側頭葉視覚連合野 TE 野と第一次視覚野の
中の内在性神経連絡の特徴とその発生過程を神経解剖学的手法を用いて調べる。さらに、コミュニケ
ーションシグナルとして重要な顔の視覚像により活性化される側頭葉内領域の同定を陽電子撮像法
（PET 法）を用いて行う。
＜Ⅱ期＞
ＴＥ野における両眼視差の情報処理および３次元面構造の復元過程、特に、ＴＥ野の細胞が両眼視
差のみによって定義されるような形（たとえば、ランダムドットステレオグラムで示した図形）に反
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応するかどうかを神経生理学的に検討、および顔反応性部位の活動に、左右半球間の差異があるかど
うかを神経生理学的に検討する。あわせて、ＴＥ野において両眼視差選択性細胞がモジュール構造を
形成しているかどうかの検討と顔反応領域のさらなるＰＥＴ解析を行う。
1.2.3. ヒトの顔の表情に関する心理学的研究
＜Ⅰ期＞
ヒトの表情変化の計測および表情認知実験のための心理実験システムを構築する。その第１段階と
して、６基本情動（喜び、怒り、悲しみ、嫌悪、恐怖、驚き）を表す表情動画の作成およびその評価
実験を行う。作成された表情動画を刺激として表情変化の時間成分の効果に関する心理 実験
（representational momentum 課題、評定課題、自由記述課題）、および情動の質的差異の影響に関
する心理実験（見本照合課題）を行う。さらに視線/顔向きの違いが表情認知におよぼす影響に関す
る心理実験（見本照合課題）を行う。
＜Ⅱ期＞
表情動画像の知覚、表情と視線/顔向きの視覚処理にかかわる神経機構の相互関連性について、fMRI
により検討する。さらに、視線方向による自動的注意定位におよぼす情動表情の影響に関する心理実
験を行う。また、この年度までの成果に基づいて、表情・視線の視覚処理に関する認知－情動－神経
モデルを構築する。
1.2.4. 視覚的コミュニケーションの心理物理学的研究
＜Ⅰ期＞
知覚機構の心理物理学的実験、並列特殊情報の統合過程を解明し、視覚課題と脳の活性特性の関係
解析と知覚の情報処理機構の解析および３次元形態認識の情報処理機構を解明する。
また、視覚的コミュニケションにおける色知覚、運動知覚、奥行きの知覚機構を明らかにするため
に、視覚測定用の fMRI 実験システムを整備し、色知覚、運動知覚、奥行き知覚にかかわる脳の活動
部位および活動特性を fMRI と MEG によって測定し、その結果を統合分析することによってこれらの
知覚の神経機構の相互関係に関するデータを得る。
さらに、色輪郭と輝度輪郭の相互作用過程の神経機構と奥行き知覚における単眼手がかりと両眼て
がかりの相互作用過程の神経機構を明らかにするために、fMRI と MEG と EEG による測定結果を統合
分析することによって、物体認識における並列情報特徴情報の統合過程の解析を行う。
＜Ⅱ期＞
視覚的コミュニケションにおける知覚機構を明らかにするために、注意課題を操作しながら、知覚
特性（時間、空間、色、運動、両眼奥行き）とレチノトピー性を持っている領野（V１〜V４）の活動
の関係を脳イメージング法（MEG／fMRI）を用いて解析する。
MEG と fMRI を使用して、知覚特性（運動知覚、両眼奥行き）とレチノトピー性を持っている領野
（V１〜V４）の活動の関係解析および注意課題を操作しながら、形態知覚特性（図地分節、面、形、
物体、）とレチノトピー性領野、全視野性領野の活動の関係解析に関して、知覚現象と神経機構の解
析をさらに進める。

3

ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究

1.3. 非言語的コミュニケーションの電気生理学的実験および行動学的実験に関する研究
1.3.1. 霊長類の音コミュニケーション知覚機構の解明
＜Ⅰ期＞
音声コミュニケーションによる電気生理学実験システムを構築し、予備実験を行うとともに、実験
用刺激の作成を行う。
また、当研究で作成した音声コミュニケーションによる電気生理学実験システムの改良、研究の展
開に必要な新たな実験用刺激の作成、音声データの収集、ヒト心理実験の準備を行う。
サルによる音声の知覚実験では、合成音声の継時的変化を弁別させる実験を行い、サルがヒト同様
に合成音声の継時的変化のカテゴリカルな弁別を行うか否かを検討する。また、電気生理学的実験を
行いサルの聴覚中枢における合成音声の継時的変化に対応するような継時的変化を伴う音刺激の表
示のされ方を探る。一方、ヒトによる音声の知覚実験では、周波数成分を劣化させた条件では緩徐な
振幅変化だけによって音声が知覚可能なことを系統的に示し、音声知覚の中枢メカニズムにおける時
間情報 (temporal information) 表現の使われ方をを調べる。
＜Ⅱ期＞
サルでは基本周波数が倍音構造の複合音のピッチを決定するキーとなるかどうかを行動学的・神経
生理学的な確認、ヒトがどのようにしてメロデイー中のピッチ変化を認知する法則を見つけるために、
様々な時間的変化パターンに対する認知反応を系統的な検討、音声の知覚実験では周波数情報劣化音
声を用いた実験を継続し、物理的振幅包絡変化が知覚的にはピッチの時間的変化に置き換えることが
可能かどうかを、ヒトとサルにおいて確認する。
さらに、サルにおける継時的ピッチ変化知覚の行動学的実験を継続し、ヒトとの類似点と相違点を
明らかにするとともに、聴覚系中枢における時間情報表現・コーデイング法を探るために、下丘ニュ
ーロンからの記録を継続して実施する。
1.3.2. 非言語的コミュニケーションの基礎となる感覚運動系列学習と遂行の神経生理学的研究
＜Ⅰ期＞
大脳基底核の関与する学習のメカニズムを調べるための実験研究を行う。具体的には、サルに系列運動学
習をおこなわせ、黒質線条体ドーパミン系が学習に必須であるか、必須であるとすれば、系列運動学習のど
の側面に関与するのか、学習に関わる線条体での細胞メカニズムは何かを明らかにする研究を行う。
＜Ⅱ期＞
運動手続きの学習における大脳基底核の役割を明らかにする研究を行う。具体的には、
（1）視床非
特殊核である CM/Pf 核から線条体に強い投射を持つ視床線条体系の役割を調べる。（2）系列運動の学
習と記憶における大脳皮質− 基底核系のシステムとしての機能を知るために、系列運動課題を行って
いるサルの線条体投射ニューロン、介在ニューロンの神経活動間の相関を求め、線条体内での統合と、
皮質− 基底核ループを介する役割を調べる。黒質線条体ドーパミンニューロンが学習のための教師信
号を担っているかを、サルを使って行動課題を行わせ、中脳のドーパミンニューロンの単一ニューロ
ン活動を記録することによって調べる。
（3）ヒトの系列運動学習において、大脳基底核が重要な働き
をするか、黒質線条体ドーパミン系が活性化されるかを調べる。
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1.3.3. コミュニケーションのための内部モデルの小脳内存在に関する生理学的研究及び非侵襲脳活
動計測による研究
＜Ⅰ期＞
小脳に「制御対象の性質を脳の内部に写し取ったモデル」（内部モデル）が存在するかどうかを調
べるための実験系をヒト（非侵襲脳活動計測法）とサル（生理学的手法）それぞれについて構築し、
データの収集と解析を行う。ヒトに関しては、漢字－読み変換、音声－意味変換等を試みる。サルに
関しては目標に手を伸ばす際の視覚運動変換の際の小脳電気活動を調べる。
＜Ⅱ期＞
ヒトの非侵襲脳活動計測に関しては、朗読音声の再生、高速再生、逆転再生等を組み合わせた音声
− 意味変換実験パラダイムを開発し、小脳に音声を意味に変換するための内部モデルが存在するかを
調べる。一方、生理学的研究に関しては、負の粘性場と正の粘性場という異なる環境の下で運動課題
を行うサルの小脳の電気活動を記録して、複数の内部モデルが小脳内に獲得されているかどうかを明
らかにする。
1.4. 非言語コミュニケーションの計算理論に関する研究
1.4.1. 顔の表情の識別や身振り手ぶりの理解に関する計算理論と神経回路モデルの研究
＜Ⅰ期＞
系列運動と言語行動についての計算理論の検証および「報酬の予測」に基づく運動系列学習理論の
情報収集を行う。
また、対象物中心座標、自己中心座標、および身体座標の間の変換機構の理論的検討およびその表
現と変換の脳内実現に関する情報収集を行うとともに、マルチモーダルな運動・感覚系列の生成と予
測の計算理論の検討を行う。
さらに、非言語情報による学習とコミュニケーションの計算理論の構築と神経回路モデルと実験結
果の検証を行うために、視覚刺激投影システムと視覚的コミュニケーションシグナル提示装置を使っ
た心理実験データの収集を行うとともに高次視覚運動課題処理・解析装置によりデータの解析を行い、
計算理論と神経回路モデルのシミュレーションを試みる。
＜Ⅱ期＞
非言語情報による学習とコミュニケーションの計算理論の構築と神経回路モデルと実験結果の検
証を行うために、視覚刺激投影システムと視覚的コミュニケーションシグナル提示装置にて得られた
データを、高次視覚運動課題処理・解析装置によりデータの解析を行い、計算理論と神経回路モデル
のシミュレーションを構築する。
また、Ⅰ期における視覚的コミュニケーションシグナル提示装置、視覚刺激投影システム、高次視
覚運動課題処理・解析装置の導入、得られたデータの解析、神経回路モデルの構築等による行動実験、
当プロジェクト全体で開発した脳磁計測装置を用いた非侵襲脳活動計測実験および、12 年度に導入し
た fMRI 視聴覚運動課題実験装置を使い、コミュニケーションに伴う脳活性化部位の同定実験を行う
ことで、今まで構築してきたコミュニケーションの計算理論の広範囲にわたる実験的検証を行う。
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1.4.2. トリとヒトにおける音列の産出認知メカニズム
＜Ⅱ期＞ （本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
非言語的コミュニケーションで重要な位置を占める事象の時系列の産出認知メカニズムを明らか
にするために、音列を学習し、産出・認知できる動物種であるヒトと鳴鳥類の認知ストラテジを行動
学的・神経生理学的に比較するとともに、トリが歌をうたう際およびヒトが楽器を演奏する際の運動
指令のパケット化・階層化にともなう神経生理指標を記録・比較する。ヒトと鳴鳥類の音列の産出と
認知のメカニズムには行動レベル・神経回路レベルで共通点が多いことがわかったことから、時系列
信号の産出と認知を行う上でヒトと鳴鳥類が共通に使用していると思われるアルゴリズムを仮定し、
鳴鳥類の歌産出と認知において、これがどのように実現されているかを神経回路のレベルで明らかに
する。この成果から時系列信号の産出認知モデルを構成し、ヒトの音列産出および認知時のモデルと
しても妥当性を持つかどうかを、脳波を指標として検討する。
2. 言語的コミュニケーションの理解に関する研究
2.1. 脳活動非侵襲計測実験等に基づくコミュニケーション機能のモデル化に関する研究
2.1.1. コミュニケーション素過程としての脳内シミュレーション機構の非侵襲的研究
＜Ⅱ期＞ （本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
fMRI を用いて、言語的および非言語的なシミュレーションを支える神経機構の類似と相違を明らか
にする。また経頭蓋磁気刺激による皮質機能一過性干渉法を用いて、言語的および非言語的なシミュ
レーション機能に関与する大脳皮質の機能的有意性を明らかにする。頭皮上脳波と多次元時系列解析
を用いて、言語的および非言語的シミュレーション課題遂行中 fMRI で賦活の認められた大脳皮質領
域間の機能連関を明らかにする。さらに小脳疾患および大脳基底核疾患における言語的および非言語
的なシミュレーション機能の変化を明らかにする。
2.1.2. 言語獲得と理解についての脳内メカニズムの解明
＜I 期＞
MEG 視覚刺激装置の立ち上げを含む脳活動の非侵襲計測実験システムの準備と構築を行うとともに、
視覚呈示したカナ文字・疑似文字および文字列などを用いて処理内容を段階的に変化するような実験
課題を作り、そのような課題を行っている際の被験者の時間的・空間的な脳活動変化を fMRI および
MEG 計測し、課題毎の脳活動を比較することにより、形態・音韻などの処理と脳活動部位・活動時刻
などの関連を明らかにする。
＜Ⅱ期>
fMRI および MEG 計測した言語脳活動データに含まれる、複数活動源の時間的・空間的情報を解析す
る方法を検討し、文字・単語レベルの処理に関して、特に音韻処理など従来の解析方法では分析しづ
らい脳活動を含む計測データにその解析方法を適用することにより、詳細な脳活動を明らかにし、言
語モデルに寄与するデータを示す。
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2.1.3. 言語機能の脳内機構の解明に関する研究
＜Ⅰ期＞
（1）言語知識・言語理解の認知心理学的モデル
・生成文法理論に基づく言語知識・言語理解の認知心理学的モデルを構築（日本語および英語
を主な対象言語として）
・生成文法理論に基づく言語知識・言語理解の認知心理学的モデルの検討
・日本語と英語を対象として、スコープ（解釈上の影響が及ぶ範囲）と統語範疇（品詞）の取
り扱いの検討
（2）言語発達に関する実験的研究
・言語機能の発達に関する認知心理学的実験システムの準備と構築
・言語機能の発達に関する認知心理学的予備実験の実施
・日本語を対象として、発達における文法と語用知識の相互作用の実験による裏付け
（3）言語理解に関する実験的研究
・言語理解における統語解析の一般原理の抽出
（4）言語の脳内処理に関する実験的研究
・刺激文による脳活動非侵襲計測システムの準備と構築
・言語理論の観点から統制された刺激文を使った脳活動非侵襲予備実験の実施
・脳内処理における統語範疇（品詞）と概念の関係の明確化
＜Ⅱ期＞
（1）言語知識・言語理解の認知心理学的モデル
・生成文法理論に基づく言語知識・言語理解の認知心理学的モデルの精密化（日本語および英
語を主な対象言語として）
・日本語および英語の言語知識・言語理解に関するスコープ（解釈上の影響が及ぶ範囲）と統
語範疇の問題を中心とする認知心理学的モデルの精密化
（2）言語発達に関する実験的研究
・日本語と英語を対象として、刺激文提示装置を利用し、幼児を被験者とする言語の獲得に関する
認知心理学的実験を行い、言語機能の発達に関連する生得的原理と経験の相互作用について確認
・日本語と英語を対象として、刺激文提示装置を利用し、幼児を被験者とする文法の獲得に関する
認知心理学的実験を行い、言語機能の発達に関連する文文法と語用知識の相互作用について確認
（3）言語理解に関する実験的研究
・日本語と英語の両方を対象に統語解析の一般的原理の候補を明らかにするとともに、それら
の原理の実在をタキストスコープを用いた実験を通じて確認
・日本語と英語の両方を対象に統語解析の一般的原理の候補を明らかにするとともに、それら
の原理の実在を眼球運動測定装置を用いた実験を通じて確認
（4）言語の脳内処理に関する実験的研究
・脳内処理における統語範疇（品詞）と概念の関係に重点を置いたfMRIを利用した脳活動非侵襲
計測実験を行い、これまでの言語（単語）の脳内処理に関する実験の結果得られたデータが、
実は概念の脳内処理に関するものであったことを確認
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・失語症患者を被験者とする実験を行い、言語知識の欠損部分を明確化
（5）主要文献データベースの構築
・関連する分野の主要文献データベースの構築
（6）成果の整理と今後の研究の課題の明確化
・これまでの成果の整理と今後の研究の課題の明確化
2.2. 言語的コミュニケーションの非言語的コミュニケーションの計算理論からの拡張に関する研究
2.2.1. 言語的コミュニケーションにおける埋め込み構造の最適化原理に基づく研究
＜Ⅰ期＞
構文の埋め込み構造の理論的解析、調査実験および情報収集を行うとともに、双方向性理論による
コミュニケーションパターン生成の理論的解析と情報収集を行う。腕・手の運動によるコミュニケー
ションのための本質的な情報表現および計算機構を理解するため、双方向性理論の立場から運動パタ
ーン認識の運動指令説を検証する神経回路網モデルの研究を行う。
＜Ⅱ期＞
脳損傷患者（失書患者）を被験者とした運動行動実験によって、計算論的な書字メカニズムを演繹
すること、腕の３次元運動のための腕ダイナミクスのモデル化を行い、３次元運動における最適化規
範の妥当性を検討すること、次に強化学習の枠組みによって、経由点情報等の特徴量を陽として与え
ることなく、最適化規範による３次元の運動軌道生成に基づいて、手話・身振りなどのコミュニケー
ションのための複雑な順序的運動の新しい生成・認識モデルの構築を実施する。
3. コミュニケーションの脳科学のための新しい計測技術開発の研究
3.1. コミュニケーション時のヒト脳活動の非侵襲計測法開発に関する研究
3.1.1. ３Ｄ脳時計バーチャルセンサシステムの脳研究への応用
＜Ⅰ期＞
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムのセンサユニット、回路ユニット、ガントリー・ヘッド・椅
子、および磁気シールド部の設計・製作を行う。さらに、これらを組み合わせた３Ｄ脳磁計バーチャ
ルセンサシステムのトータルシステムを構築する。
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムに対応した複数の脳活動源および広がった脳活動源の新しい電源解
析法の概念設計を行う。さらに、シミュレーションを行い、電源解析法の解析アルゴリズムの最適化を行う。
＜Ⅱ期＞
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムに、周辺装置(脳波計、リアルタイムモニター)を追加して、
装置の総合性能を向上させる。
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムにより計測したデータに、複数の脳活動源に対応した電源解
析法および広がった脳活動源に対応した電源解析法を適用し、解析アルゴリズムの最適化と有効性の
確認を行う。
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムによりデータを収集し、運動視、立体視に関する諸知覚量と
脳内活動強度の関係解析に関する研究を行う。
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3. 年次計画及び所要経費
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4. 実施体制
＜体制図＞
研 究 項 目

担

当 機 関

等

研究担当者

1. 非言語的コミュニケーションの理解に
関する研究
（１）非言語的コミュニケーションの脳活
動非侵襲計測に関する研究
① バーチャルリアリティー技術を用い
た道具の脳内表現に関する研究

文部科学省研究振興局

岸野

文郎

山根

茂

藤田

一郎

大阪大学大学院工学研究科

（２）非言語的コミュニケーションの電気
生理実験とヒトの心理実験に関する
研究
① サルとヒトを対象にした顔の表情識
別の脳内機構の解明
② 視覚的コミュニケーションシグナル
と一般物体像の脳内表現
③ ヒトの顔の表情に関する心理学的研
究
④ 視覚的コミュニケーションの心理物
理学的研究

文部科学省研究振興局
独立行政法人 産業技術総合研究所（委託）
文部科学省研究振興局
大阪大学大学院基礎工学研究科
文部科学省研究振興局

吉川左紀子

京都大学大学院教育学研究科
文部科学省研究振興局

江島

義道

力丸

裕

木村

實

北澤

茂

川人

光男

京都大学大学院人間・環境学研究科

（３） 非言語的コミュニケーションの電
気生理学的実験及び行動学的実験に
関する研究
① 霊長類の音コミュニケーション知覚
機構の解明
② 非言語的コミュニケーションの基礎
となる感覚運動系列学習と遂行の神

文部科学省研究振興局
同志社大学工学部（委託）
文部科学省研究振興局
京都府立医科大学医学部

経生理学的研究
③ コミュニケーションのための内部モ
デルの小脳内存在に関する生理学的

文部科学省研究振興局
独立行政法人 産業技術総合研究所（委託）

研究及び非侵襲脳活動計測による研
究
（４）非言語コミュニケーションの計算理
論に関する研究
① 顔の表情の識別や身振り手ぶりの理
解に関する計算理論と神経回路モデ

文部科学省研究振興局
(株)国際電気通信基礎技術研究所（委託）

ルの研究
② トリとヒトにおける音列の産出認知
メカニズムに関する研究

文部科学省研究振興局
千葉大学文学部
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２. 言語的コミュニケーションの理解に関
する研究
（１）脳活動非侵襲計測実験等に基づくコ
ミュニケーション機能のモデル化に
関する研究
① コミュニケーション素過程としての
脳内シミュレーション機構の非侵襲

文部科学省研究振興局

本田

学

宮内

哲

岡崎国立共同研究機構 生理学研究所

的研究
② 言語獲得と理解についての脳内メカ
ニズムの解明
③ 言語機能の脳内機構の解明に関する
研究

文部科学省研究振興局
独立行政法人 通信総合研究所（委託）
文部科学省研究振興局

大津由紀雄

慶應義塾大学言語文化研究所（委託）

（２）言語的コミュニケーションの非言語
的コミュニケーションの計算理論か
らの拡張に関する研究
① 言語的コミュニケーションにおける
埋め込み構造の最適化原理に基づく

文部科学省研究振興局

和田

安弘

吉田

佳一

東倉

洋一

長岡技術科学大学工学部

研究
３. コミュニケーションの脳科学のための
新しい計測技術開発の研究
（１）コミュニケーション時のヒト脳活動
の非侵襲計測法開発に関する研究
① ３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステ
ムの脳研究への応用
４. 研究管理

文部科学省研究振興局
（株）島津製作所基盤技術研究所（委託）
文部科学省研究振興局
(株)国際電気通信基礎技術研究所（委託）
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5. 研究推進（運営）委員会
リエゾン会議メンバー
Ⅰ期（平成9年度～平成11年度）
委

員

○東倉 洋一

所

属

日本電信電話㈱

基礎研究所

所長（平成9年度～平成10年度）

同

コミュニケーション科学基礎研究所 所長（平成11年度）

（㈱国際電気通信基礎技術研究所 客員研究員）
宮内 哲
山根 茂
北澤 茂
松岡 克典
岸野 文郎
乾

敏郎

郵政省通信総合研究所 通信科学部信号処理研究室 主任研究官
通産省工業技術院電子技術総合研究所
大阪ライフエレクトロニクス研究センター

センター長

通産省工業技術院電子総合技術研究所
情報科学部脳機能研究室 主任研究官
通産省工業技術院大阪工業技術研究所
光機能材料部

情報光学研究室 室長

大阪大学大学院工学研究科 教授
京都大学大学院文学研究科 教授（平成9年度～平成10年度）
同

情報学研究科

教授（平成11年度）

大津 由紀雄

慶應義塾大学 言語文化研究所

教授

力丸 裕

同志社大学 工学部知識工学科

教授

和田 安弘

長岡技術科学大学 工学部電気系 助教授

平原 達也

㈱国際電気通信基礎技術研究所

経営企画部

吉田 佳一

㈱島津製作所 基盤技術研究所

主任研究員

（注：○は研究管理統括者）
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Ⅱ期（平成 12 年度～平成 13 年度）
委

員

○東倉 洋一

宮内 哲
山根 茂

所
日本電信電話㈱

コミュニケーション科学基礎研究所

同

先端技術総合研究所

（㈱国際電気通信基礎技術研究所

客員研究員）（平成12年度）

（同

招聘研究員）（平成13年度）

郵政省通信総合研究所
独立行政法人

知覚機構研究室

通信総合研究所

独立行政法人

産業技術総合研究所

超格子部

大津 由紀雄

慶應義塾大学

和田 安弘

長岡技術科学大学

（平成13年度）
吉田 佳一

部長（平成12年度）

脳神経情報研究部門

産業技術総合研究所

大阪大学大学院工学研究科

川人 光男

室長（平成13年度）

総括研究員（平成13年度）

情報科学部脳機能研究室

主任研究官（平成12年

度）

岸野 文郎

（平成12年度）

室長（平成12年度）

知覚機構研究室

通産省工業技術院電子技術総合研究所

独立行政法人

銅谷 賢司

所長（平成12年度）

所長（平成13年度）

通産省工業技術院電子総合技術研究所

北澤 茂

属

脳神経情報研究部門

主任研究官（平成13年度）

教授

言語文化研究所

教授

工学部電気系

助教授

㈱国際電気通信基礎技術研究所

先端情報科学研究部

主任研究員

㈱国際電気通信基礎技術研究所

先端情報科学研究部

主幹研究員

㈱島津製作所

基盤技術研究所

主任研究員（平成12年度）

同

同

主幹研究員（平成13年度）

（注：○は研究管理統括者）
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研究成果の概要

総

括

＜Ⅰ期＞
第Ⅰ期（平成９年度～平成１１年度）における主な成果は、（1）コミュニケーション計算モデルの
基本モデルの完成、
（2）この基本モデルの妥当性を裏付ける複数の実験的検証、
（３）脳磁計の基本機
能部分の完成である。
まず、コミュニケーション計算モデルの基本モデルとして、小脳における階層的多重順逆対モデル
を構築した。このモデルの提案は、従来の小脳順逆モデル対を基盤として、高次運動課題による心理
行動実験、実験データの収集と解析、計算理論と神経回路モデルのシミュレーションを並行して行う
ことで、初めて可能になった。技術的には、心理行動実験に用いた視覚的コミュニケーションシグナ
ル提示装置と視覚刺激投影システムや、高次視覚運動課題処理・解析装置による高速演算が、モデル
の高精度化に寄与した。
コミュニケーション計算モデルの基本モデルの妥当性を裏付ける実験的な検証に関しても多くの成
果を得た。中でも特筆すべきは、その成果が Nature 誌にも掲載され、国際的に高い評価を受けた以下
の３つである。これらは、（a）小脳内部モデルの存在を裏付ける生理学的データ、（b）表情認知にお
ける双方向の情報の流れを確認するデータ、（c）ヒト小脳内における認知機能に関する多重内部モデ
ルの存在根拠を示したものである。（a）は、非侵襲脳活動計測と電気生理学的な手法の双方を用いて、
「内部モデル（制御対象の性質を脳の内部に写し取ったモデル）が小脳に存在するか？」という仮説
を、腕の運動を具体例にとって検証したもので、小脳の内部モデル学習理論が仮定する学習信号が登
上線維によって確かに与えられることを検証した。（b）では、ヒトとサルの表情顔を見たときのサル
の側頭葉細胞の応答を計測し、細胞がダイナミックにコードする情報を解析した結果、顔によって脳
細胞の応答に変化があることがわかった。これらの脳活動の詳細な解析を行ったところ、まず、サル
かヒトかという大まかな情報が現れ、これに時間的に遅れた形で、表情や固体という詳細情報が表れ
ることが明らかになった。（c）では、ヒトが新しい道具の使い方を学習しているときの小脳の活動を
計測し、道具の操作に必要な内部モデルの活動を反映している小脳活動を確認するとともに部位の特
定を行い、基本モデルの存在根拠を示した。
脳磁計については、基本部分である３D バーチャルセンサシステムを構築した。センサ、データ収集、
データ解析、リアルタイムモニタなどの各ユニットで構成される脳磁計の全体システムについて、測
定精度評価装置による性能評価を行い、システムが所望の性能を満たすことを確認した。
＜Ⅱ期＞
第Ⅱ期（平成１２年度～平成１３年度）における主な成果は、（1）コミュニケーション計算モデル
の基本モデルである階層的多重順逆対モデルの高度化および拡張、（2）このモデルの妥当性を裏付け
る実験的検証、（３）脳磁計による脳活動計測の高精度化である。
まず、階層的多重順逆対モデルの高度化および拡張を目的に、非侵襲脳活動計測によるモデルの検
証とモデルの計算機シミュレーションを並行して進め、モデルの性能と問題点を明確にした。また、
コミュニケーションにおいて重要な役割を担う注意の視覚情報処理に着目し、脳磁計による非侵襲脳
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活動計測を併用することによって、視覚大脳皮質の構造と視覚機能の空間的関係を明らかにすること
に成功した。さらに、「拡散力場」という運動学習の新しいパラダイムを考案し、「人間は抵抗力の微
妙なコントロールはできない」とする従来の定説を覆し、手先のスティフネスの方向と大きさを最適
に調節することによって不安定な状況を安定させていることを明らかにした。この成果は、Nature 誌
に掲載され、国際的にも高い評価を得た。
上記以外にも、モデルの妥当性を裏付ける実験的検証についても研究が進捗した。これらの研究成
果の中で代表的なものは、複数の内部モデルが小脳内で生成されているかどうかを調べ、内部モデル
の切り替えが小脳の下流で行われていることを示唆する結果を得たことである。具体的には、異なる
粘性環境のそれぞれにおける運動の筋電活動を測定し、運動中の筋電活動が複数のプルキンエ細胞の
活動の線形和で近似できることを示した。さらに、赤池の情報量基準を用いた解析によって複数の運
動スキルが小脳の下流で切り替えられていることを示唆するデータが得られ、階層的多重順逆対モデ
ルが支持された。これらの研究成果が評価された結果、Nature 誌から小脳の学習に関する解説論文の
執筆を依頼された。
脳磁計による脳活動計測の高精度化については、複数に広がった脳活動源の新しい計測法と解析法
の開発を進めた。具体的には、第Ⅰ期に完成した３D バーチャルセンサシステムにウィーナー推定の手
法を導入し、磁気共鳴画像法（MRI）により得られる脳構造データ、機能的磁気共鳴画像法（ｆMRI）
によって得られる脳活動データ、脳磁計によって得られる脳磁図の３種類のデータを統合する革新的
な非侵襲脳活動計測法の開発に成功し、ｆMRI の持つ高い空間分解能と脳磁計の持つ高い時間分解能と
いう２つの長所を併せ持つ脳活動の新しい解析を可能とした。
第Ⅰ期と第Ⅱ期を通して、本研究の特徴であった計算理論、神経回路網モデル、非侵襲脳活動計測、
神経生理実験を組み合わせた総合的な方法論がよく機能し、階層的多重順逆対モデルというコミュニ
ケーション計算モデルの提案とその実験的検証を行うことができた。６件の Nature 誌への論文をはじ
め、数多くの国際的学術誌への論文掲載は、その成果の学術的な評価が極めて高いことを示している。
さらに、ｆMRI と脳磁計の長所を併せ持つ革新的な非侵襲脳活動計測法が開発され、これからも継続的
に使用できる環境が作られたことは、今後の脳研究への本研究の成果の長期的かつ具体的な活用とし
て意義深い。

サブテーマ毎、個別項目毎の概要
1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.1. 非言語的コミュニケーションの脳活動非侵襲計測に関する研究
1.1.1. バーチャルリアリティ技術を用いた道具の脳内表現に関する研究
＜Ⅰ期＞
バーチャルリアリティ技術を用いて、一般的な手形状入力装置を使用し、手と道具と物体の間の 2
段階の詳細なインタラクションを考慮した基本的な仮想道具を開発し、操作性を実験によって評価し
た。そして、仮想道具操作時の脳活動の非侵襲計測をするための手形状入力装置として、fMRI の磁場
に影響を及ぼさない光ファイバーを用いて、手指の 10 関節の曲げ角度を計測する装置を試作した。
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＜Ⅱ期＞
実験装置の拡充に関して、複雑な作業における道具の使用と学習に伴う脳活動を計測するため、力
覚情報を利用した仮想道具を提案し、操作性の実験を行った。また、複数の被験者から効率よく正確
に脳活動を計測できるようにするため、重回帰分析による状態推定と DP マッチングを用いた仮想道具
の実験システムを構築した。そして、仮想現実空間の中で、新奇な道具の使い方の学習時の脳活動を
計測し、脳機能と道具の脳内表現について検討した。その結果、仮想箸と現実箸では大局的にはほと
んど脳活動の違いはないが、体性感覚野と小脳で、現実箸に比べて仮想箸で弱い活動が観察された。
この結果をユーザインタフェースの評価実験と比較したところ、内部モデルを獲得し、その後、獲得
が終了する一連の過程において、被験者のユーザインタフェースに対する働きかけと脳活動との関連
がわかった。
1.2. 非言語的コミュニケーションの電気生理実験とヒトの心理実験に関する研究
1.2.1. サルとヒトを対象にした顔の表情識別の脳内機構の解明
＜Ⅰ期＞
サルの神経細胞活動記録実験と解析、神経回路網モデル実験を行った。その結果、双方向性の神経
回路網において、顔が入力されると最初はすべての出力細胞が活動するが、それが入力に戻されて入
力に近いものは活動をさらに増強させ、入力と異なるものは活動を衰退させるループ処理により、入
力に近い表情を表現する細胞群が最後まで（入力が消えても）活動を持続することがわかった。この
ような過程を神経回路網モデルで説明できた。
＜Ⅱ期＞
様々な顔を刺激としてヒト fMRI 計測実験を行い、視覚野から紡錘回領野にかけて顔に特異的な双方
向処理が行われていることが示唆された。
1.2.2. 視覚的コミュニケーションシグナルと一般物体像の脳内表現
＜Ⅰ期＞
ヒトが見るとネオン色拡散と呼ばれる錯視を経験する Redies-Spillmann 図形を見るとサルもまた似
た錯視を経験し、色のない図形部分に半透明の色円盤を感じていることを行動学的に証明し、サルも
また面構造の知覚において、「一般像抽出原則」に則っていることを示した。TE 野の内在性水平結合は、
V1 野にくらべ、遠距離に投射し、そのシナプス終末の分布集団のサイズ、分布間隔、シナプス密度は、
投射距離に依存せず不規則であるのに対して、V１のそれは規則的であることを示した。これらの特徴
は、出生直後にその原型ができているものの、個体発生にともない強調されることが判明した。PET
法を覚醒サルに適用し、顔視覚像を見ているときに特異的に反応する部位が TE 野（とくに右半球）に
見い出された。
＜Ⅱ期＞
TE 野の細胞が、ランダムドットステレオグラムによって提示した、両眼視差によって定義される形
に対して反応し、その反応選択性が、輝度コントラストや模様によって定義される形に対するものと
同じであることを明らかにした。TE 野の両眼視差選択性細胞は、その感受性の強さや好む両眼視差値
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によって固まって分布する傾向があり、両眼視差処理のモジュール構造を形成していると考えられた。
顔視覚像に選択的に反応する TE 野内領域が、ヒトの顔認識責任部位と同様、右半球優位であるかどう
かを検討した。２頭のサルでは右半球優位であったが、１頭では両半球間に差はなく、右半球優位は
絶対的なものではないと結論した。
1.2.3. ヒトの顔の表情に関する心理学的研究
＜Ⅰ期＞
morphing という画像処理技術を応用し、基本６情動を表す表情動画（中性表情からある情動表情ま
で変化する映像）を作成して心理実験を行った。表情動画を用いた認知実験から、表情が変化する時
間成分が表情知覚や情動認知に影響を及ぼすことが確認された。また、表情静止画を用いた初期知覚
に関する実験（周辺視野・瞬間提示での見本照合課題）から、情動表情は中性表情よりも、また不快
表情（怒り）は快表情（喜び）よりも知覚精度が高いことが見い出された。さらに、情動表情と視線・
顔向きの相互作用を見本照合課題により調べたところ、情動表情の知覚精度は視線・顔向き（すなわ
ち他者の注意方向）により変動することが明らかとなった。
＜Ⅱ期＞
情動表情と視線・顔向きの相互作用に関する心理実験として、視線方向の pre-cueing による自動的
注意定位現象を取り上げ、表情の要因を加えて検討した。その結果、視線方向による自動的注意定位
についても情動表情による影響が確認された。一方、表情、視線/顔向きの処理に関わる神経機構を明
らかにするために、fMRI の脳活動記録を分析した。その結果、表情動画の知覚において上側頭溝、扁
桃体という社会的信号、情動処理に関与する部位が活性化し、さらに運動前野、下頭頂小葉という運
動知覚・プラニングに関与する部位も活性化することがわかった。また、表情と視線・顔向きの組み
合わせにより、「自分の方を向く怒り表情」に対して左扁桃体が強く活性化することが明らかになった。
1.2.4. 視覚的コミュニケーションの心理物理学的研究
＜Ⅰ期＞
心理物理学的実験によって、視覚課題（検出、弁別、探索、色名命名など）による視知覚尺度の変
容様態、並列的特徴情報（異種知覚属性）の統合過程および３次元形態認識過程を解析し、それらの
諸過程と脳の階層構造との関係を解析した。また、ヒトの形態認識機能を表現できる情報処理モデル
を計算論的手法によって探索した。
＜Ⅱ期＞
脳イメージング環境（fMRI、MEG および EEG 実験システム）を整備し、fMRI 用の脳活動のデータサ
ンプリング・解析ソフトウェアーを開発した。これにより、色知覚、運動知覚、奥行き知覚、形態知
覚（図地分節、面、形、物体、）とレチノトピー性領野、全視野性領野の活動の関係を分析し、知覚現
象と脳神経機構の関係を解明した。
1.3. 非言語的コミュニケーションの電気生理学的実験および行動学的実験に関する研究
1.3.1. 霊長類の音コミュニケーション知覚機構の解明
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＜Ⅰ期＞
霊長類の音コミュニケーション知覚機構の解明のために、サル、砂ネズミ、ヒトを用いて、音コミ
ュニケーションに関係する中枢の役割、とりわけ時間情報がどのように取り扱われているかを、行動
学的、心理学的、生理学的に研究する準備を行い、実験を開始した。サルでは、カテゴリカルな弁別
傾向が判明し、ヒトでは、４バンドの劣化雑音音声を知覚可能であることがわかった。
＜Ⅱ期＞
サルにおいても、原則としてヒトと同様な基本周波数（時間情報）による継時適ピッチ変化を知覚
することがわかった。しかし、平均的なスペクトル（場所情報）と基本周波数の時間変化方向が対立
する場合には、スペクトル情報を優先して知覚する傾向があることがわかった。
1.3.2. 非言語的コミュニケーションの基礎となる感覚運動系列学習と遂行の神経生理学的研究
＜Ⅰ期＞
（1）黒質線条体ドーパミン系は、行動の手続きを学習するために必須の役割を担うことを明らかにし
た。
（2）線条体の介在細胞は学習によって、報酬と連合した新しい活動を獲得するが、その活動は主に D2
タイプの受容体を介して、
一部は D1 タイプの受容体機構を介して維持されることを明らかにした。
＜Ⅱ期＞
（1）サルの視床 CM/Pf 核から線条体に向けて、外界への注意や警戒に関する情報が送られることを明
らかにし、注意や警戒に基づく行動発現に視床―線条体系が関与することを明らかにした。
（2）複数の順序ボタン押し運動を行っているサルの線条体の投射細胞および介在細胞同士が、運動課
題の達成に向けて活動相関を示すことを明らかにした。このことにより、大脳皮質と基底核との
間のループ神経回路を介して、目的志向的なプラン作りがなされることを実験的に示した。
（3）PET 用の放射性リガンドとして 18F-DOPA を用いて、人間を被験者として、順序運動の学習に際し
て線条体でのドーパミンの放出が増大することを明らかにした。
1.3.3. コミュニケーションのための内部モデルの小脳内存在に関する生理学的研究および非侵襲脳活
動計測による研究
＜Ⅰ期＞
内部モデルとは、「制御対象の性質を脳の内部に写し取ったモデル」のことである。電気生理学的手
法により、小脳の内部モデル学習理論が仮定する学習信号が確かに登上線維によって与えられること
を腕の運動で示した。非侵襲脳活動計測では、朗読聴き取りの際に小脳が確かに活動していることを
確認すると共に、聴き取りの際の脳活動に明瞭な男女差があることを発見した。
＜Ⅱ期＞
負の粘性場と正の粘性場という異なる環境の下で運動課題を行うサルの小脳の電気活動を記録して、
複数の内部モデルが小脳内に獲得され、それらが小脳の下流で切り替えられていることを示唆する成
果を上げた。一方、朗読音声の再生、高速再生、逆転再生等を巧みに組み合わせた独創的な実験パラ
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ダイムに独立成分分析を組み合わせ、声を「聴く」領域と話を「理解する」領域を画像化することに
成功。
「理解する」領域に小脳半月小葉が含まれることを示した。
1.4. 非言語コミュニケーションの計算理論に関する研究
1.4.1. 顔の表情の識別や身振り手ぶりの理解に関する計算理論と神経回路モデルの研究
＜Ⅰ期＞
高次運動課題による心理行動実験、高次視覚運動課題処理・解析装置による高速演算により、心理
実験データ収集、解析、計算理論と神経回路モデルのシミュレーションを並行して行い、感覚運動統
合を統一的に説明する新しい理論、階層的多重順逆対モデル (MOSAIC)を提案した。さらには道具使用
時の脳活動非侵襲計測 (fMRI)により多重内部モデルの存在根拠を示した。
＜Ⅱ期＞
脳活動非侵襲計測 (fMRI)、脳磁場計測法(MEG)によるモデルの検証、高次視覚運動課題処理・解析
装置によるシミュレーションを繰り返す事により、階層的多重順逆対モデル (MOSAIC)のさらなる高度
化、拡張を試みた。また、内部モデルを獲得できないような不安定な環境において、いかにうまく目
的の運動を遂行しているかを解明し、非言語コミュニケーションの計算理論に新たな切り口を与えた。
1.4.2. トリとヒトにおける音列の産出認知メカニズム
＜Ⅱ期＞ （本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
トリに自己の歌の再生速度を 10%遅くまたは早くした歌を聞かせると、自己の歌そのものに対するよ
り強い活動電位が大脳基底核において記録された。この電位はトリの歌の劣化を防ぐための誤差信号
であると解釈できる。この結果を受け、ヒトが音列を生成・知覚する際のエラーに対応する脳波成分
を測定した。生成する場合には誤反応の 230 ミリ秒後に、知覚する場合には誤反応後 100 ミリ秒後に、
それぞれ陰性電位が生じた。どちらも、前帯状皮質の近辺でもっとも強い電位が記録されたことから、
大脳基底核から発生した誤差修正信号であると考えられる。音列の生成と知覚において得られた知見
を、言語発達へと拡張することを目的に、ヒト乳幼児の生後直後から６ヶ月に至る泣き声と鳩音、喃
語の初期発達過程を解析した。泣き声の要素間時間は生後４週間前後で分散が増えるのに対し、泣き
声要素の持続時間は生後８週間前後で分散が増えた。泣き声以外の発声については、生後３ヶ月と６
ヶ月の発声音に質的な違いがあること、生後２ヶ月および６ヶ月においては要素の持続時間が 0.6 秒
程度で分散が少ないが、生後４ヶ月において持続時間の分散が一過的に増加することがわかった。
2. 言語的コミュニケーションの理解に関する研究
2.1. 脳活動非侵襲計測実験等に基づくコミュニケーション機能のモデル化に関する研究
2.1.1. コミュニケーション素過程としての脳内シミュレーション機構の非侵襲的研究
＜Ⅱ期＞ （本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
運動の要素を含まない脳内シミュレーション課題を開発し、fMRI を用いて課題遂行中の脳活動を計
測することにより、言語的な脳内シミュレーションは非言語的なものに比較して、大脳基底核ならび
に前補足運動野の機能がより重要な寄与をすることを明らかにした。経頭蓋磁気刺激法を用いて、運
動前野の活動を一過性に干渉することにより脳内シミュレーション機能が影響を受け、反応時間が延
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長する可能性を示した。多次元自己相関モデルを用いた脳波の領域間連関評価法を開発し、脳内シミ
ュレーション課題への応用可能性を開いた。大脳基底核疾患であるパーキンソン病において言語的な
脳内シミュレーションの速度が非言語的なシミュレーション速度に比較して有意に低下していること
を発見した。
2.1.2. 言語獲得と理解についての脳内メカニズムの解明
＜Ⅰ期＞
カナ文字と疑似文字および文字列を視覚呈示して、形態・音韻・意味処理を段階的に変えた課題を
使い、fMRI および MEG 計測した。形態処理に関して刺激呈示後約 200ms 以内に紡錘状回、側頭後下部、
下後頭回などで活動が現れ、音韻処理については約 200ms 以降にブローカ野ないし島、ウェルニケ野、
縁上回などの活動が現われた。意味処理はウェルニケ野などの音韻処理の部位に重なって活動を生じ
た可能性がある。形態処理に関して、(1)カナ文字と疑似文字とでは脳活動に差がなく、実在の単語に
のみ特異的に応答するような部位はカナにはないこと、また(2)言語脳活動特有の左半球優位の活動パ
ターンが、文字レベルではなく単語レベルで生じることがわかった。
＜Ⅱ期＞
多数の活動源を含む MEG データを解析するため、fMRI 計測結果により MEG ダイポールの位置を固定
して解く方法を検討した。位置許容誤差およびクロストークのシミュレーションに基づき、fMRI の活
動領域を分割して分割単位毎にダイポールを置き、磁場にフィットした後、距離や時間相関を元に分
離不能と判定したダイポールをグループ化する逆問題解法を作った。内語実験データ一例をこの方法
により解き、音韻処理に関わる左島およびウェルニケ野付近 (潜時 100 ms 台および 200 ms 台)とブロ
ーカ野付近 (200 ms 台後半)を含む活動が抽出できた。
2.1.3. 言語機能の脳内機構の解明に関する研究
＜Ⅰ期＞
以下の４点についてシステムの立ち上げと予備的研究を行った。
（1）言語知識・言語理解の認知心理学的モデル
（2）言語発達に関する実験的研究
（3）言語理解に関する実験的研究
（4）言語の脳内処理に関する実験的研究
＜Ⅱ期＞
Ⅰ期の成果を基盤として、
（1）～（4）のそれぞれについて本研究を遂行し、次ぎの成果をあげた。
（1）言語知識・言語理解の認知心理学的モデル：モデルの構築
（2）言語発達に関する実験的研究：生得的原理と経験の相互作用および言語知識と語用知識の相互作
用の明確化
（3）言語理解に関する実験的研究：統語解析の一般原理の抽出
（4）言語の脳内処理に関する実験的研究：言語の脳内処理における基本単位の明確化
加えて、次ぎの２点について作業を行った。
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（1）主要文献データベースの構築
（2）成果の整理と今後の研究の課題の明確化
2.2. 言語的コミュニケーションの非言語的コミュニケーションの計算理論からの拡張に関する研究
2.2.1. 言語的コミュニケーションにおける埋め込み構造の最適化原理に基づく研究
最適化原理による運動パターン生成理論を展開することによって、複雑なコミュニケーションのた
めのパターン生成においても、時間情報表現をもつことなく、空間情報表現のみでパターン生成が可
能であることを理論、計算機シミュレーションによって示した。また、手話・身振りなどの３次元空
間における運動パターンが最適化規範によって生成される可能性を示した。脳損傷患者（失書患者）
による運動実験によって、コミュニケーションのための脳内メカニズムの演繹を試み、滑らかさの軌
道計画の重要性を示唆した。強化学習的脳内計算機構によるコミュニケーションパターン生成モデル
を提案し、計算機シミュレーションによって、陽に特徴点探索アルゴリズムを与えることなくパター
ン生成が可能であることを示した。
3. コミュニケーションの脳科学のための新しい計測技術開発の研究
3.1. コミュニケーション時のヒト脳活動の非侵襲計測法開発に関する研究
3.1.1. ３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムの脳研究への応用
＜Ⅰ期＞
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムのトータルシステムを構築した。測定精度評価装置により性
能を評価し、単一ダイポールを 3mm 以下の精度で MRI 画像上に計算できることを確認した。以上より、
試作したトータルシステムが所望の性能を有することを確認できた。
バーチャルセンサ法に脳構造モデルを組み込むアルゴリズムを開発した。バーチャルセンサ法に脳
構造モデルを組み込むことにより、広がった磁場源を推定できることをシミュレーションにより確認
した。
＜Ⅱ期＞
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムに、周辺装置(脳波計、リアルタイムモニター)を追加して、
装置の総合性能を向上させた。
Wiener 推定の手法をバーチャルセンサ法に導入し、MRI により得られる脳構造データ、fMRI により
得られる脳活動データと脳磁図データを統合する革新的な非侵襲脳活動計測法を開発した。シミュレ
ーションおよびヒトの視覚誘発脳磁図により、本手法が 1mm 程度の 3 次元空間分解により広がった脳
活動を正確に計測する性能をもつことを確認した。

3. 波及効果、発展方向、改善点等
1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.1. 非言語的コミュニケーションの脳活動非侵襲計測に関する研究
1.1.1. バーチャルリアリティ技術を用いた道具の脳内表現に関する研究
＜Ⅰ期＞
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仮想道具という概念は、バーチャルリアリティの研究の中でも新しい考え方である。今まで世の中
に実存していなかったような新奇な道具を、形状モデルのサイズなどのソフトウエアのパラメータを
変更するだけで、いくつでもすぐに作り出すことができるので、新しい道具の考案やその使用法のト
レーニングや操作性評価などが簡単にできることから、多方面のシミュレーションなどに波及効果が
あると思われる。
＜Ⅱ期＞
重回帰分析による状態推定を利用したインタラクティブな仮想道具操作アニメーション生成法は、
骨格構造が異なる複数人に対しても厳密なキャリブレーションが不必要で、しかも、正しく道具を使
用できない利用者でも、自らのイメージ通りの仮想道具操作をさせることを可能にした。この手法は、
手指に限らず一般的な身体運動に対して応用可能である。また、DP マッチングによる動作認識と組み
合わせて利用することにより、複数の動作を時系列的に行う場合などに有効であり、手話の認識・翻
訳システムなど、幅広い分野への波及効果があると思われる。
1.2. 非言語的コミュニケーションの電気生理実験とヒトの心理実験に関する研究
1.2.1. サルとヒトを対象にした顔の表情識別の脳内機構の解明
今後の発展方向としては、顔を見たとき、脳細胞が顔情報をダイナミックに表現している双方向モ
デルに学習機能を付加すること、そしてそれをハードウエア化することである。それにより顔の表情
を識別できる装置が実現できる。その機械は顔に限らず、その他の画像にも適用可能である。今後、
双方向モデルに学習機能を付加する研究が重要である。
1.2.2. 視覚的コミュニケーションシグナルと一般物体像の脳内表現
側頭葉視覚経路の最終段 TE 野において、両眼視差に感受性を持つ神経細胞を持つことを発見したこ
とは、従来の両眼視差情報が頭頂葉経路で処理されているとの考えに修正を迫り、霊長類視覚経路の
構成を再考する契機となった。また、側頭葉損傷患者においては、精密な両眼立体視能力の検査がな
されてきていないが、今後、これを施すことで、より正確な症状の診断をくだすことができる。
今後、頭頂葉経路と側頭葉経路のそれぞれにおける両眼視差情報処理の内容を明らかにすることが
重要である。
1.2.3. ヒトの顔の表情に関する心理学的研究
＜Ⅰ期＞
今回、表情動画を用いた種々の心理実験により得られた成果から、表情の変化する速度の違いが、
強度や意味的ニュアンスの異なる多様な情動を伝えることが示された。また、他者の注意方向を示す
視線や顔向きの処理と、表情認知との間に密接な相互作用がみられることも明らかとなった。これら
の知見は、脳損傷や自閉症等にみられるコミュニケーション障害の生起因を特定するために有用な知
見である。また、マンーマシン・インタフェースの改善など工学的な応用にも利用可能な成果である。
＜Ⅱ期＞
表情静止画、表情動画、および視線/顔向きの知覚にかかわる神経機構を fMRI の脳活動記録により
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明らかにした。今回の研究によって、表情、視線という動的なコミュニケーション信号の処理に関与
する主要な部位として後側頭葉（STS）・扁桃体が同定された。今後、音声など聴覚コミュニケーショ
ンの信号処理や記憶・学習機構との関連を検討することにより、他者の心的状態の理解や他者との円
滑なコミュニケーションを可能にする、ヒトの社会的知性の基盤となる神経機構の全容の解明が期待
される。
1.2.4. 視覚的コミュニケーションの心理物理学的研究
＜Ⅰ期＞
心理物理学的実験によって、（1）視覚尺度の視覚課題依存性、（2）輝度と色情報の相互作用を統合
過程を分析するとともに、心理物理学的実験と計算論的方法を併用することによって、
（３）３次元空
間での運動知覚の基本的要因、（4）形態知覚過程を分析した。これらは、ヒトの視覚情報処理過程の
並列的階層構造を究明する基礎を与えるものである。
＜Ⅱ期＞
各視覚領野を分離でき、各領野のボクセル単位で脳活動をサンプリングできる fMRI 解析ソフトウェ
アを開発した。さらに、脳イメージング法（fMRI、MEG、VEP）によって、視知覚現象（色知覚、明暗
知覚、運動知覚、輪郭線知覚、方位錯角、フィーリングイン知覚現象、メタコントラスト知覚現象）
と視覚領野の神経活動との関係を分析した。これらは、ヒトの視覚情報処理過程を、知覚現象と脳活
動の関係において解明する基礎を与えるものである。
1.3. 非言語的コミュニケーションの電気生理学的実験および行動学的実験に関する研究
1.3.1. 霊長類の音コミュニケーション知覚機構の解明
サルにおいてヒトのメロデイー知覚のプロトタイプに相当するものが存在することが示唆された。
音楽知覚・認知に新しい実験的検証の可能性が広がる。ヒトでの心理学的実験で通常は、認識不能な
雑音に置換されたコミュニケーション音声が訓練により確実に認識されることがわかった。これは、
聴覚障害者用の新しい聴能訓練法の可能性を示唆する。また、訓練用のリハビリ・ゲームも実現が可
能かもしれない。さらに、本研究で明らかとなった聴覚刺激の視覚・知覚への影響は、視覚は聴覚を
変化させるが聴覚は視覚には影響を与えないという従来の定説を覆すものである。脳の可塑性を利用
したデータ圧縮やデイジタル・シグナル・プロセッサの実現も視野に入る。砂ネズミを用いて明らか
となった下丘ニューロンの周波数・時間特性と聴覚野の不活性化による下丘ニューロン活動の変化は、
カクテルパーテイ効果などの注意によるコミュニケーション信号抽出の鋭敏化機能構造の基盤解明に
新しい地平を開くものである。
1.3.2. 非言語的コミュニケーションの基礎となる感覚運動系列学習と遂行の神経生理学的研究
＜Ⅰ期＞
実験動物を用いた大脳基底核の選択的な破壊実験、行動課題を行っている動物の線条体や中脳ドー
パミンニューロンの活動記録、さらにパーキンソン病を中心とする大脳基底核疾患における症状の解
析によって、大脳基底核の学習機能が提唱され、ドーパミン系が重要な役割を担うことが示唆されて
きた。木村らの研究によって、黒質線条体ドーパミン系が複数の運動を組み立ててゴールである報酬
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の獲得に向けた目的志向的な学習機能に必須の役割を担うことが明らかになり、さらに、学習によっ
て獲得した線条体ニューロンの活動の維持のためには、線条体のアセチルコリン含有介在細胞である
と推定されているニューロンが主にドーパミン D2 タイプの受容体を活性化させることが必要であるこ
とが明らかになった。このことにより、大脳基底核の報酬依存的学習機能におけるドーパミン系の役
割について新しい研究の発展性を示した。
この成果を元に、ドーパミン系が、学習の教師信号を担うか、線条体での報酬依存的学習のしくみ
は何かなどの重要な疑問に答える必要がある。
＜Ⅱ期＞
大脳基底核線条体には広範囲の大脳皮質からの興奮性の投射があり、その部位依存的な投射様式や
運動や認知情報処理に関する実験的な知見が蓄積しているが、視床の CM/Pf 核から線条体に強力な線
維投射があることは知られているものの機能的な意味については全く不明であった。木村らは、視床
線条体投射が、外界からの刺激のうち行動上重要な意味を持つ感覚情報を担っており、注意の喚起や
警戒などの情報処理に関わることを初めて示した。これにより、大脳基底核の破壊症状で指摘されて
きた注意の喚起や動機付けなどのしくみに新しい視点を示した。
系列運動課題を行っているサルの線条体の複数のニューロンの活動を同時に記録することにより、
課題の初期の事象に関連する投射ニューロンが後期の事象に関連するニューロンを活性化すること、
介在ニューロン同士は課題に関連した同期発火をすることを見い出し、大脳皮質―基底核連関ループ
がゴールに向けた行動の組み立てに重要な役割を担うことを初めて示した。
1.3.3. コミュニケーションのための内部モデルの小脳内存在に関する生理学的研究及び非侵襲脳活動
計測による研究
＜Ⅰ期＞
小脳に到達運動の誤差信号が表現されていることを明快に示した本研究の成果は、誤差分散の最小化
を通じて小脳が滑らかな運動制御の実現に寄与していることを示唆する。生体の滑らかな運動制御の本
質の解明につながる可能性がある。一方、本研究で偶然発見された言語機能構成の男女差は、幼児から
の発達的な研究へと展開することで、男児に多い発達性言語障害の原因解明につながる可能性がある。
＜Ⅱ期＞
複数の内部モデルが小脳の下流で切り替えられていることを示唆する本研究の成果は、多重内部モ
デル仮説が実際の脳で機能していることを示唆し、今後の工学応用に見通しを与えた。
また、朗読音声の再生、高速再生、逆転再生等を巧みに組み合わせた実験パラダイムと独立成分分
析の組合わせは、質問紙を用いない、客観的言語テストに発展させることが可能である。医療、教育
への応用が期待される。
1.4.非言語コミュニケーションの計算理論に関する研究
1.4.1.顔の表情の識別や身振り手ぶりの理解に関する計算理論と神経回路モデルの研究
＜Ⅰ期＞
計算論的神経科学的手法により、コミュニケーションの根幹とも言える運動学習に関する新しい理
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論を提示したことは、脳科学ひいては学界全体に与えた波及効果は大きい。若手研究者の神経科学分
野への啓蒙、教育という側面においても効果が認められた。
＜Ⅱ期＞
心理実験、行動実験、脳活動非侵襲計測、神経生理実験など、有効な実験的手段を全て動員して、
支持、検証、批判、反証、再構築のためのデータ蓄積を行ってきた。従って、理論が理論のための理
論、一般の神経科学者からは注目されず理解もされない狭いコミュニティーでの活動に終わらず、理
論家と実験家の間でアイデアとデータが何度もキャッチボールされる健全で建設的な新しい学問分野
の構築に貢献した。今後は、内部モデルのモジュール性という観点から、さらに詳細に調べることで、
どのような経緯で小脳が言語や認知的な情報処理に関わるようになったのか解明できると考えられる。
1.4.2. トリとヒトにおける音列の産出認知メカニズム
＜Ⅱ期＞ （本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
本研究の成果は、第２回日本赤ちゃん学会（福岡）での招待講演および第４回言語進化学会（ボス
トン）での査読付きシンポジウムなどにより注目を浴びることとなった。音列生成の仕組みをよりよ
く理解するために、トリの歌生成時に実時間で基底核から生ずる信号を記録する必要がある。そのよ
うな実験から得られた知見により、ヒトで得られた誤差修正信号と思われる電位の性質を解明できよ
う。今後はヒトの初期発声の発達にともなう質的な変化と、それに対応する脳の解剖学的・生理学的
変化を、皮質-基底核系における誤差処理の性質と関連づけて研究していきたい。
2. 言語的コミュニケーションの理解に関する研究
2.1. 脳活動非侵襲計測実験等に基づくコミュニケーション機能のモデル化に関する研究
2.1.1. コミュニケーション素過程としての脳内シミュレーション機構の非侵襲的研究
＜Ⅱ期＞ （本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
本研究成果は、言語的コミュニケーションの基礎となる脳内シミュレーションにおいて、運動関連
領域が関与しており、運動制御と類似の情報処理過程が用いられることを明らかにするものである。
今後、言語的コミュニケーションのように人間という生物種に特異性の高い脳機能に対して、他の生
物種との連続性が高い運動制御という切り口からアプローチすることを可能にするものである。また
技術的には、本研究において開発した多次元自己相関モデルを用いた脳領域間機能連関評価法ならび
に単発経頭蓋磁気刺激による大脳皮質機能干渉法は、コミュニケーション機能の解明のみならず、広
く非侵襲的脳機能研究に発展応用が可能である。
2.1.2. 言語獲得と理解についての脳内メカニズムの解明
＜Ⅰ期＞
本研究結果は、過去の英単語実験の報告間の矛盾を解消することに寄与し、またカナにおい
て”visual word-form center”が検出されなかった点、左半球優位の言語活動パターンが単語レベルか
ら生じる点、などの得られた知見は脳活動モデルに寄与すると思われる。カナ処理の活動が、失語症
の知見から予想される角回ではなく、漢字処理部位として期待されていた側頭後下部に現れた本結果
は、臨床応用にも寄与し(山鳥「座長記」音声言語医学、Vol. 42, No. 2, p.165, 2001)、また日本語
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特有の表記に関わる脳活動の解明に役に立つと思われる。形態処理の３部位および音韻処理の３部位
の役割分担と相互の関連については、今後の詳細な研究が望まれる。今回の課題では明確に分離でき
なかったが、意味処理は脳内の多くの部位が関連するとの議論もあり、今後文章を含むさまざまな処
理内容についての実験が有益と思われる。
＜Ⅱ期＞
本研究において提案した、分割とグループ化を含む逆問題解法は、最小ノルム条件などの数学的仮定
を含まずに MEG のもつ情報を十分引き出せるようにした。空間的な精度は少数ダイポールの解析方法と
比べると荒いが、頭部に広く分散した脳活動をとらえることができる。今後さらに解剖学的・生理的拘
束条件の追加や、MEG マルチダイポール解析との組み合わせにより、方法の改良が可能と思われる。
2.1.3. 言語機能の脳内機構の解明に関する研究
当初、それぞれの研究の目的・目標・方法の相違点を正しく認識するためのブレインストーミングの時
間が十分に得られず、行き違いの議論が多かったが、本研究を遂行する過程で、言語理論研究者と脳科学
研究者の有機的共同作業のための共通基盤が徐々に形成されていった。今後は、この共通基盤を大切にし、
言語の持つさまざまな特性を言語理論研究者と脳科学研究者とが共同して探っていくべきである。
2.2. 言語的コミュニケーションの非言語的コミュニケーションの計算理論からの拡張に関する研究
2.2.1. 言語的コミュニケーションにおける埋め込み構造の最適化原理に基づく研究
言語を使ったコミュニケーションにおける文法獲得等の高次な情報処理の理解に向けた研究へ発展
させることが必要であると考えられる。また、fMRI などによるイメージング技術と融合させたコミュ
ニケーションにおける脳内活動を計測し、理論との対応をとることが重要である。工学的発展として
は、身振りパターンの認識や手話認識等のヒューマンインターフェースへの応用のための基礎技術と
しての展開が今後の課題である。
3. コミュニケーションの脳科学のための新しい計測技術開発の研究
3.1. コミュニケーション時のヒト脳活動の非侵襲計測法開発に関する研究
3.1.1. ３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムの脳研究への応用
＜Ⅰ期＞
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムのトータルシステムを構築した。本システムは、全頭に配置
されたセンサポイント数が世界最大である。この高密度センサ配置とバーチャルセンサ法の組み合わ
せは、1 ミリ秒の時間分解能と 3mm の空間分解能を両立した非侵襲脳活動計測法として、実データへの
適用が期待される。
＜Ⅱ期＞
Wiener 推定の手法をバーチャルセンサ法に導入し、MRI により得られる脳構造データ、fMRI により
得られる脳活動データと脳磁図データを統合する革新的な非侵襲脳活動計測法を開発した。高い時間
分解能と空間分解能は、コミュニケーション時などのヒトの脳活動の解明に有用である。今後、実測
定データの適用例の増加が期待される。
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.1. 非言語的コミュニケーションの脳活動非侵襲計測に関する研究

1.1.1. バーチャルリアリティ技術を用いた道具の脳内表現に関する研究

大阪大学大学院情報科学研究科ヒューマンインタフェース工学講座
教授・岸野 文郎

要

約

＜Ⅰ期＞
複数の道具を操作する際の脳活動を非侵襲計測し、その結果から道具の脳内表現についての知見を得るため、
バーチャルリアリティ技術を用いて仮想道具実験装置を開発する。そのため、まず一般的な手形状入力装置を使
用した基本的な仮想道具を開発し、操作性を実験によって評価した。そして、脳活動の非侵襲計測を行うための
手形状入力装置として、fMRI の磁場に影響を及ぼさない装置を試作した。

＜Ⅱ期＞
複雑な作業における道具の使用と学習に伴う脳活動を計測するため、力覚情報を利用した仮想道具を提案し、
また、複数の被験者から効率よく正確に脳活動を計測できるようにするため、重回帰分析による状態推定と DP マ
ッチングを用いた仮想道具の実験システムを構築するなど、仮想道具実験装置を拡充した。そして、仮想現実空
間の中で、新奇な道具の使い方の学習時の脳活動を計測し、脳機能と道具の脳内表現について検討した。その結
果、仮想箸と現実箸では大局的にはほとんど脳活動の違いはないが、体性感覚野と小脳で、現実箸に比べて仮想
箸では弱い活動が観察された。この結果をユーザインタフェースの評価実験と比較したところ、内部モデルを獲
得し、その後、獲得が終了する一連の過程において、被験者のユーザインタフェースに対する働きかけと脳活動
との関連がわかった。

研究目的
＜Ⅰ期＞
複数の道具を操作する際の脳活動を非侵襲計測し、その結果から道具の脳内表現についての知見を得るために、
いろいろな条件の道具を簡単に生成することができるバーチャルリアリティの技術を用いて仮想道具実験装置を
開発する。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期で開発した装置を使用して、同一の操作条件で複数の道具使用時の脳活動を非侵襲計測し、その結果から、
特に新奇な道具の使用法を学習している際の脳内表現についての知見を得る。
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研究方法
＜Ⅰ期＞
バーチャルリアリティの技術を用いて仮想道具実験装置を開発する。 その操作性などについては、ユーザイン
タフェースの観点から被験者実験を行い、確認する。さらに、fMRI で利用可能な仮想道具実験装置も開発する。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期で開発した装置を使用して、同一の操作条件で複数の道具使用時の脳活動を fMRI を用いて非侵襲計測し、
その結果から、特に新奇な道具を使用法を学習している際の脳内表現についての知見を得る。この過程で、必要
に応じて、仮想道具実験装置の拡充を図る。

研究成果
＜Ⅰ期＞
バーチャルリアリティ技術を用いて、一般的な手形状入力装置を使用し、手と道具と物体の間の 2 段階の詳細
なインタラクションを考慮した基本的な仮想道具を開発し、操作性を実験によって評価した。そして、仮想道具
操作時の脳活動の非侵襲計測をするための手形状入力装置として、fMRI の磁場に影響を及ぼさない光ファイバー
を用いて、手指の 10 関節の曲げ角度を計測する装置を試作した。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期で開発した装置を用いて、新奇な道具の使い方の学習時の脳活動を計測し、脳機能と道具の脳内表現につ
いて検討した。その結果、仮想箸と現実箸では大局的にはほとんど脳活動の違いはないが、体性感覚野と小脳で、
現実箸に比べて仮想箸では弱い活動が観察された。この結果をユーザインタフェースの評価実験と比較したとこ
ろ、内部モデルを獲得し、その後、獲得が終了する一連の過程において、被験者のユーザインタフェースに対す
る働きかけと脳活動との関連がわかった。特に、実験の初期から最後まで頭頂連合野に活動が見られ、また、小
脳には記憶と思われる活動が見られたが、この部位は、マウスを仮想道具として利用して行った先行実験[1]の場
合と同様の部位であることがわかった。
実験装置の拡充に関しては、複雑な作業における道具の使用と学習に伴う脳活動を計測するため、力覚情報を
利用した仮想道具を提案し、操作性の実験を行った。また、複数の被験者から効率よく正確に脳活動を計測でき
るようにするため、重回帰分析による状態推定と DP マッチングを用いた仮想道具の実験システムを構築した。

考

察
平成 10 年から 11 年くらいにかけては fMRI を自由に利用できる状況ではなかったため、fMRI 内で利用可能な仮

想道具実験装置の動作確認や、これを用いた計測方法の確立などができず、一部、平成 11 年から 12 年ごろに開
発を予定していた実験装置の拡充を前倒しで行うなど、研究の遂行順序を柔軟に調整することで対応した。

引用文献
[1] H. Imamizu et al.: Nature, 403, 192(2000)
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.2. 非言語的コミュニケーションの電気生理実験とヒトの心理実験に関する研究

1.2.1. サルとヒトを対象にした顔の表情識別の脳内機構の解明

独立行政法人産業技術総合研究所脳神経情報研究部門システム脳科学研究グループ
総括研究員兼グループリーダ・山根 茂

要

約
コミュニケーションに使われる顔と顔表情の識別機構を解明し、計算論的モデル構築に必要な知見を得るため、

サルの神経細胞活動記録実験と解析、神経回路網モデル実験、ヒト fMRI 計測実験を行った。双方向性の神経回路網
において、顔が入力されると最初はすべての出力細胞が活動するが、それが入力に戻されて入力に近いものは活動
をさらに増強させ、入力と異なるものは活動を衰退させるループ処理により、入力に近い表情を表現する細胞群が
最後まで（入力が消えても）活動を持続する。このような過程を神経回路網モデルで説明でき、その過程はヒトの
視覚野から紡錘回にかけて存在する可能性を示唆した。

研究目的
コミュニケーションに使われる顔と顔表情の識別機構を解明し、計算論的モデル構築に必要な知見を得る。

研究方法
注視タスク実行中のサルから神経細胞活動を記録し、そのデータを数理的に解析、解析結果を説明できる神経回
路網モデルの実験を行い、ヒトを被験者に様々な顔を刺激として脳細胞が活動したときに増える血流量を非侵襲
（fMRI 計測）で計測した。

研究成果
＜Ⅰ期＞
ヒトの心理実験で、色々なヒト個体の様々な表情顔を短時間呈示して、注視点の位置を記録した。同時に被験者
にどんな表情か答えさせた。この注視点と顔の呈示時間を統制したヒトの心理実験により、表情識別には目と口の
情報が重要であることがわかった。
ヒトとサルの表情顔を見たときのサル側頭葉細胞の応答を計測し、細胞がダイナミックにコードする情報を解析
した。その結果、顔によって脳細胞の応答に変化があることがわかった。ある脳細胞は普通の顔には顔呈示直後に
応答してすぐにその応答は止まったが、サルが大きく口を開けた顔には呈示直後に応答し、その応答が顔が消えて
も続いていた。
このような応答の変化が意味するところを定量的に表す方法として、情報量の解析を行った。その結果、サルか
ヒトかというおおまかな情報は応答の始まりに一致して出現し、その後 50 ミリ秒遅れて、表情や個体という詳細情
報が脳細胞の活動に含まれることがわかった[1]。
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このようなおおまか情報と詳細情報の時間差表現は連想記憶モデルで極めて良く説明できることがわかった[2]。
そのモデルは、興奮性結合のネットワーク出力から入力側へ興奮性と抑制性のフィードバックで構成されている。
つまり入出力間が双方向性で結合しているモデルである。双方向結合は脳の至る所で見られるが、視覚一次野から
側頭葉にかけても例外ではない。その系においては、最初の順方向処理（視覚野から側頭葉）でラフな一撃推定を
行い、その結果を逆方向結合で低次視覚系にもどし、入力情報と比較し、順方向信号が修飾されて再び側頭葉でよ
り精密な推定が行われると考えられる。サルの側頭葉から計測した現象が上に述べた神経系で起こっているという
か確証は得られてないが、モデルとしては十分説明できた。

＜Ⅱ期＞
おおまか情報と詳細情報の時間差はサルで約 50ｍs で、フィードバックによる往復時間を考慮すると、その神経
回路網はきわめてローカルに存在するだろう。詳細に物を見なければならないとき、サルの神経細胞でもモデルで
も最初にすべての細胞が活動し、徐々に特定の細胞群の活動が残る。したがって、表情の異なる色々な顔を見てい
るときには、双方向神経回路網が密に活動するはずだが、顔は様々な情報を含んでいるので顔特有の活動エリアを
まず特定する必要がある。
ヒトの脳活動を fMRI で計測した。まずサルかヒトかというおおまか情報と表情などの詳細情報とで脳活動で顕著
な差があるところは認められなかった。顔特有な活動を厳密に特定するため、刺激には（1）表情や個体の異なる色々
な写真顔｛色つき｝、（2）線画の色々な顔（黒い線）、（3）色々な色つき家を用いた。その結果、写真顔でも線画の
顔でも、後頭部の腹側部、特に紡錘回の外側部で活動が大きかった。紡錘回の前方には活動の大きい場所は少なか
った。また家では紡錘回の内側部で顔より活動が大きかった。線画の顔は色情報を含んでいないのに、腹側部の割
に広い部分で活動が大きくなったということは（家ではあまり活動しない）、視覚系のほとんどが顔の処理に関係し
ていることを示唆した[3]。線画もカラーの顔と同じ活動していることが明確に示されたことは驚きであり、今回始
めて発見された。また前頭葉でも顔特異的なエリアが存在した。
前頭葉の顔エリアが何に関係しているか明らかにするため左向きと右向きの顔を刺激に用いた。左向きと右向き
の顔で脳活動に差があるかどうか fMRI 計測し、検討した。その結果、左向きの顔の方が右向きの顔より前頭葉で活
動が大きくなった。ただし先程の後頭部腹側部では差がなかった。このことから、前頭葉は、顔の向きによる情報
処理のしやすさや、注意に関係しているのではないかと思われる。前頭葉に顔特有の活動が存在し、またその意味
が左右の顔にあることが明らかになったのは今回の実験が始めてである。
これらのことから、紡錘回と後頭部の腹側エリアの神経回路網が顔を見たとき特に密に大きな活動をしており、
解剖的に双方向の結合があることから、紡錘回を出力としてそこが後頭葉腹側部と双方向に結合した神経回路網で
表情や個体の詳細な処理がなされていると推察される[3]。
これまでのサルの神経細胞活動記録実験と解析、神経回路網モデル実験、ヒト fMRI 計測結果から顔表情の神経処
理をまとめる。双方向性の神経回路網において、顔が入力されると最初はすべての出力細胞が活動するが、それが
入力に戻されて入力に近いものは活動をさらに増強させ、入力と異なるものは活動を衰退させるループ処理により、
入力に近い表情を表現する細胞群が最後まで（入力が消えても）活動を持続する。このような過程を神経回路網モ
デルで実現することに成功した。

考

察
当初の目標は顔表情の分析ができる計算論的モデル構成に必要なデータを集めることであったが、興奮性と抑制

性のフィードバック結合をもった興奮性神経回路網モデルで表情などの詳細情報がおおまか情報とともに神経細胞
で表現されだすことが模擬でき、計算論的モデル構成に一歩踏み込んだ成果が得られた。今後、そのモデルに学習
機能を付加することが重要である。
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茂、上野照剛、河野憲二「サル側頭葉のニューロンは顔表情に関する複合情報を時間を分けて

コードしている」第１３回生体生理工学シンポジウム論文集
・菅生康子、山根

BPES'98 pp569-572 （1998.9）

茂、上野照剛、河野憲二 「側頭葉神経系での顔と表情の分析について」信学技報 HCS98, pp49-56

（1998.10）
・菅生康子、山根

茂「側頭葉ニューロンにおける顔表情の表現」脳の科学

・松本有央、岡田真人、木本智幸、銅谷賢治、菅生康子、山根

23 巻, pp139-146 (2000.2)

茂、河野憲二「サル側頭葉の顔細胞の集団ダイナ

ミクスーMDS による解析と連想記憶回路によるモデル化ー」信学技報

NC99

pp69-76

(2000.3)

＜Ⅱ期＞
・松本有央、岡田真人、銅谷賢治、菅生康子、山根茂、河野憲二｢サル側頭葉顔細胞の VB 法による混合正規分布解
析｣

信学技法

NC2000, pp93-100

(2001.3)

・山根茂、菅生（宮本）康子「サル側頭葉における顔の認識機構」

失語症研究

21-2

119-127

（2001.6）

3）口頭発表
ア）招待講演
＜Ⅱ期＞
・山根茂「顔を見ているときの脳内情報処理」

脳の世紀第 8 回シンポジウム

・山根茂「サル側頭葉における顔情報の認識機構」

東京

（2000.9.29）

第２４回日本失語症学会総会シンポジウム

（2000.10.11）
・山根茂「顔を見たときの脳内処理」脳と心のメカニズム
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蓼科

(2001.8)

東京
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イ）応募・主催講演等
＜Ⅰ期＞
・SUGASE Y, YAMANE S, UENO S, KAWANO K:

Neurons in the macaque temporal cortex convey multipleinformation

about monkey and human faces with expression. Soc. Neuroscience Meeting USA, 1998.11
・菅生康子、山根茂、上野照剛：表情の異なる顔をみているときのサル側頭葉ニューロン発火の時間パターン 、
第 21 回日本神経科学第 41 回日本神経化学合同大会、1998.9
・菅生康子、山根茂、上野照剛、河野憲二：サル側頭葉ニューロンの顔と表情に対する反応、第 37 回日本エムイ
ー学会大会

1998.5

・SUGASE Y, YAMANE S, UENO S, KAWANO K:

Encoding of Global and Fine Information about Faces by Neurons

in the Temporal Visual Cortex.、第 26 回生理学研究所国際シンポジウム

1999.10

＜Ⅱ期＞
・MATSUMOTO N, OKADA M, DOYA K, SUGASE Y, YAMANE S：Dynamics of face responsive neurons in the temporal
cortex, 31st Annual Meeting for Neuroscience USA 2001.11
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.2. 非言語的コミュニケーションの電気生理実験とヒトの心理実験に関する研究

1.2.2. 視覚的コミュニケーションシグナルと一般物体像の脳内表現

大阪大学大学院基礎工学研究科生物工学分野・認知脳科学研究室
教授・藤田 一郎

要

約
霊長類において、視覚情報は、非言語的なコミュニケーションシグナルとして最も比重が大きい。また、言語

情報と同様、形態情報は高次元情報（一つまたは少数のパラメーターでは一律に定義できない情報）である。本
研究においては、サルの視覚連合野における視覚情報処理の内容とそれを支える解剖学的構造について研究を行
った。その結果、サルもまたヒトと同じ心理法則に従って２次元網膜像から 3 次元構造を復元すること、面の奥
行き構造の有力な手がかりである両眼視差情報が側頭葉視覚連合野でも処理されていること、この領域には、両
眼視差によってのみ定義されている形に反応する細胞があること、PET 法を覚醒サルに適用し顔の視覚像に特異的
に反応する部位を可視化した、一次視覚野と側頭葉視覚連合野の解剖学的構造の相違を明らかにしたなどの成果
を得た。

研究目的
面構造の脳内復元メカニズムをさぐる実験モデルとしてマカカ属サルが適しているかどうかを、心理物理学的
実験を行い検討する。
面構造の復元手がかりとして重要な両眼視差情報が、物体認識に重要である側頭葉視覚連合野で処理されてい
るかどうかを検討する。
側頭葉視覚連合野における情報処理の特質を知る一端として、その微細解剖学的構造を一次視覚野と比較する。
非言語性コミュニケーションシグナルとして重要な「顔の視覚像」を処理する脳部位を、PET 法により同定する。

研究方法
心理学的・生理学的研究：モンキーチェアに座り、眼前のコンピューターモニターを注視するように訓練した
サルに対して、様々な図形、様々な程度の両眼視差を与えた図形を提示し、その行動学的応答および単一神経細
胞の応答を記録する。
解剖学的研究：麻酔下で手術をほどこし、目的の部位に神経軸索トレーサーを注入し、一定の生存期間の後に
動物を実験処分し、脳の薄切標本を作成、トレーサーの可視化を行う。
PET 研究：浜松ホトニクス（株）において、動物用 PET 機を用いて、視覚刺激提示中の脳内活動を可視化する。
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研究成果
ア）ヒトが見るとネオン色拡散と呼ばれる錯視を経験する Redies-Spillmann 図形を見るとサルもまた似た錯視を
経験し、色のない図形部分に半透明の色円盤を感じていることを行動学的に証明し、サルもまた面構造の知
覚において、「一般像抽出原則」にのっとっていることを示した。
イ）TE 野の細胞が、ランダムドットステレオグラムによって提示した、両眼視差によって定義される形に対して
反応し、その反応選択性が、輝度コントラストや模様によって定義される形に対するものと同じであること
を明らかにした。TE 野の両眼視差選択性細胞は、その感受性の強さや好む両眼視差値によって固まって分布
する傾向があり、両眼視差処理のモジュール構造を形成していると考えられた。
ウ）TE 野の内在性水平結合は、V１野にくらべ、遠距離に投射し、そのシナプス終末の分布集団のサイズ、分布間
隔、シナプス密度は、投射距離に依存せず不規則であるのに対して、V１のそれは規則的であることを示した。
これらの特徴は、出生直後にその原型ができているものの、個体発生にともない強調されることが判明した。
エ）PET 法を覚醒サルに適用し、顔視覚像を見ているときに特異的に反応する部位が TE 野（とくに右半球）に見
い出された。顔視覚像に選択的に反応する TE 野内領域が、ヒトの顔認識責任部位と同様、右半球優位である
かどうかを検討した。２頭のサルでは右半球優位であったが、１頭では両半球間に差はなく、右半球優位は
絶対的なものではないと結論した。

考

察
側頭葉視覚経路の最終段 TE 野において、両眼視差に感受性を持つ神経細胞を持つことを発見したことは、従来

の両眼視差情報が頭頂葉経路で処理されているとの考えに修正を迫り、霊長類視覚経路の構成を再考する契機と
なった。また、側頭葉損傷患者においては、精密な両眼立体視能力の検査がなされてきていないが、今後、これ
を施すことで、より正確な症状の診断をくだすことができる。今後、頭頂葉経路と側頭葉経路のそれぞれにおけ
る両眼視差情報処理の内容を明らかにすることが重要である

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Uka, T., Tanaka, H., Kato, M. and Fujita, I. (1999) Behavioral evidence for visual perception of
3-dimensional surface structures. Vision Res., 39:2399-2410.

＜Ⅱ期＞
・Takao, M., Wang, Y., Miyoshi, T., Fujita, I. and Fukuda, Y.(2000) A new intraretinal recording system
with Multiple-barreled electrodes for pharmacological studies on cat retinal ganglion cells. J. Neurosci.
Methods, 97:87-92
・Uka, T., Tanaka, H., Yoshiyama, K., Kato, M and Fujita, I. (2000) Disparity Selectivity of Neurons in
Inferior Temporal Cortex. J. Neurophysiol., 84:120-132.
・Wang, Y., Fujita, I. and Murayama, Y. (2000) Neuronal mechanisms of selectivity for object features
revealed by blocking inhibition in inferotemporal cortex. Nature Neurosci.,3:807-813
・ Tanaka, H. and Fujita, I. (2000) Global and local processing of visual patterns. Neuroreport,
11:2881-2884.
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・Tanaka, H., Uka, T., Yoshiyama, K.,Kato, M. and Fujita, I. (2001) Processing of shape defined by disparity
in inferior temporal cortex. J. Neurophyiol., 85:735-744
・Tanaka, H., Onoe, H., Tsukada, H. and Fujita, I. (2001) Attentional modulation of neural activity in
the macaque inferior temporal cortex during global and local processing. Neurosci. Res., 39:469-472.
・Shimojo, S., Paradiso, M. and Fujita, I. (2001) What visual perception tells us about mind and brain.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 98:12340-12341.
・Wang, Y., Fujita, I., Tamura, H. and Murayama, Y. (2002) Contribution of GABAergic inhibition to receptive
field structures of monkey inferior temporal cortex neurons. Cerebral Cortex, 12:62-74.
・Watanabe, M., Tanaka, H., Uka, T. and Fujita, I. (2002) Disparity-Selective Neurons in Area V4 of Macaque
Monkeys. J. Neurophysiol., 87:1960-1973.
・QuanXin Wang, Ichiro Fujita, Hisashi Tanigawa,

Postnatal development of intrinsic horizontal axons

in monkey inferior temporal and primary vis ual cortices. Journal of Neuroscience, submitted
・Hiroshi Tamura, Hidekazu Kaneko, Keisuke Kawasaki, Ichiro Fujita, Presumed inhibitory neurons in the
macaque inferior temporal cortex: visual response properties ana functional interactions with adjacent
neurons. Journal of Neuroscience, submitted
・Yi Wang, Ichiro Fujita, Yusuke Murayama, Coding of visual textures patterns in monkey inferior temporal
cortex. Neuroreport, in press.

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・宇賀貴紀、藤田一郎

(1997) 「錯視のメカニズムーだまし絵が語る視覚認識の脳内機構ﾑ」臨床科学

33(3):

348-356.
・藤田一郎

(1997)

・田中宏喜、藤田一郎

「記憶学習」Clinical Neuroscience 10: 82-85.
(1998) 「物体形状の視覚情報処理」細胞工学、17(6): 969-979.

・藤田一郎

(1998) 「記憶と学習の脳内メカニズム」数理科学、415: 42-49.

・藤田一郎

(1998) 「陳述記憶の獲得制御」脳２１、1 (1): 91-93.

・藤田一郎

(1998) 「マップ、モジュール、情報構造」脳２１、1 (3): 9-14

・藤田一郎

(1998) 「モジュール構造に見る脳の笑顔」脳２１、1 (3): 4-8.

・田中宏喜、藤田一郎
・藤田一郎

(1999)

「ものの形の知覚と認識」細胞工学別冊「脳を知る」（久野宗編）

74-85.

(1999) 「視覚系による３次元面構造の復元」実験医学増刊「脳・神経科学の最先端」（御子紫克彦

編）159-165

＜Ⅱ期＞
・田中秀樹、藤田一郎

(2001)

「全体の知覚、部分の知覚ー森を見て、木を見る」脳２１、4 (1): 90-92.

・藤田一郎、田中宏樹、谷川久 (2001) 「腹側視覚系路における両眼視差と面の情報処理」Vision, 13 (2): 87-91.

3）口頭発表
ア）招待講演
＜Ⅰ期＞
・藤田一郎 「腹側視覚経路と対象認知」 (1997) イブニングスタディセッション「知覚から認知へー新しい研
究の展開ー」（抄録なし）

第２０回日本神経科学会（仙台）1997.7.
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・藤田一郎

(1997) 「サルの視覚の最終段階における処理」（抄録なし）

第１０回マルチエージェント研究会

（けいはんな）1997.10.
・Uka, T. and Fujita, I. (1998) "Physiology, psychophysics, and computation in carly vision - Toward the
understatnding of a role of context." （宇賀貴紀、藤田一郎

シンポジウム「初期視覚の生理、心的物理、

計算論ー文脈の役割を探る」1998.5）
・Fujita, I. (1998) Representation of objects and object features in monkey visual cortex. A Symposium
at the 5th International Congress of Neuroethology "Population coding" (San Diego, U.S.A.) 1998.8
・藤田一郎

(1998) 「下側頭葉皮質の機能構築」

視覚科学フォーラム

第２回研究会、抄録集 p38 （岡崎）

1998.8.
・藤田一郎（1999）「下側頭葉皮質ニューロンによる面構造の表現」平成１０年度生理学研究所研究会 「脳の情
報統合と行動発現のメカニズムー感覚認知から生体反応形成までー」（岡崎）1999.1
・藤田一郎（1999）「霊長類側頭葉の機能構築」文部省科学技術研究費特定境域研究｢微小脳システムの適応的設
計｣第１回公開シンポジウム｢もうひとつの脳の世界｣（福岡）1999.2
・藤田一郎 (1999)「腹側視覚経路における両眼視差関連情報の処理」生理学研究所研究会「視知覚のメカニズム
-生理、心理物理、計算論的アプローチ」プログラム(岡崎)

1999.6

・Fujita, I. (1999) Neural processing of binocular disparity and surface depths in monkey inferior temporal
cortex. Symposium on "Neuronal mechanisms of object recognition". 5th IBRO World Congress of
Neuroscience. (Jerusalem, Israel) 1999.7
・Fujita, I. (1999) Representation of objects in monkey visual cortex. International Symposium sponsored
by Monbusho "Comprehensive Brain Research" Project "Interface between systems brain science and neuethology"
(Sendai, Japan) （藤田一郎 「サルの視覚の高次中枢」文部省科学研究費補助金特定研究(A)「総合脳」特別研
究会国際ワークショップ「脳機能のシステム的解析ー脳と行動研究の視点からー」 1999.9（仙台）
）
・藤田一郎

(1999)「認知の脳科学」広島大学５０周年記念事業

ブレインサイエンスシンポジウム「脳を科学

する」(広島)1999.11

＜Ⅱ期＞
・藤田一郎 (2000) 「視覚系の行動学的理解」文部省特定領域研究「高次脳機能のシステム的理解」第４回公開
シンポジウム（東京）2000.1
・Fujita, I.(2000) Representation of surfaces and features of objects in the visual temporal cortex. The
NIBB International COE Symposium "Mechanisms of Neural Network Formation." (Okazaki, Japan)（藤田一
郎「演題名英文」基礎生物学研究所 COE 国際シンポジウム（岡崎）2000.3）
・Fujita, I. (2000) Processing of shape, diparity, and surfaces in inferior temporal cortex. The NIPS
International COE Symposium " Neural Mechanisms of Visual Perception and Cognition"（藤田一郎「演題
名英文」生理学研究所 COE 国際シンポジウム（岡崎）2000.3）
・田村弘、金子秀和、藤田一郎
の解析」

(2001) 「マルチニューロン活動同時記録を用いた神経細胞集団による情報表現

生理学研究所研究会

「マルチニューロン活動と脳内情報処理」2001.10.

・藤田一郎.(2001)「物体認識を支える視覚脳機能」、日本生物物理学会第３９回年会、予稿集 S4、（吹田）2001.10.
・Fujita,I.(2001)Representation and processing of object images in primate brain. International Workshop
Sponsored by Monbusho "Comprehensive Brain Research" Project on "Interface between Systems Brain Science
and Neuroethology-(II)".(Okazaki,Japan)（「霊長類大脳における物体視覚像の表現と処理」文部省科学研究
費補助金特定研究（Ａ）「総合脳」特別研究会国際ワークショップ「脳機能のシステム的解析（II）－脳と行動
研究の視点から－」（岡崎）2001.11.
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イ）応募・主催講演等
＜Ⅰ期＞
・Uka, T., Tanaka, H. and Fujita, I. (1997) Disparity selective neurons in the inferior temporal cortex
of the macaque monkey. Neurosci. Res. Suppl. 21: s208.（宇賀貴紀、田中宏喜、藤田一郎
葉皮質における視差選択性細胞と３次元表面構造」

「サル下側頭

第２０回日本神経科学会（仙台）1997.7.）

・Tanigawa, H. and Fujita, I. (1997) Topography of intrinsic horizontal connections in the macaque inferior
temporal area TE: a double labeling study. Neurosci. Res. Suppl. 21: s209.（谷川久、藤田一郎
ル下側頭葉皮質の水平軸索終末集団の空間配置」

「サ

第２０回日本神経科学会（仙台）1997.7.）

・Xu L-H., Tanigawa, H. and Fujita, I. (1997) Gradient in distribution of mGluR2/3-like immunoreactivity
along the ventral visual pathway in the macaque monkey. Neurosci. Res. Suppl. 21: s210.（許麗華、谷
川久、藤田一郎 「mGluR2/3 のサル大脳皮質物体視経路における分布勾配」 第２０回日本神経科学会（仙台）
1997.7.）
・Xu, L-H., Tanigawa, H. and Fujita, I. (1997) Modular structure and cortical hierarchy displayed by
distribution of ANPA-type glutamate receptors In the monkey ventral visual cortical pathway. Chinese
J. Neuroanat. 13: 342.（許麗華、谷川久、藤田一郎 「演題名英文」 中国神経科学学会（西安、中国）1997.10.）
・Wang, Y., Fujita, I., and Murayama, Y. (1997) GABAergic mechanisms of neuronal selectivity for visual
object features in monkey inferior temporal cortex. Chinese J. Neuroanat. 13: 340.（王毅、藤田一郎、
村山雄亮

「演題名英文」

中国神経科学学会（西安、中国）1997.10.）

・Xu, L-H., Tanigawa, H., Fujita, I. (1997) Distribution of AMPA-type glutamate receptors along the ventral
visual cortical pathway in the macaque: A gradient reflecting the cortical hierarchy. Soc. Neurosc.
Abstr. 23: 2062.（許麗華、谷川久、藤田一郎

「演題名英文」

第２７回北米神経科学大会（ニューオリン

ズ、アメリカ）1997.10.）
・ Uka, T., Tanaka, H., Kato, M. and Fujita, I. (1997) Disparity sensitivity and representation of
3-Dimensional surface structure in monkey inferior temporal cortex. Soc. Neurosc. Abstr. 23: 2063.
（宇賀貴紀、田中宏喜、加藤誠、藤田一郎

「演題名英文」

第２７回北米神経科学大会（ニューオリンズ、

アメリカ）1997.10.）
・Onoe, H., Kato, M.,Tsukada, H. and Fujita, I. (1997) Representation of face In the inferior temporal
cortex: A PET study In behaving monkeys. Soc. Neurosc. Abstr. 23: 2065.（尾上浩隆、加藤誠、塚田秀夫、
藤田一郎

「演題名英文」

第２７回北米神経科学大会（ニューオリンズ、アメリカ）1997.10.）

・Tanigawa, H. and Fujita, I. (1997) Topographical relation between horizontal projections from adjacent
sites in the macaque inferior temporal cortex: A double anterograde labeling study. Soc. Neurosc. Abstr.
23: 2062.（谷川久、藤田一郎

「演題名英文」

第２７回北米神経科学大会（ニューオリンズ）1997.10.）

・Uka, T., Tanaka, H., Kato, M. and Fujita, I. (1998) Perception of surface of structure obeys the principle
of generic image sampling in monkeys. ARVO (Florida, U.S.A.) 1998.5.
・田中宏喜、宇賀貴紀、吉山顕次、加藤誠、藤田一郎
報処理」

視覚科学フォーラム

(1998) 「サル下側頭葉皮質における視差に基づく形の情

第２回研究会、抄録集 p19 （岡崎）1998.8.

・宇賀貴紀、田中宏喜、加藤誠、藤田一郎

(1998) 「サルにおける一般像抽出原則の心理物理的証拠」 視覚科

学フォーラム 第２回研究会、抄録集 p18 （岡崎）1998.8.
・Wang, Q., Tanigawa, H. and Fujita, I. (1998) Intrinsic horizontal axons in inferior temporal and primary
visual cortices of macaque monkey: A developmental study. Neurosci. Res. Suppl. 22: s182.（王全新、
谷川久、藤田一郎 「下側頭葉皮質と一次視覚野における内在性水平軸索の生後発達」
学・第４１回日本神経化学合同大会（東京）1998.9.）
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第２１回日本神経科

ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究

・Kato, M., Uka, T. and Fujita, I. (1998) Columnar organization in inferior temporal cortex of awake monkey:
Visual selectivity and response correlation between vertically and horizontally located units. Neurosci.
Res. Suppl. 22: s183.（加藤誠、宇賀貴紀、藤田一郎

「覚醒サル側頭葉の TE 野のコラム構造」

第２１回

日本神経科学・第４１回日本神経化学合同大会（東京）1998.9.）
・Tanaka, H., Uka, T., Yoshiyama, K., Kato, M. and Fujita, I. (1998) Processing of shape defined by disparity
in monkey inferior temporal cortex. Neurosci. Res. Suppl. 22: s183.（田中宏喜、宇賀貴紀、吉山顕次、
加藤誠、藤田一郎

「サル下側頭葉皮質における視差に基づく形の情報処理」

第２１回日本神経科学・第４

１回日本神経化学合同大会（東京）1998.9.）
・Onoe, H., Katsuyama, N., Kato, M., Tsukada, H. and Fujita, I. (1998) Localization of face-processing
area in inferior temporal cortex: A PET study in behaving Monkeys. Neurosci. Res. Suppl. 22: s185.
（尾上浩隆、勝山成美、加藤誠、塚田秀夫、藤田一郎
よる同定」

「サル下側頭葉における顔視覚像反応領域のＰＥＴに

第２１回日本神経科学・第４１回日本神経化学合同大会（東京）1998.9.）

・Uka, T., Tanaka, H., Kato, M. and Fujita, I. (1998) Behavioral evidence for the principle of generic
image sampling in monkey visual perception. Neurosci. Res. Suppl. 22: s185.（宇賀貴紀、田中宏喜、加
藤誠、藤田一郎

「サルにおける一般抽出原則の心理物理的証拠」

第２１回日本神経科学・第４１回日本神

経化学合同大会（東京）1998.9）
・Uka, T. and Fujita, I. (1998) Representation of 3-dimensional surfaces in monkey inferior temporal cortex:
Relation to the principle of generic image sampling. Neurosci. Res. Suppl. 22: s32.（宇賀貴紀、藤田
一郎

「サル下側頭葉皮質における３次元表面の表現：一般抽出原則との関連」

第２１回日本神経科学・第

４１回日本神経化学合同大会（東京） 1998.9.）
・Uka, T., Tanaka, H., Kato, M. and Fujita, I. (1998) Segmentation of surfaces by disparity or contours
in monkey inferior temporal cortex. Soc. Neurosci. Abstr. 24: 899.（宇賀貴紀、田中宏喜、加藤誠、藤
田一郎

「演題名英文」

第２８回北米神経科学大会（ロサンジェルス、アメリカ）

1998.11.）

・Kato, M., Uka, T. and Fujita, I. (1998) Re-examination of columnar organization in monkey inferior
temporal cortex: Stimulus selectivity tested with a large number of predetermined stimuli. Soc. Neurosci.
Abstr. 24: 900.（加藤誠、宇賀貴紀、藤田一郎
ス、アメリカ）

「演題名英文」

第２８回北米神経科学大会（ロサンジェル

1998.11.）

・Wang, Q.X., Tanigawa, H. and Fujita, I. (1998) Postnatal development of horizontal axons in the inferior
temporal and primary visual cortices in the monkey. Soc. Neurosci. Abstr. 24: 900.（王全新、谷川久、
藤田一郎

「演題名英文」

第２８回北米神経科学大会（ロサンジェルス、アメリカ）

1998.11.）

・Tanigawa, H., Xu, L-H. and Fujita, I. (1998) Postnatal development of expression of mGluR2/3 and GluR2/3
in the primary visual cortex of the macaque monkey. Soc. Neurosci. Abstr. 24: 1887.（谷川久、許麗華、
藤田一郎

「演題名英文」

第２８回北米神経科学大会（ロサンジェルス、アメリカ）

1998.11.）

・Uka, T., Tanaka, H., Yoshiyama, K., Kato, M., Fujita, I. (1999) Physiological characteristics of disparity
selective neurons in monkey inferior temporal cortex.（加藤誠、宇賀貴紀、藤田一郎（1999）「サル側頭
葉ニューロンの図形応答性：麻酔下と覚醒下の比較」文部省特定領域研究「高次脳機能のシステム的理解」第
３回冬のワークショップ（留寿都、北海道）1999.1）
・Kato, M., Uka, T., and Fujita, I. (1999) Stimulus selectivity of monkey inferior temporal cortex neurons:
comparison between anesthetized and awake conditions. Neurosci. Res. Suppl. 23: s216（加藤誠、宇賀
貴紀、藤田一郎
会（大阪）

「サル側頭葉ニューロンの図形応答性：麻酔下と覚醒下の比較」

第２２回日本神経科学大

1999.7.7）

・Uka, T., Tanaka, H., Yoshiyama, K., Kato, M., and Fujita, I. (1999) Physiological characteristics of
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disparity selective neurons in monkey inferior temporal cortex. Neurosci. Res. Suppl. 23: s209（宇
賀貴紀、田中宏喜、吉山顕次、加藤誠、藤田一郎
の生理学性質」

(1999)

第２２回日本神経科学大会（大阪）

「サル下側頭葉皮質における両眼視差選択性細胞

1999.7.7）

・Tanaka, H-K., Onoe, H., Tsukada, H., and Fujita, I. (1999) Neural mechanisms involved in maintenance
of attention and shifting between global and local structures of visual patterns. Neurosci. Res. Suppl.
23: s209（田中秀樹、尾上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎 (1999) 「全体又は局所への注意の移動と維持の脳内機
構」

第２２回日本神経科学大会（大阪）

1999.7.7）

・Kawasaki,K., Miyata, K., Tamura, H., Wang, Q.X. and Fujita, I. (1999) Biteral visual receptive fields
of inferior temporal cortex neurons.（川嵜圭祐、宮田健二、田村弘、王全新、藤田一郎（1999）「下側頭葉
皮質における左右視野の統合」

日本神経回路学会

第９回全国大会（札幌）1999.9）

・Kato, M., Uka, T., Fujita, I. (1999) How selective and reliable are visual responses of inferior temporal
cortex neurons? : Comparison between anaesthetized and awake conditions. Soc. Neurosci. Abstr. 1999.10
（加藤誠、宇賀貴紀、藤田一郎

「演題名英文」

第２９回北米神経科学大会（マイアミビーチ、アメリカ）

1999.10）
・Tanaka, H.-K., Onoe, H., Tsukada, H. and Fujita, I. (1999) Brain regions involved in maintenance of
attention and shifting between global and local structures of visual patterns: A PET study in Macaque
monkeys. Soc. Neurosci. Abstr. 1999.10（田中秀樹、尾上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎

「演題名英文」

第

２９回北米神経科学大会（マイアミビーチ、アメリカ））
・Tanaka, H., Uka, T., Yoshiyama, K., Kato, M., and Fujita, I. (1999) Shape defined by disparity evokes
responses in monkey inferior temporal neurons. Soc. Neurosci. Abstr.（田中宏喜、宇賀貴紀、吉山顕次、
加藤誠、藤田一郎

「演題名英文」

第２９回北米神経科学大会（マイアミビーチ、アメリカ））

＜Ⅱ期＞
・Tanaka, H., Onoe, Hirotaka., Tsukada, Hideo. and Fujita, I. (2000) Brain regions involved in shifting
between global and local structures of visual patterns: A PET study in macaque monkeys. The 8th
International Conference: Peace through Mind/Brain Science- Photonics in Imaging of Gene Expression.
(Hamamatsu, Japan)（田中秀樹、尾上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎「演題名英文」光科学技術で拓く脳・精神科
学平和探求国際会議（第８回）（浜松）2000.2）
・Tanaka, H., Onoe, Hirotaka., Tsukada, Hideo. and Fujita, I. (2000) Brain regions involved in shifting
between global and local structures of visual patterns: a PET study in macaque monkeys. The NIBB
International COE Symposium "Mechanisms of Neural Network Formation." (Okazaki, Japan)（田中秀樹、
尾上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎「演題名英文」「演題名英文」基礎生物学研究所 COE 国際シンポジウム（岡崎）
2000.3）
・吉山顕次、宇賀貴紀、田中宏喜、藤田一郎

「サル下側頭葉皮質における両眼視差選択性の分布」第２３回日

本神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会
・渡邊雅之、田中宏喜、宇賀貴紀、藤田一郎

ル下側頭葉皮質の活動」
・谷川

久 、王

の比較」

2000.9

「サル第４次視覚野における両眼視差情報の処理」第２３回日本

神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会
・田中秀樹、尾上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎

横浜

横浜

2000.9

「視覚図形の全体または局所の形態への注意によって変化するサ

第２３回日本神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会

全新 、藤田一郎

2000.9

「サル初期視覚野Ｖ１野と高次視覚野ＴＥ野の内在性水平軸索の結合様式

第２３回日本神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会

・宮田健二、川嵜圭祐、王

横浜

全新、田村

横浜

2000.9

弘、藤田一郎 「サル下側頭葉皮質 TE 野の半球間神経連絡」 第２３
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回日本神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会
・王

横浜

2000.9

全新、川嵜圭祐、藤田一郎 「サル下側頭葉皮質 TE や前腹側部と嗅周皮質における内在性水平軸索」 第

２３回日本神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会
・川嵜圭祐、田村

横浜

2000.9

弘、宮田健二、藤田一郎 「サル下側頭葉皮質 TE 野細胞の両側性受容野の定量的解析」 第

２３回日本神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会

横浜

2000.9

・尾上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎「サル下側頭葉皮質における顔視覚像反応領域の「顔」及び「顔の部品」に対
する視覚応答：PET による検討」第２３回日本神経科学大会・第１０回日本神経回路学会合同大会

横浜

2000.9
・Miyata, K., Kawasaki, K., Wang, Q., Tamura, H. and Fujita, I. (2000) Columnar interhemispheric connections
between area TEs in macaque. Soc. Neurosci. Abstr.（宮田健二、川嵜圭祐、王全新、田村弘、藤田一郎 「演
題名英文」

第３０回北米神経科学大会（ニューオリンズ、アメリカ）2000.11）

・Watanabe,M., Tanaka,H., Uka, T. and Fujita, I. (2000) Disparity selective neurons in area V4 of macaque
monkeys. Soc. Neurosci. Abstr.（渡邊雅之、田中宏喜、宇賀貴紀、藤田一郎

「演題名英文」

第３０回北

米神経科学大会（ニューオリンズ、アメリカ）2000.11）
・Tanaka, H.-K., Onoe, H., Tsukada, H. and Fujita, I. (2000) Attentional modulation of neuronal activity
in the macaque inferior temporal cortex during global and local processing of hierarchical visual
patterns. Soc. Neurosci. Abstr.（田中秀樹、尾上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎

「演題名英文」

第３０回北

米神経科学大会（ニューオリンズ、アメリカ）2000.11）
・Kawasaki, K., Tamura, H., Miyata, K. and Fujita, I. (2000) Quantitative comparison of intrahemispheric
and interhemispheric persons of area TE neurons in macaques. Soc. Neurosci. Abstr.（川嵜圭祐、田村
弘、宮田健二、藤田一郎 「演題名英文」 第３０回北米神経科学大会（ニューオリンズ、アメリカ）2000.11）
・ Onoe, H., Tsukada, H. and Fujita, I. (2000) Visualization and characterization by PET of the
face-processing area in the inferior temporal cortex of macaque monkeys. Soc. Neurosci. Abstr.（尾
上浩隆、塚田秀夫、藤田一郎 「演題名英文」 第３０回北米神経科学大会（ニューオリンズ、アメリカ）2000.11）
・Kumano,H., Tanaka,H., Uka,H., Fujita,I.(2001)Disparity selectivity of monkey inferior temporal neurons
as exmined by dynamic random dot stereograms. Neurosci.Res.Suppl.25:「下側頭葉皮質細胞の両眼視差応
答の定量的解析」、第２４回日本神経科学大会（京都）2001.9.
・Tamura,H., Kaneko,H., Fujita,I.(2001)Neurosci.Res.Suppl.25:「下側頭葉皮質コラム構造での視覚情報処理：
複数細胞活動の同時記録による解析」、第２４回日本神経科学大会（京都）2001.9.
・Tamura,H., Kaneko,H., Fujita,I.(2001)The amount of transmitted information is not improved by pooling
of neuronal activities in inferior temporal cortex. Soc.Neurosci.Abstr.（第３１回北米神経科学大会（サ
ンディエゴ、アメリカ）2001.11.）
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.2. 非言語的コミュニケーションの電気生理実験とヒトの心理実験に関する研究

1.2.3. ヒトの顔の表情に関する心理学的研究

京都大学大学院教育学研究科教育科学専攻教育認知心理学講座
教授・吉川 左紀子

要

約

＜Ⅰ期＞
表情動画および静止画を刺激とする種々の心理実験を行い、情動表情の知覚過程に関する基礎的な知見を収集
した。morphing という画像処理技術を応用して基本６情動を表す表情動画を作成して心理実験を行った。その結
果、表情変化の時間成分が表情知覚や情動認知に影響を及ぼす重要な要因であることが確認された。また、表情
静止画を用いた初期知覚に関する実験（周辺視野・瞬間提示での見本照合課題）から、情動表情は中性表情より
も知覚精度が高く、特に不快表情（怒り）は正確に知覚されることが分かった。さらに、情動表情と視線・顔向
きの相互作用を調べたところ、知覚精度は視線・顔向き（すなわち他者の注意方向）により変動し、ヒトにおい
て「自分に向かう脅威表情」の知覚が特に優れていることが示された。

＜Ⅱ期＞
情動表情と視線・顔向きの相互作用に関する心理実験として、視線方向の pre-cueing による自動的注意定位現象を
取りあげ、表情の要因を加えて検討した。その結果、視線方向による自動的注意定位についても情動表情による影響が
確認された。一方、表情、視線/顔向きの処理に関わる神経機構を明らかにするために、fMRI の脳活動記録を分析した。
その結果、表情動画の知覚において上側頭溝、扁桃体という社会的信号や情動処理に関与する部位が活性化し、さらに
前運動野、下頭頂小葉という運動知覚・プラニングに関与する部位も活性化することが分かった。また、表情と視線・
顔向きの組み合わせにより、「自分のほうを向く怒り表情」に対して左扁桃体が強く活性化することが明らかになった。

研究目的
＜Ⅰ期＞
表情動画および表情静止画を用いて、他者の心的状態を認知する心的機構を解明することが目的である。表情
動画の認知に関しては、静止画表情の認知との差異に注目し、複数の心理課題を用いてその特徴を検討する。表
情静止画の知覚については、周辺視野への瞬間提示という厳しい知覚条件のもとで表情の情動価や顔向きを操作
して実験を行い、表情の初期知覚過程の特徴を明らかにすることを目的とする。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期の成果を踏まえて、fMRI により表情動画を知覚しているときに活動する神経機構を明らかにする。さらに、
表情と視線・顔向きを組み合わせて実験を行い、「こちら（知覚者）に向かう表情」「他へ向かう表情」という
方向の違いが社会的信号の処理に関わる脳部位の活動にどのように影響するかを検討する。
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研究方法
＜Ⅰ期＞
ア）表情の画像処理
morphing によって、２枚の表情静止画の中間画像を多段階で作成し、それを連続提示することにより表情動画
を作成した。

イ）心理実験
表情動画については、動画像を提示後、その最終画像をモニタ上に作成する課題（選択用の画像はスライダー
を操作することで連続的に変化する）を実施した。表情静止画については周辺視野に瞬間提示したターゲットの
見本照合を行い、正答率および誤答内容を分析した。

＜Ⅱ期＞
ア）心理実験
顔向きの異なる表情静止画を cue として提示する pre-cueing 課題を行い、ターゲットの検出が cue として提示
される顔の表情の違いにより影響を受けるか否かを検討した。表情動画については、６基本情動に関する「自然
さ」評定課題、および情動の自由記述課題を行い、変化速度の違いが情動認知に及ぼす影響を検討した。

イ）fMRI
表情動画知覚時の脳活動について、表情静止画およびモザイク動画と比較することにより検討した。表情静止
画知覚時の脳活動について、顔向きを操作した実験を行い、「こちら（知覚者）に向かう表情」「他へ向かう表情」
における脳活動領域を比較した。

研究成果
＜Ⅰ期＞
ア）表情の画像処理
morphing により作成した表情動画は、２枚の静止画から自然な表情変化に近い動画を作成することができ、か
つ表情変化率や時間特性を統制して提示することができるという利点をもつ。本研究では、心理実験で頻繁に使
用される表情刺激セットであるエクマン・フリーセン（1976）を用いて morphing により表情動画を作成した。中
性顔から情動表情まで２％刻みで変化する中間画像を４９枚合成し、全５１枚の画像の連続提示により動画刺激
とした。

イ）表情動画、静止画を用いた心理実験
変化速度の異なる表情動画がどのように知覚されるかを調べるために、変化速度の違いが representational
momentum の大きさに及ぼす影響を調べる心理実験を行った。表情動画の提示速度は 10ms/frame, 20ms/frame,
40ms/frame, 80ms/frame の４種類であった。被験者の課題は、CRT のウィンドウに提示される表情動画の最終フ
レームの表情を、スライダーを動かすことにより隣のウィンドウ上に作成することだった。実験の結果、表情動
画像を知覚すると、最終画は表情の変化方向に変移した像として知覚されること、変移量は変化速度に随伴して
大きくなることが明らかになった。一方、表情静止画については、制限された視覚条件（周辺視野、瞬間提示）
で見本照合課題を行い、正面向きの表情画像における表情知覚の特性を調べた。その結果、表情知覚の初期過程
において、表情のもつ情動価の有無および情動の種類が知覚精度に強い影響を及ぼしており、怒り表情の知覚が
特に優れていることが分かった[1]。顔向き（視線方向）の要因を操作して、０度（正面）、１５度、３０度、４
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５度の顔向きの顔画像を用いて見本照合課題を実施した。その結果顔向きと情動表情の間に交互作用がみられ、
怒り表情の知覚精度は、顔が自分の方向を向いているか否かによって大きな違いがみられた。これに対して、幸
福表情では顔向きによる違いや、自分に向かう表情か否かの影響は全くみられなかった。この結果から、人間の
表情知覚機構が自分にとっての重要度（脅威信号、親和性信号の有無等）に応じて他者からの情動メッセージの
意味を検出するすぐれた特性を有していることが明らかになった。

＜Ⅱ期＞
ア）心理実験
表情動画の変化速度を操作し、表情の自然さの評価を求めた。各表情における変化速度の自然さ評定の結果に
ついて、6(情動)×4（速度）の分散分析と傾向検定を行い、さらにクラスター分析と主成分分析を行った。その
結果、表情の変化には、6 情動カテゴリに共通して自然な表情と認知される最適な変化速度があること、さらに情
動カテゴリによって、表情の変化速度とその自然さの関係は異なり、速いほど自然と評価される情動表情と、遅
くても不自然と評価されない表情があることが示された。一方、表情静止画については視線方向の pre-ｃｕｅｉ
ｎｇによる自動的注意定位現象を取り上げ、表情による影響について検討した。その結果、cue として提示される
顔の表情の違いにより、ターゲット検出の速さが変化することが確認された。

イ）fMRI
被験者に表情動画、表情静止画、モザイク動画を呈示し、その際の脳活動を fMRI を用いて記録した。その結果、
先行研究で表情に対して活動が報告されている扁桃体と上側頭溝については、静止画よりも表情動画に対して高
い活動を示すことが示された。さらに、表情動画に対しては、これまで報告されていなかった下頭頂小葉、前運
動野などの部位が活動することが示された。これらは、他者の身体運動の知覚において活動が示されている部位
であり、本研究の結果、動きを伴う表情知覚の神経機構の主要部位が明らかとなったといえる。さらに次の実験
では表情と視線・顔向きの相互作用に関わる神経機構を調べる目的で、顔向きの異なる中性、怒りの表情静止画
を用いて知覚時の脳活動を記録した。その結果、こちら（知覚者）の方を向いた怒り表情に対して、左扁桃体が
強く活動することが明らかとなった。

考

察

＜Ⅰ期＞
表情動画を用いた種々の心理実験から、変化速度の違いは、表情から読みとられる情動の性質や強度に大きく
影響することが分かった。また、静止画表情の初期知覚実験から、情動価の違いが表情知覚の精度を左右し、怒
り表情の知覚精度がきわめて良いことが分かった。この事実は、脅威刺激の優先的な知覚を担う神経機構の存在
を示唆している。

＜Ⅱ期＞
表情動画および静止画知覚時の脳活動を分析した結果、表情動画では、従来から表情知覚に関与するとされる
脳部位（STS、扁桃体）に加えて、ミラーニューロンの存在が言われている脳部位での高い活動が観察された。こ
れは、他者の表情の動きが知覚者の表情の動きを誘発する可能性を示唆する。さらに、これは他者の情動に対す
る共感、すなわちコミュニケーションの基盤となる神経機構を示しているとも考えられる。今後、表情知覚時の
被験者自身の表情表出を解析し、これらの仮説についてさらに探求する必要がある。
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.2. 非言語的コミュニケーションの電気生理実験とヒトの心理実験に関する研究

1.2.4. 視覚的コミュニケーションの心理物理学的研究

京都大学大学院人間環境学研究科環境情報認知論講座江島研究室
教授・江島 義道

要

約
心理物理学的実験によって、（1）視覚尺度の視覚課題依存性、（2）輝度と色情報の相互作用を統合過程を分析

するとともに、心理物理学的実験と計算論的方法を併用することによって、（3）３次元空間での運動知覚の基本
的要因、（4）形態知覚過程を分析した。次ぎに、fMRI の解析ソフトウェアを開発した。さらに、脳イメージング
法（fMRI、MEG、VEP）によって、視知覚現象（色知覚、明暗知覚、運動知覚、輪郭線知覚、方位錯角、フィーリ
ングイン知覚現象、メタコントラスト知覚現象）と視覚領野の神経活動との関係を分析した。これらは、ヒトの
視覚情報処理機構を解明する基礎を与えるものである。

研究目的
ヒトの視覚情報処理過程を知覚機構と神経機構の関係を究明することによって明らかにする。

研究方法
ヒトの視覚情報処理過程を心理物理学的実験、計算機シミュレーション、脳イメージング（fMRI, MEG, VEP）
法によって分析する。

研究成果
＜Ⅰ期＞
ア）視覚尺度が視覚課題によってどのように変容するかを明らかにした。
イ）輝度と色情報の相互作用を分析し統合過程のモデルを提案した。
ウ）心理物理学的実験によって、３次元の空間での運動知覚の基本的要因を明らかにした。
エ）fMRI によって、物体認識における、初期過程、中間の特徴抽出過程、パターン認識過程と脳活動との関係を、
また、MEG によって、輪郭線知覚形成、色知覚形成の時間的特性と脳活動部位を探索した。

＜Ⅱ期＞
ア）fMRI の計測および画像解析法（視覚の機能的領野同定の解析アルゴリズムおよび脳活動の灰白質ボクセルご
とのサンプリング法）を開発した。これにより、レチノトピー特性によって、視覚領野を分離することがで
き（図１は右脳の膨張脳表面上に視覚領野の境界線を描いたものである）、視覚領野の脳活動と刺激との関
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係解析が可能となった。
イ）ヒト視覚野の視覚領野の特性（脳の表面積、形状、偏心度）をサルのそれと比較し（図２は脳表面面積比率
の比較図）、各領野の相対的特性の類似点および相違点を明らかにした。
ウ）視覚領野と知覚的現象（色対比、方位錯視、フィーリングイン、マスキング）との関係を解析し、知覚形成
過程における視覚領野の情報処理的機能を明らかにした（図３は V1d 野で方位錯視が生じることを示したも
のである）。
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考

察
当初の目標をほぼ達成することができた。知覚現象と視覚領野の脳活動の関係解析については、一部の限定さ

れた知覚現象だけしか扱えなかった。しかし、本研究と同じ手法を使って体系的研究を行えば、知覚現象の全貌
を明らかにできる可能性がある。これは、今後の課題である。

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
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術研究報告, HIP97-42, 1998, pp.1-8
・郷田直一, 岡定紀, 江島義道,輝度と色の位相情報の相互作用に与える高周波成分の影響、電子情報通信学会技
術研究報告 HIP97-43, 1998,

pp. 9-16

・阿津川智洋, 山本洋紀, 江島義道、明暗応答関数の外界輝度分布依存性,共著

電子情報通信学会技術研究報告,

HIP97 44, pp.17-24,1998
・谷川昌司, 稲田龍成, 江島義道、空間周波数変化率の奥行き知覚に与える影響.電子情報通信学会技術研究報告
HIP97-47,

pp.41-48, 1998

・阿津川智洋, 福永雅喜, 山本洋紀, 高橋成子, 田中忠蔵, 恵飛須俊彦, 梅田雅宏, 江島義道, ヒト腹側視覚経
路における色知覚形成過程, 電子情報通信学会技術研究報告, NC99-20, pp.61-67,.1999 ,
・阿津川智洋, 福永雅喜, 山本洋紀, 高橋成子, 田中忠蔵, 恵飛須俊彦, 梅田雅宏, 江島義道, ヒト大脳視覚皮
質における運動情報の統合過程. 電子情報通信学会技術研究報告, NC99-21, pp.69-76,1999
・稲田龍成、成田泰士、江島義道,
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ティックス), Vol.100, No.330,pp.87-94,2000
・谷内勇介, 山本洋紀, 福永雅喜, 郷田直一, 大谷芳夫, 芝崎俊幸, 田中忠蔵, 恵飛須俊彦, 梅田雅宏, 江島義
道：ヒト V1, V2, V8 における色情報処理の時間特性：fMRI 研究,電子情報通信学会技術研究報告（ヒューマン
情報処理）, HIP2000-26,PP.7-12, 2000
・成田泰士, 江島義道, 静止図形境界による運動物体の補足現象の解析,電子情報通信学会技術研究報告（ヒュー
マン情報処理）, HIP2000-27, PP.13-18, 2000
・芝崎俊幸, 大谷芳夫, 江島義道、MEG による赤− 緑反対色系のコントラスト利得および時間加算特性の解析,電
子情報通信学会技術研究報告（ヒューマン情報処理）, HIP2000-28, PP.19-24, 2000
・岡村昇一、大谷芳夫、芝崎俊幸、郷田直一、荒川彰、吉田佳一、外山敬介、江島 義道、主観的および実輪郭情
報処理過程の脳磁応答解析、日本生体磁気学会誌 特別号, 13-1, pp54-55,2000
・梶原茂樹, 外山敬介,江島義道, 池田思朗, 村田昇一, 甘利俊一, 大谷芳夫, 吉田佳一,

独立成分分析のてん

かん脳磁図への適用,日本生体磁気学会誌 特別号, 13-1, 144-145, 2000
・芝崎俊幸, 大谷芳夫, 江島義道, 若生秀, 荒川彰, 岡村昇一, 吉田佳一, 外山敬介赤— 緑反対色系の空間周波
数特性に関する脳磁応答解析,日本生体磁気学会誌 特別号, 13-1,pp210-211, 2000
・江島義道,fMRI・MEG による色知覚機構の解析
・岡定紀、江島義道,

脳の高次機能, 朝倉書店,2001、pp 72－78

形態知覚課程の中間段階に関する視覚誘発電位研究、電子情報通信学会技術研究報告、

HIP2001-74,pp43-49, 2001、
・岡定紀、江島義道形態知覚における同心円図形の処理段階に関する研究、映像情報メディア学会技術研究報告,
pp29-34,2002

イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・A. Takemoto、Y. Ejima、Retention of local information in generation of subjective contours. Vision Research
37、1997

pp1429－1439

・K. Ido、Y. Ohtani、Y. Ejima、Dependencies of motion assimilation and motion contrast on spatial properties
of stimuli: spatial-frequency nonselective and selective interactions between local motion detectors、
Vision Research, Vol.37,1997

pp1565－1574

・N. Goda、Y. Ejima、T. Shimizu、Discrimination of colors with colored surround under white adaptation.
Color 97、Proceeding of International colour association. 1997, pp326－329
・H. Yamamoto、S. Oka、Y. Ejima、Color coding in a visual search with heterochromatic distractors. Color
97、Proceeding of International colour association. 1997 , pp235－238
・H. Yamamoto、Y. Ejima、S. Urayama、Adaptation effects of a white light on nonlinearity in the yellow-blue
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chromatic system. Color 97、Proceeding of International colour association. 1997, pp 274－277
・N. Goda、Y. Ejima、Moving stimuli define the shape of stationary chromatic pattern. Perception 26,1997,
pp 1413－1422
・Y. Ohtani、M. Tanigawa、Y. Ejima、Motion assimilation for expansion/contraction and rotation and its
spatial properties. Vision Research,

Vol.38,

No.3, 1998, pp 429－438

・S. Oka、S. MOri、Y. Ohtani、Y. Ejima、Spatial-frequency uncertainty and attention modulate psychometric
functions of contrast detection. Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the International
Society for Psychophysics, 1998, pp 296－301
・Y. Ohtani、S. Okamura、A. Takemoto、K. Yoshikawa、M. Tanigawa、Y. Takanasi、Y. Yoshida、Y. Ejima、
K. Toyama、Magnetic responses of human cortical area V1 to sinusoidal grating stimuli: effects of spatial
frequency, luminance contrast and exposure duration. Recent Advances in Biomagnetism - Proceedings
of the 11th International Conference on Biomagnetism,1998, pp 577－580
・K. Yoshikawa、A. Takemoto、Y. Ohtani、N. Goda、Y. Ejima、S. Okamura、S. Kajiwara、S. Tomita、Y. Yoshida、
Y. Takanashi、K. Toyama、Signals of contextual modulation in human visual cortex underlying perception
of contour from motion studied by magnetoencephalography,Recent Advances in Biomagnetism - Proceedings
of the 11th International Conference on Biomagnetism ,1998、pp589－592
・K. Toyama、K, Yoshikawa、Y. Yoshida、Y. Kondo、S, Tomita 、Y. Takanashi、Y. Ejima、S. Yoshizawa A new
method for magnetoencephaolography: ： a three-dimensional-magnetometer-spatial filter system.
Neuroscience 91-2 , 1999, pp 405－415

＜Ⅱ期＞
・M. Hanada、Y. Ejima、A model of human heading judgement in forward motion.

Vision Research, 40, 2,

2000, pp 243－263
・K. Ido、Y. Ohtani、Y. Ejima、Summation between nearby motion signals and facilitative/inhibitory
interactions between distant motion signals, Vision Research,

Vol.40,

No.5, 2000, pp503－516

・G.J.V. Tonder、Y. Ejima Bottom-up clues in target finding: why a dalmation may be mistaken for an elephant.
Perception29-2 ,2000, pp149－157
・J.V. Tonder、Y. Ejima、The 'patchwork engine': image segmentation from shape symmetries.

Neural

Net13-3 ,2000 , pp291－303
・M. Hanada、Y. Ejima、Method for recovery of heading from motion. Journal of

the Optical Society of

America A, 17, 2000, pp966－973
・M. Hanada、Y. Ejima、Effects of roll and pitch components in retinal flow on

heading judgement. Vision

Research, 40, 14, 2000, pp1827－1838
・M. Hanada、Y. Ejima、Heading judgement from second-order motion. Vision Research,40,2000, pp3319－
3331
・G.J.V. Tonder、Y. Ejima、From image segmentationt to anti-textons.

Perception29,2000、pp1231－1247

・S. Oka、Van Tonder、Y. Ejima、A VEP study on visual processing of figural geometry.

Vision Reserch,

41, 28, 2001, pp3791－3803
・Y. Ohtani、S. Okamura、T. Shibasaki、A. Arakawa、Y. Yoshida、K. Toyama、Y. Ejima、Magnetic responses
of human visual cortex to illusory contours. Neuroscience Letters, 321、3,2002, pp173－176
・Van Tonder, G.J. & Ejima, Y.

'Implementation of Visual Routines,' In: J.A. Bullinaria & W. Lowe

(Eds),Connectionist Models of Cognition and Perception、(Proceedings of the Seventh Neural Computation
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and Psychology Workshop, Brighton (UK)), World Scientific

Press, pp.180-192., 2002

・Y. Ohtani、S. Okamura、Y. Yoshida、K. Toyama、Y. Ejima、Surround suppression in the human visual cortex:
An Analysis using magnetroencephalography(MEG). Vision Research , 42, pp1825-1835,2002
・Van Tonder, G.J. & Ejima, Y. 'Flexible Computation of Shape、Symmetries within the Maximal Disk Paradigm.'
IEEE, Transactions on Systems, Man and Cybernetics B. in press
・Sadanori Oka and Yoshimichi Ejima.

A VEP study on visual processing of global structure. International

Society for Brain Electromagnetic Topography, 2, 2002, in press.
・Y. Ohtani、S. Okamura, Y. Ejima、Temporal summation of magnetic response to chromatic stimulus in the
human early visual cortex., Neuro Report, 13, pp1641-1644, 2002.

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（英文国内誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・江島義道、感覚器官と特性、ヒューマンインターフェースハンドブック、計測制御学会ヒューマンインターフ
ェース部会編、オーム社発行、１９９７

＜Ⅱ期＞
・山本洋紀、江島義道明るさと色の知覚形成過程, 外山・甘利編, 朝倉書店、脳科学大辞 7.4 節 403-413、2000
・江島義道、

２色閾値法, 反対色レベル、

視覚情報処理ハンドブック、日本視覚学会編 pp120-126、2000

・江島義道, 反対色性はどのようにしてつくられるか、消費科学、4１, 946-950,2000.
・江島義道, 混合色と３色性、消費科学、42, 147-152,2000
・江島義道, 色残像と環境適応性、消費科学、42, 358-363,2001
・江島義道, 色の対比現象と側抑制機構、消費科学、42, 811-815,2001
・江島義道、山本洋記、光学、創立記念特集号、ブレインイメージング、31-4, 2002, 印刷中

3）口頭発表
ア）招待講演：
＜Ⅰ期＞
・江島義道、物体認識における統合過程の研究— 心理学の立場から、情報処理学会技術報告 MIRU98、横浜

ＰＰ

ll-179－184

イ）応募・主催講演等（国際会議を含む）
＜Ⅰ期＞
・K. Yoshikawa, K. Toyama, Y. Ejima, A. Takemoto, Y. Ohtani, S. Okamura : Perception of contour

from

motion and signals of contextual modulation in human visual cortical areas studied by 3D
magnetometer-spatial filter system. 28TH ANNUAL MEETING LOS ANGELES 28, ABSTRACTS SOCIETY FOR
NEUROSCIENCE, 24-1, 650, 1998
・M. Tanigawa, S. Okamura, Y. Ejima, Y. Ohtani, K. Yoshikawa Y. Takanashi, Y. Yoshida, H. Inokawa, K.
Toyama : Magnetic responses of human visual cortex to chromatic and luminance stimuli. 28th ANNUAL
MEETING LOS ANGELES 28, ABSTRACTS SOCIETY FOR NEUROSCIENCE, 24-1, 1137, 1998
・H. Yamamoto, M. Fukunaga, Y. Ejima : A fMRI study of multistable visual perception for necker-cube-like
patterns. 28th ANNUAL MEETING LOS ANGELES ABSTRACTS SOCIETY FOR NEUROSCIENCE, 24-2, 1396, 1998

59

ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究

・G.J.V. Tonder, Y. Ejima : Intermediate-level shape processing, ICONIP 北九州, Proceedings of the
International Conference on Neural

5th

Information Processing. 1998

・G.J.V. Tonder, Y. Ejima : The 'patchwork engine': an interface between low and high levels of visual
shape representation. ECVP'98 Oxford, Perception Supplement ECVP'98 Abstracts, 27, 33-34, 1998
・H. Yamamoto, T. Azukawa, Y. Ejima : The influence of adapting luminance distribution on

brightness

response function. ECVP'98, Perception Supplement ECVP'98 Abstracts, 27, 86-87, 1998
・K. Ido, Y. Ohtani, Y. Ejima : Spatial interaction of motion signals: a dual mechanism? ECVP'98, Perception
Supplement ECVP'98 Abstracts, 27, 191-192, 1998
・M. Tanigawa, Y. Ejima : The effect of disparity on transparent-motion perception for two

oppositely

moving gratings. ECVP'98, Perception Supplement ECVP'98 Abstracts, 27, 197-198, 1998
・阿津川智洋, 山本洋紀, 江島義道 : 明暗応答関数への輝度分布高次統計量の寄与, 日本心理学会, 日本心理学
会第 62 回大会発表論文集, 499, 1998
・谷川昌司, 江島義道 : 複合波にみられる運動透明視現象, 日本心理学会, 日本心理学会第 62 回大会発表論文
集, 554, 1998
・郷田直一, 江島義道, 岡定紀 : 運動事態における輝度と色の位相知覚相互作用, 日本心理学会 東京学芸大学,
日本心理学会第 62 回大会発表論文集, 556, 1998
・大谷芳夫, 岡村昇一, 谷川昌司, 若生秀, 吉川, 高梨芳彰, 吉田佳一, 江島義道, 外山敬介: 脳磁計測(MEG)
によるヒトの視覚領野応答の解析(2) : 静止及び運動刺激に対する輝度コントラスト依存性, 日本視覚学会,
Vision, 10-3, 164, 1998
・大谷芳夫, 岡村昇一, 谷川昌司, 若生秀, 江島義道 : 脳磁(MEG)計測によるヒトの視覚領野応答の順応輝度依
存性の解析, 日本基礎心理学会, 1998
・M. Tanigawa, Y. Ohtani, Y. Ejima, S. Okamura, Y. Yoshida, K. Toyama : Magnetic responses

of

human

visual cortex to binocular disparity grating stimuli. 29th ANNUAL MEETING, ABSTRACTS SOCIETY FOR
NEUROSCIENCE, 25-1, 670, 1999
・M. Fukunaga, T. Azukawa, Y. Ejima, H. Yamamoto, C. Tabaka, T. Ebisu, M. Umeda, S. Takahashi : Activities
of motion-sensitive areas in extrastriate cortex for perceptual figure-ground segmentation caused by
motion cue. 29th ANNUAL MEETING, ABSTRACTS SOCIETY FOR NEUROSCIENCE, 25-1, 675, 1999
・M. Fukunaga, T. Azukawa, Y. Ejima, H. Yamamoto, C. Tabaka, T. Ebisu, M. Umeda, S. Takahashi : Higher-order
areas related to processes of perceptual organization of visual forms in human extrastriate cortex.
29th ANNUAL MEETING ABSTRACTS SOCIETY FOR NEUROSCIENCE, 25-1, 919, 1999
・Kajihara, K. Yoshikawa, Y. Ejima, N. Murata, S. Ikeda, M. Tanigawa, Y. Ohtani, K. Toyama : Applicationof
independent component analysis (ICA) to magnetoencephalography. 29th ANNUAL

MEETING ABSTRACTS SOCIETY

FOR NEUROSCIENCE, 25-2, 1930, 1999
・Y. Ohtani, S. Okamura, Y. Ejima Y. Yoshida, Y. Takanashi, K. Toyama : Magnetic responses of

human visual

cortex underlying figure-ground segmentation evoked by luminance-contrast edges. 29th ANNUAL MEETING,
ABSTRACTS SOCIETY FOR NEUROSCIENCE, 25(2), 1930, 1999
・H. Yamamoto, M. Fukunaga, Y. Ejima, T. Azukawa, C. Tanaka, S. Takahashi, T. Ebisu, M. Umeda : Color
induction in human visual cortex measured with fMRI. 29th ANNUAL MEETING, ABSTRACTS SOCIETY FOR
NEUROSCIENCE], 25-2, 2060, 1999
・G.J.V. Tonder, Y. Ejima : Medial axes and early vision. ARVO, 40-4, s812, 1999
・G.J.V. Tonder, Y. Ejima : The 'patchwork engine II': possible applications of symmetry in early
ECVP'99, Perception, 28, 62, 1999
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・M. Hanada, Y. Ejima : Heading detection from optic flow with roll and pitch components. ECVP'99, Perception,
28, 91, 1999
・G.J.V. Tonder, Y. Ejima : Learning from nature: image segmentation based on local symmetry detection.
Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics, 1999
・岡村昇一, 大谷芳夫, 江島義道, 江頭建哉, 荒川彰, 吉田佳一, 高梨芳彰, 外山敬介 : 主観的輪郭知覚の脳磁
解析, 日本神経科学学会, 第２２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 123, 1999
・稲田龍成, 成田泰士, 江島義道 : 視覚マスキング効果の定常誘発電位解析による解析, 日本神経科学学会, 第
２２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 156, 1999
・阿津川智洋, 山本洋紀, 江島義道, 福永雅喜, 高橋成子, 田中忠蔵, 恵比須俊彦, 梅田雅宏 : fMR による視知
覚３次元構造検出過程の解析, 日本神経科学学会, 第２２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 158, 1999
・若生秀, 谷川昌司, 江島義道, 大谷芳夫, 岡村昇一, 吉田佳一, 高梨芳彰, 外山敬介 : 色知覚過程における時
間・空間相互作用の MEG による解析, 日本神経科学学会, 第２２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 159, 1999
・大谷芳夫, 芝崎俊幸, 江島義道, 岡村昇一, 吉田佳一, 高梨芳彰, 外山敬介 : 脳磁(MEG)測定による境界線知
覚及び視覚的図地分離過程の解析, 日本神経科学学会, 第２２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 159, 1999
・独立成分分析(independent compontent analysis)法による脳磁図信号の分離と解析, 日本神経科学学会, 第２
２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 163, 1999
・山本洋紀, 福永雅喜, 江島義道, 阿津川智洋, 高橋成子, 田中忠蔵

: 主観的運動とヒト MT+野と関連性の解

析:fMRI 研究, 日本神経科学学会, 第２２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 252, 1999
・江島義道 : V1 における神経活動と知覚特性の関係— 脳イメージング法による解析— , 日本神経科学学会, 第
２２回日本神経科学大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ抄録集, 353, 1999
・稲田龍成, 阿津川智洋, 江島義道 : 中心− 周辺刺激布置における空間相互作用, 日本心理学会, 日本心理学会
第 63 回大会, 263, 1999
・谷川昌司, 大谷芳夫, 江島義道, 岡村昇一 : 脳磁図による空間周波数チャンネル間相互作用の解析, 日本心理
学会, 日本心理学会第 63 回大会, 265, 1999
・大谷芳夫, 岡村昇一, 江島義道, 谷川昌司 : テクスチュアによる図地分離刺激に対する脳磁（MEG)応答特性の
解析, 日本心理学会, 日本心理学会第 63 回大会, 266, 1999
・阿津川智洋, 福永雅喜, 江島義道, 山本洋紀, 田中忠蔵, 高橋成子, 恵比須俊彦 : ３次元構造検出に関わる脳
内活動, 日本心理学会, 日本心理学会第 63 回大会, 308, 1999
・福永雅喜, 山本洋紀, 江島義道, 阿津川智洋, 田中忠蔵, 恵比須俊彦 : 運動知覚の文脈依存性と脳内活動の関
係, 日本心理学会, 日本心理学会第 63 回大会, 328, 1999
・花田光彦, 江島義道 : オプティックフローによる自己運動方向判断におけるドット数の効果, 日本心理学会, 日
本心理学会第 63 回大会, 331, 1999
・若生秀, 大谷芳夫, 江島義道, 岡村昇一, 吉田佳一, 外山敬介 : MEG による色度空間周波数特性の解析, 日本
視覚学会, Vision, 11-3, 147, 1999
・芝崎俊幸, 若生秀,

江島義道, 大谷芳夫, 岡村昇一, 吉田佳一, 外山敬介 : 等輝度色度空間周波数特性の脳

磁応答解析, 生理学研究所研究会, 1999

＜Ⅱ期＞
・T. Shibasaki, Y. Ohtani, S. Y. Ejima, S. Wakou, S. Okamura, A. Arakawa, Y. Yoshida, K. Toyama : Visual
evoked magnetic responses to isoluminant red-green chromatic gratings. - temporal summation of human
red-green opponent system - . Soc. For Neurosci., 2000
・M. Tanigawa, K. Yoshikawa, K. Toyama, Y. Ejima, S. Ikeda, S. Kajihara : Motion adaptation depresses
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perception of contour from motion and magnetoencephalographic responses in V2/3 and V5. Soc. For
Neurosci., 2000
・Y. Ohtani, S. Okamura, T. Shibasaki, N. Goda, A. Arakawa, Y. Yoshida, K. Toyama, Y. Ejima : Magnetic
responses of human visual cortex underlying illusory contour perception. Soc. For Neurosci., 2000
・H. Yamamoto, M. Fukunaga, S. Takahashi, C. Tanaka, T. Ebisu, M. Umeda, Y. Ejima : Computational
neuroimaging of color induction in human retinotopic areas : an fMRI study. Soc. For Neurosci., 2000
・Sadanori Oka and Yoshimichi Ejima.

A VEP study on visual processing of the representation of shape..

Perception , 29, 12.2000.
・芝崎俊幸, 大谷芳夫, 江島義道, 若生秀, 荒川彰, 岡村昇一 : 赤— 緑反対色系のコントラスト特性に関する脳
磁応答解析, 関西心理学会, 2000
・岡村・大谷 ・芝崎・荒川・吉田・外山・江島、主観的輪郭脳内活動部位の刺激提示視野依存性、日本視覚学会
2000 年夏季大会、2000.7.28
・芝崎・大谷・若生・岡村・吉田・外山・江島、等輝度赤− 緑刺激に対する初期・後期脳磁応答成分の関係解析、
日本視覚学会 2000 年夏季大会、2000.7.28
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.3. 非言語的コミュニケーションの電気生理学的実験および行動学的実験に関する研究

1.3.1. 霊長類の音コミュニケーション知覚機構の解明

同志社大学工学部知覚認知機構研究室
教授・力丸 裕

要

約
霊長類の音コミュニケーション知覚機構の解明のために、サル、砂ネズミ、ヒトを用いて、音コミュニケーシ

ョンに関係する中枢の役割、とりわけ時間情報がどのように取り扱われているかを、行動学的、心理学的、生理
学的に研究する準備を行い、実験を開始した。サルではカテゴリカルな弁別傾向が判明し、ヒトでは４バンドの
劣化雑音音声を知覚可能であることがわかった。また、サルにおいても、原則としてヒトと同様な基本周波数（時
間情報）による継時適ピッチ変化を知覚することがわかった。しかし、平均的なスペクトル（場所情報）と基本
周波数の時間変化方向が対立する場合には、スペクトル情報を優先して知覚する傾向があることがわかった。

研究目的
霊長類の音コミュニケーション機構の脳内機序を明らかに! する。

研究方法
本研究は、３つに大きく分けられる。動物を用いた行動学的実験、ヒトを用いた心理学的実験、動物を用いた
生理学的実験である。

行動学的実験では、オペラント条件付法でニホンザルのコミュニケーション音声知覚と

継時的なピッチ変化知覚を測定した。心理学的実験では、雑音を用いた基本周波数とフォルマントの欠落した劣
化音声を用いて、劣化音声の知覚と劣化音声で構成された歌の知覚を調べた。生理学的実験では、ニホンザルと
砂ネズミの聴覚野ニューロンと下丘のニューロンが音コミュニケーションに関連した刺激にどのように応答する
かを微小電極法を用いて測定した。

研究成果
ア）行動学的実験
・サルでも継時的なピッチ変化を基本周波数に基づいて知覚するが、ヒトと全く同じではない。基本周波数の変
化方向とスペクトル情報の変化方向が矛盾する場合が、問題となった。基本周波数が 500Hz 以下では、スペク
トル変化に頼った継時的ピッチ変化を知覚する。
・サルにおける継時的ピッチ変化知覚の行動学的実験を続け、ヒトとの類似点と相違点を明らかにした。すなわ
ち、ヒトでも、サルと同様に基本周波数が低い場合には基本周波数の変化ではなく、スペクトルの変化に頼っ
たピッチ変化を知覚する母集団が存在することがわかった。しかし、多くの場合ヒトでは基本周波数の変化に
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頼ったピッチ変化の知覚をすることが確認された。
・サルの音声コミュニケーションに用いられるクー音弁別において、カテゴリー知覚が用いられる。

イ）心理学的実験
・周波数情報劣化帯域雑音音声の知覚結果から、振幅包絡変化情報により音声知覚・認知が可能である。
・周波数情報劣化帯域雑音音声の知覚結果により、振幅包絡変化情報が中枢でピッチの時間変化知覚に置き換え
られる可能性がある。
・ヒトのメロデイー中のピッチ変化弁別では文脈効果が見られる。
・音刺激と視覚刺激の同時呈示によって、対象物の動く速度が異なって見えることが明らかとなった。すなわち、
視覚知覚が聴覚知覚によりコントロールされる場合が存在することがわかった。

ウ）生理学的実験
・下丘ニューロンの神経生理学的記録から、同一ニューロンが広帯域にわたる異なった周波数に対して異なった
時間応答パターンを示すことがわかった。
・聴覚系中枢における時間情報表現・コーデイング法を探るために下丘ニューロンに時間・周波数平面における
興奮・抑制パターンを検討したところ、複雑な興奮・抑制パターンを示すニューロンが存在することがわかっ
た。これらのニューロンは、特定方向の FM 音に選択的に反応したり、時間的な周波数の組み合わせに反応する。
・聴覚野ニューロンの活動をブロックすることにより、下丘ニューロンの時間応答パターンが変化することがわ
かった。

考

察
行動学的実験から、ニホンザルとヒトのピッチの継時的変化に関する結果を総合すると、ニホンザルにヒトの

ピッチ変化（メロデイー）知覚のプロトタイプがある可能性がわかった。サルの音声がカテゴリー的に知覚され
るという結果とあわせて、ヒトのコミュニケーション音の知覚の良いモデルとなろう。心理学的実験から劣化雑
音音声が基本周波数情報やフォルマント情報の欠落してるにもかかわらず非常に高い認識率で知覚されることが
わかった。さらに、音楽のメロデイーまでもが知覚される場合があることも判明した。今回の結果から、メロデ
イーから歌詞が創られるのではなく、歌詞からメロデイーが脳内で創作される可能性を示した。さらに、聴覚と
視覚のインタラクションで、音により視覚が変化する場合が示され、これまで視覚は聴覚を変えることができる
が、その逆は存在しないという定説を変えることとなった。生理学的実験でコミュニケーション音声をコード化
するのに都合がよい機能が聴覚野・下丘ニューロンに備わっていることが確認された。すなわち、刺激周波数に
よって時間応答パターンが変化することがわかった。さらに、聴覚野からのトップダウンの命令で下丘ニューロ
ンの応答様式が変化することは、コミュニケーションにおいて重要な注意による信号抽出フィルタのモデイフィ
ケーションが聴覚野から下丘への指令で実施されている可能性を示唆している。

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・力丸 裕 (1998): 聴覚系における情報処理の構造. 数理科学 36(1): 22-33.
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＜Ⅱ期＞
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イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Riquimaroux, H. (1998): Time information in the auditory system: frequency, amplitude, macro and micro.
in: Proc. of ICONIP'98,: 1481-1484.
・Riquimaroux, H. and Manabe, K. (1999): Pitch perception in the Japanese macaque: Physiological and
behavioral approach. in: Proc. of the Fourth International Symposium on Artificial Life and Robotics, :
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・Manabe, K. and Riquimaroux, H. (1999): Visual Perception Depends on Auditory Stimuli? in: Proc. of the
Fourth International Symposium on Artificial Life and Robotics, : 572-575.

＜Ⅱ期＞
・Manabe, K. and Riquimaroux, H. (2000): Sound controls velocity perception of visual apparent motion.
J. Aocust. Soc. Jpn. (E)

21: 171-174.

・Riquimaroux, H., Toriyama, S. and Manabe, K. (2000): Sequentially perceived pitch in Japanese monkey,
in: Recent Development in Auditory Mechanics,

Wada, H., Takasaka, T., Ikeda, K., Ohyama, K. and Koike,

T. (Eds.), World Scientific, pp. 450-456.
・Riquimaroux, H. and Watanabe, Y.

(2000): Characteristics of bat sonar sounds recorded by a telemetry

system and a fixed ground microphone. Proc. WESTPRAC VII, pp. 233-238.
・Riquimaroux, H., Takahashi, T.

and

Sumida, K. (2002): Perception of directional pitch change observed

in monkeys and humans: Comparison study, Proc. 17th ICA Rome (in print).
・Riquimaroux, H. (2002): Ultrasonic echolocation behavior of a flying bat measured by a telemetry system
and a high-speed video system, Proc. FAS2002, Sept. 16-20, Sevilla, Spain (accepted, in print).
・Riquimaroux, H. and Takahashi, T. (2002): The direction of pitch change judged by Japanese monkeys.
Proc. FAS2002, Sevilla, Spain, Sept. 16-20, 2002 (accepted, in print).
・Furukawa, S., Maki, K. Riquimaroux, H. and Kashino, M. (2002): Context dependency of responses to the
interaural phase difference in the inferior colliculus.
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2002 (accepted, in print).
・Maki, K. and Riquimaroux, H. (2002): Time-frequency distribution of neuronal activity in the gerbil
inferior colliculus responding to auditory stimuli. Neurosci. Let. 331: 1-4.

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・力丸 裕 (1997): 聴覚の謎：音は耳で聴くのではなく脳内で聴く. 「頭脳学のみかた」AERA Mook, 朝日新聞社,
東京, pp63-66.
・力丸 裕 (1997): 聴こえの脳内構造：音楽と音声. 同志社工学会報 39: 2-11.
・力丸 裕 (1998): 聴覚と時間情報：生物ソナーから音楽鑑賞まで. 同志社大学ハリスフォーラム 98「2020 年の
科学技術」予稿集 pp1-23.
・力丸 裕 (1998): 聴覚認識等. 「電子情報通信述語ハンドブック」 電子情報通信学会 (編), オーム社, 東京,
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H-99-43: 1-8.
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・Riquimaroux, H. (1999): Functions and structures of the central auditory system: Estimation of
relationships between neuronal circuits, tuning curves and firing patterns, Auditory Research Forum
Japan 99, 1999 年 11 月 27 日-28 日, 修善寺.
・Riquimaroux, H. (1999): Sequentially perceived pitch in Japanese monkey (NIPS 99, Neural Mechanisms
of Music Processing Workshop, 1999 年 12 月 3 日 4 日, Breckenridge, CO, USA).
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＜Ⅱ期＞
・Riquimaroux, H. (2000): Physiological basis of auditory time-frequency processing, CREST workshop on
stable representation of periodic sounds: Temporal response patterns of central auditory neurons, CREST
workshop on stable representation of periodic sounds. 2000 年 11 月 22 日, 名古屋大学.
・力丸

裕 (2001): 聴覚中枢ニューロンの周波数に対する時間応答パターンについて,

日本生理学会, 2001 年

3 月 29 日-31 日, 京都市.
・力丸

裕 (2001): 聴覚中枢：時間を聴き、音を創る脳,

グランシップ,
・力丸

日耳鼻静岡地方部会特別講演会, 2001 年 4 月 15 日,

静岡市.

裕 (2001): 脳が遅いクロックでリアルタイム処理を実現する方法− 脳における時間情報処理、脳型コン

ピュータへの第一歩− ,

同志社大学東京講座, 2001 年 6 月 22 日, 東京都.

・Riquimaroux, H. (2001): Paradoxical perception of pitch change in humans and monkeys. UCLA seminar,
Department of Physiological Science, UCLA, Nov. 16, 2001.
・Riquimaroux, H. (2001): Roles of auditory periphery in sound perception. Auditory Research Forum Japan
2001, 学術フロンテイア研究プロジェクト「知能情報科学とその応用」, 知的化のための基礎理論構築研究第
3 回グループ会議,2001 年 12 月 1 日-2 日, 長野県更級郡上山田町.
・力丸

裕 (2002): 脳で聴くしくみ (京たなべ・同志社ヒューマンカレッジ, 2002 年 7 月 6 日,同志社大学, 京

田辺市).
・Riquimaroux, H. (2002): ********.

Special Seminar at Eaton-Peabody Lab., Massachusetts Eye & Ear

Infirmary, Harvard Univ., Boston, Mass., June 6, 2002.

イ）応募・主催講演等
＜Ⅰ期＞
・力丸 裕 (1998): 時間情報と聴覚系. 科学技術振興事業団さきがけ研究２１「知と構成」領域会議, ミニシン
ポジウム「時間に関連した脳内情報処理」, 秋保温泉ホテルクレセント, 仙台, 1998 年 2 月 9-11 日.
・力丸 裕 (1998): 誘発反応を利用した聴覚機能計測についての検討. 音講論集(Sept.): 407-408 (日本音響学
会秋季研究発表会, スペシャルセッション「最近の脳機能計測法による聴覚情報処理機構の解明」, 1998 年 9
月 24 日-26 日, 米沢).
・真辺一近, 鳥山覚司, 力丸 裕 (1998):ニホンザルの周波数およびピッチの継時的変化の弁別. 音講論集
(Sept.): 457-458 (日本音響学会秋季研究発表会, 1998 年 9 月 24 日-26 日, 米沢).
・Manabe, K. and Riquimaroux, H. (1998): An evidence that an auditory stimulus does alter visual Perception,
Auditory Research Forum Japan 98, 1998 年 10 月 30 日-11 月 1 日, 湯河原.
・Funabiki, K. and Riquimaroux, H. (1998): How is temporal pitch decoded in the brain? Auditory Research
Forum Japan 98, 1998 年 10 月 30 日-11 月 1 日, 湯河原.
・古川嗣久, 茂木秀樹, 萩原崇博, 船曳和雄, 力丸 裕 (1998):内耳基底膜の不動化による聴性脳幹反応の変化.
同志社大学理工学研究報告 39(4): 23-24 (第 36 回同志社大学理工学研究所研究発表会, 1998 年 12 月 5 日, 京
田辺).
・Riquimaroux, H. and Manabe, K. (1999): Pitch perception in the Japanese macaque: Physiological and
behavioral approach. (4th International Symposium on Artificial Life and Robotics , 1999 年 1 月 19
日-22 日, 別府).
・Manabe, K. and Riquimaroux, H. (1999): Visual Perception Depends on Auditory Stimuli? (4th International
Symposium on Artificial Life and Robotics , 1999 年 1 月 19 日-22 日, 別府).
・Riquimaroux, H. and Manabe, K. (1999): Pitch sequence in the Japanese monkey. (The 22nd Midwinter
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Research Meeting, Association for Research in Otolaryngology, Feb. 14-18, 1999, St. Petersburg Beach,
FL, U. S. A.).
・力丸

裕 (1999):

知覚における時間情報の重要性：ピッチ知覚と音声知覚の検討. 科学技術振興事業団さき

がけ研究２１「知と構成」領域会議, ホテル クレセント, 仙台, 1999 年 3 月 9-11 日.
・小畑宜久、力丸

裕 (1999): 音声知覚における時間情報の役割：振幅包絡情報の重要性. 音講論集(March):

369-370 (日本音響学会春季研究発表会, 1999 年 3 月 10 日-12 日, 川崎).
・鳥山覚司、真辺一近、力丸

裕 (1999): ニホンザルは周波数／ピッチ変化の継時的変化においてヒトと同等な

知覚を有するか？ 音講論集(March): 405-406 (日本音響学会春季研究発表会, 1999 年 3 月 10 日-12 日, 川崎).
・力丸

裕 (1999): ニホンザルの音声弁別. 科学技術振興事業団さきがけ研究２１「知と構成」領域会議, 金沢,

1999 年 9 月 12-14 日.
・Kitagawa, T. and Riquimaroux, H. (1999): Is pitch discrimination in melody as good as single tones?,
Auditory Research Forum Japan 99, 1999 年 11 月 27 日-28 日, 修善寺.
・力丸 裕, 真辺一近 (1999): 音が視覚を変える. 同志社大学理工学研究報告 40(4): 9-14 (第 37 回同志社大学
理工学研究所研究発表会, 1999 年 12 月 4 日, けいはんな, 精華町, 京都).
・真辺一近, 力丸 裕 (2000): 音の提示によって変化する視覚的仮現運動の速さ知覚. 音講論集(March): 373-374
(日本音響学会春季研究発表会, 2000 年 3 月 15 日-17 日, 船橋).
・北川智利、鳥山覚司、力丸 裕 (2000): ニホンザルの継時的なピッチ変化の弁別. 音講論集(March): 381-382 (日
本音響学会春季研究発表会, 2000 年 3 月 15 日-17 日, 船橋).

＜Ⅱ期＞
・Riquimaroux, H. and Kitagawa, N. (2000): Pitch perception may be created depending upon the auditory
training process: A study on Japanese monkey, Neurosci. Res. Suppl. 24: S157 (第 23 回日本神経科学大
会･第 10 回日本神経回路学会合同大会, 2000 年 9 月 4-6 日, 横浜市).
・牧

勝弘, 力丸 裕 (2000): 砂ネズミの聴覚中枢における周波数応答野の時間変化. 音講論集(September):

339-340 (日本音響学会秋季研究発表会, 2000 年 9 月 20-22 日, 岩手県滝沢村).
・Ishikawa, K. and Riquimaroux, H. (2000): Temporal neuronal properties in macaque auditory cortex:
temporally paired tones, Auditory Research Forum Japan 2000, 2000 年 11 月 25 日-26 日, 石川県辰口町.
・Maki, K. and Riquimaroux, H. (2000): Effect of tone frequencies on temporal response patterns of inferior
collicular neurons, Auditory Research Forum Japan 2000, 2000 年 11 月 25 日-26 日, 石川県辰口町.
・Takahashi, T., Sumida, K., Yanase, Y. and Riquimaroux, H. (2000): Sequential pitch discrimination by
Japanese monkey, Auditory Research Forum Japan 2000, 2000 年 11 月 25 日-26 日, 石川県辰口町.
・三木光範, 柳田益造、力丸

裕 (2000): 学術フロンテイア研究プロジェクト「知能情報科学とその応用」. 同

志社大学理工学研究報告 41(4): ＊＊ (第 38 回同志社大学理工学研究所研究発表会, 2000 年 12 月 2 日, けい
はんな, 精華町, 京都).
・力丸

裕 (2001): 帯域雑音による日本語音声の韻律知覚：合成音作成と音韻了解度の検討. （科学研究費補助

金特定研究(B)「韻律に着目した音声言語情報処理の高度化」第 2 回全体会議（成果発表会）2001 年 1 月 30 日,
東京大学, 東京）pp43-47.
・高橋十九朗, 住田勝章, 簗瀬泰之, 力丸

裕 (2001): ピッチの継時的変化の知覚：基本周波数の役割. 音講論

集(March): 465-466 (日本音響学会春季研究発表会, 2001 年 3 月 14 日-16 日, 筑波大学, つくば).
・牧

勝弘, 力丸

裕 (2001): 下丘細胞の音刺激に対する応答特性：周波数ー時間応答パターンに基づく検討.

音講論集(March): 467-468 (日本音響学会春季研究発表会, 2001 年 3 月 14 日-16 日, 筑波大学, つくば).
・三木光範, 柳田益造, 力丸

裕 (2001): 生物のインテリジェンスをコンピュータに,
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ンターオープニング記念学術講演会, 同志社大学, 京田辺校地,

2001 年 7 月 25 日.

・Riquimaroux, H., Takahashi, T. and Sumida, K. (2001): Perception of directional pitch change observed
in monkeys and humans. The 17th ICA in Rome, University of Rome, Sept. 2-7, 2001.
・牧

勝弘, 力丸

裕 (2001): 砂ネズミ下丘細胞の音刺激に対する時間− 周波数応答パターン.

Neurosci. Res.

Suppl. 25: S58 (第 24 回日本神経科学・第 44 回日本神経化学合同大会(Neuro2001), 2001 年 9 月 26 日-28 日,
国際会議場, 京都市).
・牧

勝弘, 力丸

裕 (2001): 下丘細胞の音刺激に対する応答特性：周波数ー時間応答パターンに基づく検討.

音講論集(Oct.): 481-482 (日本音響学会秋季研究発表会, 2001 年 10 月 2 日-4 日, 大分大学, 大分市).
・高橋十九朗,

力丸

裕 (2001): サルにおけるピッチの継時的変化の知覚：隣接音の時間間隔について. 音講

論集(Oct.): 483-484 (日本音響学会秋季研究発表会, 2001 年 10 月 2 日-4 日, 大分大学, 大分市).
・古川茂人,

牧

勝弘, 力丸 裕, 平原達也 (2001): 両耳間位相差に対する下丘神経細胞の時間的反応特性. 音

講論集(Oct.): 507-508 (日本音響学会秋季研究発表会, 2001 年 10 月 2 日-4 日, 大分大学, 大分市).
・Maki, K. and Riquimaroux, H. (2001): Temporal response pattern of the inferior collicular neuron can
be modified by tone frequency.

Soc. Neurosci. Abstr. 27: 1923 (The 31th Annual Meeting, Society for

Neuroscience, Nov. 10-15, 2001, San Diego, CA, U. S. A.).
・Maki, K. and Riquimaroux, H. (2001): Modification of activities of gerbil inferior collicular neurons
by inactivating the auditory cortex with laser irradiation. Auditory Research Forum Japan 2001, 学
術フロンテイア研究プロジェクト「知能情報科学とその応用」, 知的化のための基礎理論構築研究第 3 回グル
ープ会議, 2001 年 12 月 1 日-2 日, 長野県更級郡上山田町.
・Takahashi, T. and Riquimaroux, H. (2001): Paradoxical perception of directional pitch change in Japanese
monkeys. Auditory Research Forum Japan 2001, 学術フロンテイア研究プロジェクト「知能情報科学とその応
用」, 知的化のための基礎理論構築研究第 3 回グループ会議, 2001 年 12 月 1 日-2 日, 長野県更級郡上山田町.
・Sumida, K. and Riquimaroux, H. (2001): Uninvasive visualization of anatomical structures in the central
auditory system by MRI. Auditory Research Forum Japan 2001, 学術フロンテイア研究プロジェクト「知能
情報科学とその応用」, 知的化のための基礎理論構築研究第 3 回グループ会議,2001 年 12 月 1 日-2 日, 長野県
更級郡上山田町.
・Takahashi, T. and Riquimaroux, H. (2002): Paradoxical perception of directional pitch change in Japanese
monkeys. (The 23rd Midwinter Research Meeting, Association for Research in Otolaryngology, Jan. 27-31,
2002, St. Petersburg Beach, FL, U. S. A.).
・Furukawa, S., Maki, K. Riquimaroux, H. and Kashino, M. (2002): Sensitivity of inferior collicular neurons
to interaural-phase difference (IPD) in the presence of preceding sound with various IPD. (The 23rd
Midwinter Research Meeting, Association for Research in Otolaryngology, Jan. 27-31, 2002, St. Petersburg
Beach, FL, U. S. A.).
・牧

勝弘, 力丸

裕 (2002): 下丘細胞の時間応答パターン形成における聴覚野からの遠心路の役割. 音講論集

(Mar): 483-484 (日本音響学会春季研究発表会, 2002 年 3 月 18 日-20 日, 神奈川大学, 横浜市).
・古川茂人,

柏野牧夫, 牧

勝弘, 力丸

裕 (2002): 下丘神経の両耳間位相差（IPD）反応特性− 先行音 IPD

への依存性− . 音講論集(Mar): 481-482 (日本音響学会春季研究発表会, 2002 年 3 月 18 日-20 日, 神奈川大学,
横浜市).
・高橋十九朗,

力丸

裕 (2002): サルにおける継時変化調波複合音のピッチ知覚. 音講論集(Mar): 477-478 (日

本音響学会春季研究発表会, 2002 年 3 月 18 日-20 日, 神奈川大学, 横浜市).
・住田勝章, 力丸

裕 (2002):ニホンザルと砂ネズミにおける聴覚野の周波数応答に関する予備実験. 音講論集

(Mar): 479-480 (日本音響学会春季研究発表会, 2002 年 3 月 18 日-20 日, 神奈川大学, 横浜市).
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・力丸

裕 (2002): 時間情報の脳内表現と時間情報処理機構の解明. 学術フロンテイアプロジェクト「知能情報

科学とその応用」2001 年度成果報告会, 同志社大学, 京田辺市, 2002 年 3 月 25 日-26 日.
・古川茂人, 牧

勝弘, 力丸

裕,

柏野牧夫 (2002): 下丘神経細胞の両耳間位相差応答特性に対する先行音の

影響. Neurosci. Res. Suppl. 26: **

(第 25 回日本神経科学大会, 2002 年 7 月 7 日-9 日, 国際会議場, 東京

都).
・片岡洋祐、田村泰久、小田紀子、牧勝弘、力丸裕、渡辺恭良、山田久夫 (2002): 近赤外低出力レーザー照射に
よる中枢神経活動の可逆的抑制法ーそのメカニズムと脳内聴覚系神経ネットワーク研究への応用ー. Neurosci.
Res. Suppl. 26: **

(第 25 回日本神経科学大会, 2002 年 7 月 7 日-9 日, 国際会議場, 東京都).

・Takahashi, T. and Riquimaroux, H. (2002): Extraction of directional pitch change by Japanese monkeys.
(The 143rd Meeting of Acoustical Society of America, June 3-7, 2002, Pittsburgh, PA, U. S. A.).
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1. 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 理 解 に 関 す る 研 究
1.3. 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 電 気 生 理 学 的 実 験 お よ び 行 動 学 的 実 験 に 関 す る 研 究

1.3.2. 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 基 礎 と な る 感 覚 運 動 系 列 学 習 と 遂 行 の 神 経
生理学的研究

京都府立医科大学医学部第二生理学教室
教授・木村 實

要

約

＜Ⅰ期＞
ア ）サ ル に 系 列 運 動 学 習 の 課 題 を 行 わ せ 、ド ー パ ミ ン 系 が 行 動 の 手 続 き を 学 習 す る た め に 必 須 の
役割を担うことを明らかにした。
イ ） 報 酬 と の 連 合 学 習 に よ っ て 線 条 体 の 介 在 細 胞 が 獲 得 し た 活 動 は 、 主 に D2 タ イ プ の 受 容 体 を
介して、維持されることを示した。

＜Ⅱ期＞
ア ）サ ル の 視 床 C M / P f 核 か ら 線 条 体 へ の 投 射 が 、外 界 へ の 注 意 や 警 戒 に 関 す る 情 報 を 担 い 、注 意
や警戒に基づく行動発現に関与することを示した。
イ ）系 列 運 動 を 行 っ て い る サ ル の 線 条 体 の 投 射 細 胞 お よ び 介 在 細 胞 同 士 が 活 動 相 関 を 示 し 、皮 質
―基底核ループが目的志向的なプラン作りに関与することを示した。
ウ ） PET 用 の 放 射 性 リ ガ ン ド と し て 18F-DOPA を 用 い て 、 人 間 を 被 験 者 と し て 、 順 序 運 動 の 学 習
に際して線条体でのドーパミンの放出が増大することを明らかにした。

研究目的
＜Ⅰ期＞
大 脳 基 底 核 の 報 酬 依 存 的 な 学 習 に お い て 黒 質 線 条 体 ド ー パ ミ ン 系 が 担 う 役 割 を 、行 動 学 習 お
よび線条体ニューロンの細胞メカニズムにおいて調べる。

＜Ⅱ期＞
大脳基底核の学習機能および行動発現機能における黒質線条体ドーパミン系と視床線条体
系の担う役割を対比しながら明らかにする。

研究方法
＜Ⅰ期＞
人 間 の 行 う 随 意 的 な 行 動 の 学 習 の モ デ ル と し て 、サ ル に 系 列 運 動 学 習 を 行 わ せ る 。報 酬 依 存
的 に 系 列 運 動 を 学 習 す る 仕 組 み を 知 る た め に 、 神 経 毒 MPTP を 用 い て 一 側 の 黒 質 線 条 体 ド ー パ
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ミ ン 系 を 選 択 的 に 破 壊 し て 、破 壊 の 影 響 を 直 接 受 け る 対 側 の 手 と 、比 較 的 健 常 側 と し て の 同 側
の手を用いた学習を行わせ、対側の手の学習が健常側と比べてどこが障害されるかを調べる。
ま た 、学 習 を 通 し て 線 条 体 の 介 在 細 胞 が 獲 得 し た 活 動 の 維 持 の た め に は ド ー パ ミ ン 系 の 関 与 が
必要か、必要であればどのタイプの受容体を介するしくみが関与するかを調べる。

＜Ⅱ期＞
視 床 の CM/Pf 核 の ニ ュ ー ロ ン が 行 動 課 題 に お い て ど の よ う な 活 動 を す る か を サ ル を 実 験 動
物 と し て 調 べ る 。感 覚 刺 激 に 対 す る 応 答 が あ る 場 合 に は 、線 条 体 の ニ ュ ー ロ ン が も つ 感 覚 応 答
と 比 べ て ど の よ う に 異 な る の か を 調 べ る 。 ま た 、 CM/Pf 核 の 神 経 活 動 を 一 時 的 に 遮 断 す る こ と
によって線条体ニューロンの感覚応答特性が変化するかどうかを調べる。
系 列 運 動 課 題 を 行 っ て い る サ ル の 線 条 体 の 複 数 の ニ ュ ー ロ ン の 活 動 を 同 時 に 記 録 し 、ニ ュ ー
ロン間の活動相関があるかどうかを調べる。

研究成果
＜Ⅰ期＞
ア ）サ ル に 系 列 運 動 学 習 の 課 題 を 行 わ せ 、ド ー パ ミ ン 系 が 行 動 の 手 続 き を 学 習 す る た め に 必 須 の
役割を担うことを明らかにした。
イ ） 報 酬 と の 連 合 学 習 に よ っ て 線 条 体 の 介 在 細 胞 が 獲 得 し た 活 動 は 、 主 に D2 タ イ プ の 受 容 体 を
介して、維持されることを示した。

＜Ⅱ期＞
ア ）サ ル の 視 床 C M / P f 核 か ら 線 条 体 へ の 投 射 が 、外 界 へ の 注 意 や 警 戒 に 関 す る 情 報 を 担 い 、注 意
や警戒に基づく行動発現に関与することを示した。
イ ）系 列 運 動 を 行 っ て い る サ ル の 線 条 体 の 投 射 細 胞 お よ び 介 在 細 胞 同 士 が 活 動 相 関 を 示 し 、皮 質
―基底核ループが目的志向的なプラン作りに関与することを示した。

考

察

＜Ⅰ期＞
木 村 ら の 研 究 に よ っ て 、黒 質 線 条 体 ド ー パ ミ ン 系 が 複 数 の 運 動 を 組 み 立 て て ゴ ー ル で あ る 報
酬 の 獲 得 に 向 け た 目 的 志 向 的 な 学 習 機 能 に 必 須 の 役 割 を 担 う こ と が 明 ら か に な り [１ ]、 [2]、
更 に 、学 習 に よ っ て 獲 得 し た 線 条 体 ニ ュ ー ロ ン の 活 動 の 維 持 の た め に は 、線 条 体 の ア セ チ ル コ
リ ン 含 有 介 在 細 胞 で あ る と 推 定 さ れ て い る ニ ュ ー ロ ン が 主 に ド ー パ ミ ン D2 タ イ プ の 受 容 体 を
活 性 化 さ せ る こ と が 必 要 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た [3]、[4]。こ の こ と に よ り 、大 脳 基 底 核
の 報 酬 依 存 的 学 習 機 能 に お け る ド ー パ ミ ン 系 の 役 割 に つ い て 新 し い 視 点 を 示 し た 。こ の 成 果 を
基 に 、ド ー パ ミ ン 系 が 、学 習 の 教 師 信 号 を 担 う か 、線 条 体 で の 報 酬 依 存 的 学 習 の し く み は 何 か
などの重要な疑問に答える必要がある。

＜Ⅱ期＞
本 研 究 は 、視 床 線 条 体 投 射 が 外 界 か ら の 刺 激 の う ち 行 動 上 重 要 な 意 味 を 持 つ 感 覚 情 報 を 担 っ
て お り [5]、 注 意 の 喚 起 や 警 戒 な ど の 情 報 処 理 に 関 わ る こ と を 初 め て 示 し た [6]。 こ れ に よ り 、
大脳基底核の破壊症状で指摘されてきた注意の喚起や動機付けなどのしくみに新しい視点を
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示 し た 。系 列 運 動 課 題 を 行 っ て い る サ ル の 線 条 体 の 複 数 の ニ ュ ー ロ ン の 活 動 を 同 時 に 記 録 す る
こ と に よ り 、課 題 の 初 期 の 事 象 に 関 連 す る 投 射 ニ ュ ー ロ ン が 後 期 の 事 象 に 関 連 す る ニ ュ ー ロ ン
を 活 性 化 す る こ と 、介 在 ニ ュ ー ロ ン 同 士 は 課 題 に 関 連 し た 同 期 発 火 を す る こ と を 見 い 出 し 、大
脳皮質―基底核連関ループがゴールに向けた行動の組み立てに重要な役割を担うことを初め
て示し、連関ループの働きに関する新しい知見と研究手法を提供した。
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.3. 非言語的コミュニケーションの電気生理学的実験および行動学的実験に関する研究

1.3.3. コミュニケーションのための内部モデルの小脳内存在に関する生理学的研究及び非侵襲
脳活動計測による研究

独立行政法人 産業技術総合研究所脳神経情報研究部門システム脳科学研究グループ
主任研究員・北澤

要

茂

約

＜Ⅰ期＞
内部モデルとは、「制御対象の性質を脳の内部に写し取ったモデル」のことで、運動制御だけでなく、コミュニ
ケーションにも役に立つと予想されている。本研究では、この内部モデルが小脳に存在するかどうかを検証した。
Ⅰ期においては、電気生理学的手法により、小脳の内部モデル学習理論が仮定する学習信号が確かに登上線維に
よって与えられることを腕の運動で示した[1]。内部モデルの更新、獲得のために必要な情報が小脳内に揃ってい
ること示す成果である。

＜Ⅱ期＞
負の粘性場と正の粘性場という異なる環境の下で運動課題を行うサルの小脳の電気活動と内部モデル仮説の理
論的な予測を比較して、複数の内部モデルが小脳内に生成されているかどうかを調べ、内部モデルの切り替えが小
脳の下流で行われていることを示唆する成果を上げた。また、再生スピードを変化させた朗読音声を聴く際の脳活動
を磁気共鳴スキャナーで計測した。得られたデータに独立成分分析を適用することによって、声を「聴く」領域と話
を「理解する」領域を画像化することに成功し、
「理解する」領域に小脳半月小葉が含まれることを示した。

研究目的
＜Ⅰ期＞
非侵襲脳活動計測と電気生理学的な手法の両方を用いて小脳内部モデル仮説を検証し、コミュニケーションに
おける小脳内部モデルの存在と機能について明らかにしていくことが本研究の目的である。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期の成果を踏まえて、生理学的研究に関しては複数の内部モデルの小脳内存在と切り替え方について内部モ
デル仮説のより詳細な検証を目指した。非侵襲脳活動計測に関しては、再生スピードを変化させた朗読音声を用
いて脳を強く賦活して、小脳の活動領域をより詳細に明らかにすることを目的とした。
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研究方法
＜Ⅰ期＞
ア）非侵襲脳活動計測：電子技術総合研究所の高磁場磁気共鳴スキャナーを用いて、エッセイの朗読を聴き取る
際の小脳を含む脳活動領域を検出した。
イ）電気生理学：サルが目標に手を伸ばすという単純な課題を設定し、課題運動中、運動後のサルの登上線維信
号が運動の誤差に応じて発生しているのかどうかをプルキンエ細胞の電気活動を記録して調べた。

＜Ⅱ期＞
ア）非侵襲脳活動計測：電子技術総合研究所の高磁場磁気共鳴スキャナーを用いて、再生スピードを変化させた
朗読音声を聴く際の小脳を含む脳活動領域を検出した。
イ）電気生理学：肘関節の周りの粘性を自在に変化させることのできる新しい装置を開発し、サルに負の粘性場
と正の粘性場という異なる環境の下での運動課題を行わせた。環境切り替え運動課題を行うサルのプルキンエ
細胞の電気活動を記録し、内部モデル仮説の予測と比較した。

研究成果
＜Ⅰ期＞
ア）非侵襲脳活動計測：エッセイの朗読を聴き取る際の小脳を含む脳活動領域を、磁気共鳴画像を撮影すること
によって明らかにした。小脳が確かに活動していることを確認すると共に、聴き取りの際の脳活動に明瞭な男
女差があることを発見した。即ち、男性は主として左の側頭葉だけを使って理解するのに対し、女性は側頭葉
を両側性に用いていることが明らかになった[2]。本成果は読売新聞夕刊 1 面をはじめ、テレビ、雑誌、新聞
等のマスコミで報道された。
イ）小脳で内部モデルの学習はできるのか？：小脳の主要な細胞であるプルキンエ細胞には 2 種類の入力が入る。
一つは苔状線維、顆粒細胞、平行線維を経由の入力で、1 個のプルキンエ細胞には 105 のオーダーの数の平行
線維からの入力が収束する。もう一方は脳幹の下オリーブ核に起始する登上線維からの入力で、1 個のプルキ
ンエ細胞はただ 1 本の登上線維からのみ入力を受ける。小脳の学習仮説では、この登上線維からの入力が教師
役を果たし、平行線維とプルキンエ細胞の間のシナプスを可塑的に変化させる、と仮定されてきた。しかし、
登上線維信号が学習用の信号たり得るかどうかに関しては、発火頻度が極めて低いためにごく最近まで議論が
続いてきた。これは内部モデルが小脳に獲得され得るかどうか、を解明する上でも避けて通れない問題である。
我々は腕の運動として目標に手を伸ばす、という単純な課題を設定して課題運動中、運動後のサルの登上線維
信号が運動の誤差に応じて発生しているのかどうかを調べた。300 回から 2000 回の試行にわたって記録した
データを使って登上線維信号が持つ誤差についての情報量を計算してみると、運動の終了直前から直後に表現
されている運動の誤差の情報が浮かび上がってきた。運動の誤差はすなわち内部モデルの不完全さを表わすか
ら、この登上線維信号は内部モデルを改善するための信号として利用できるということになる。

＜Ⅱ期＞
ア）非侵襲脳活動計測：朗読音声の再生、高速再生、逆転再生等を組み合わせた独創的な実験パラダイムに独立
成分分析を組み合わせ、声を「聴く」領域と話を「理解する」領域を画像化することに成功した。「理解する」
領域に小脳半月小葉が含まれることを示した。さらに、英語と日本語を用いて言語切り替え時の脳活動を調べ
た。「理解する」領域の分布の変化は捕らえられなかったが、振幅に差を検出した。質問紙を用いない客観的
言語テスト、に利用できる成果である。
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イ）電気生理学：異なる粘性環境のそれぞれで、運動中の筋電活動が複数のプルキンエ細胞の活動の線形和で近
似できることを示した[3]。さらに、赤池の情報量基準を用いた解析により、複数の運動スキルが小脳の下流
で切り替えられていることを示唆するデータを得た。多重内部モデル仮説(MOSAIC, [4])を支持する成果であ
る。 また、小脳の学習に関して Nature から News & Views の原稿依頼を受け、掲載された[5]。さらに、Ⅰ、
Ⅱ期の成果を踏まえて、小脳における運動の最適化に関して「ランダムウォーク仮説」を提案した[6]。

考

察

＜Ⅰ期＞
われわれの研究は、小脳の学習理論が仮定する学習信号が確かに登上線維によって与えられることを腕の運動
の場合にも示した。内部モデルの更新、獲得のために必要な情報が小脳内に揃っていること示す成果である。ま
た、偶然得られた成果だが、文章全体の意味をとるような時間制限の緩い言語機能では脳の使い方が男女で異な
ることを見出した。高次機能を発現するための設計にはかなりの自由度があることを示している。これらの成果
は今後コミュニケーションを行う機械の設計思想に反映させることができるだろう。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ、Ⅱ期の電気生理学的研究を通じて、腕運動において小脳に複数の内部モデルが獲得されるばかりでなく、
小脳の下流で切り替えが行われていることまで示唆する成果を上げた。また、運動の最適化と小脳の関係につい
て、得られたデータから理論的逆提案を行った。実験家と理論家の交流の成果であろう。非侵襲脳活動計測を通
じては、朗読を聴く課題における小脳の活動領域が明らかになった。しかし、場所がわかっただけでは物足りな
いことも確かである。今後、脳磁場計測などを用いて、より時間分解能の高い研究をする必要があるだろう。
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.4. 非言語的コミュニケーションの計算理論に関する研究

1.4.1. 顔の表情の識別や身振り手ぶりの理解に関する計算理論と神経回路モデルの研究

株式会社国際電気通信基礎技術研究所人間情報科学研究所

第三研究室

室長・川人 光男

要

約
顔の表情の識別や身振り手ぶり（非言語的コミュニケーション）の理解とは、他者すなわち外界の対象の内部

状態（外界の内部モデル）を予測すること、自己の内部状態に関する知識（自己の内部モデル）に基いて自己の
行動を計画すると同時に、その結果を予測することである。そして実現された行動結果と予測とを比較すること
により、内部モデルは修正され、より正確な予測や計画を行えるように学習される。この内部モデルは多様な特
性を持つ外界に対応してモジュール構造を持ち、所与の課題を遂行するために適切なモジュールは、五感から得
られる様々な情報を利用して選ばれるとする新しい計算理論を構築した。また、ヒトが新しい道具の使い方を学
習しているときの小脳活動を計測し、道具の操作に必要な内部モデルの活動を反映している小脳活動を確認、部
位を特定し、モデルの存在根拠を示した。
さらには、人間が内部モデルを獲得できないような不安定な状況において、いかにうまく目的の運動を遂行し
ているかを調べ、手先のスティフネスを最適な方向と大きさに調節することで、不安定な状況を安定化させてい
ることを明らかにした。この結果は、
「人間は抵抗力の微妙なコントロールはできない」という従来の神経科学の
分野での見解を覆すものであり、非言語コミュニケーションの計算理論に新たな切り口を与えた。

研究目的
＜Ⅰ期＞
身振りや表情等における非言語的コミュニケーションを統一的に説明する新しい計算理論・基本モデルの構築
を目指す。脳活動非侵襲計測 (fMRI)による検証実験も同時に進行させ、モデルの裏付けを行う。

＜Ⅱ期＞
行動実験による脳活動非侵襲計測 (fMRI)、視覚情報処理における脳磁場計測法(MEG)、計算機シミュレーションを
併用し、基本モデルの検証とその拡張を試みる。さらには、人間が内部モデルを獲得できないような不安定な環境に
対処して、いかにうまく目的の運動を遂行しているかを調べ、多角的に非言語的コミュニケーションの解明に迫る。

研究方法
＜Ⅰ期＞
視覚的コミュニケーションシグナル提示装置と視覚刺激投影システムを使った高次運動課題心理行動実験によ
り、データを収集した。高次視覚運動課題処理・解析装置による高速演算により、データの解析、計算理論と神
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経回路モデルのシミュレーションを並行して行い、高精度の新しい計算理論（階層的多重順逆対モデル (MOSAIC)）
の構築を実現した。

＜Ⅱ期＞
行動実験による脳活動非侵襲計測 (fMRI)、視覚情報処理における脳磁場計測法(MEG)、計算機シミュレーショ
ンを併用し、階層的多重順逆対モデル (MOSAIC)の検証、モデルのさらなる高度化、拡張を実現した。

研究成果
＜Ⅰ期＞
小脳順逆モデル対を基本モデルとして、高次運動課題による心理行動実験、高次視覚運動課題処理・解析装置
による高速演算により、心理実験データ収集、データの解析、計算理論と神経回路モデルのシミュレーションを
並行して行った結果、小脳における階層的多重順逆対モデル (MOSAIC)を提案した[1]、[2]。これまで、音声認知
などの分野で、運動制御系が感覚認知にも関与していることが示唆され、最近では、サル腹側運動前野のミラー
ニューロンなどのように、行動の実行と観察の両方に関与する細胞が報告されているが、それらが実際にどう知
覚や見まねに役に立っているのかは謎のままであった。MOSAIC は、運動制御系の感覚認知や見まね学習における
役割に、計算理論的な裏付けを与える初めてのモデルである。
また、ヒトが新しい道具の使い方を学習しているときの小脳活動を計測し、道具の操作に必要な内部モデルの
活動を反映している小脳活動を確認、部位を特定し、モデルの存在根拠を示した[3]。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期で提案した階層的多重順逆対モデルをさらに高度化、脳活動非侵襲計測による検証と、階層化した場合の
計算機シミュレーションを並行して行い、階層化した場合と、理想軌道を仮定した場合における、それぞれの問
題点を明確にすることができた。
また、コミュニケーションにおいて重要な役割を担う注意の視覚情報処理に着目し、MEG を併用することで、視
覚大脳皮質の構造と視覚機能の空間的関係を明らかにした[4]。
さらには、「拡散力場」という運動学習の新しいパラダムを考案し、人間が内部モデルを獲得できないような不
安定な状況においていかにうまく目的の運動を遂行しているかを調べた。その結果、手先のスティフネスを最適
な方向と大きさに調節することで、不安定な状況を安定化させていることが明らかになった。この結果は、
「人間
は抵抗力の微妙なコントロールはできない」という従来の神経科学の分野での見解を覆すものであり、非言語コ
ミュニケーションの計算理論に新たな切り口を与えた[5]。

考

察
非言語コミュニケーションの基本ともいえる、運動制御系の感覚認知、見まね学習、道具の使い方の学習は、

試行錯誤の練習が必要という感覚運動学習の側面と、言語や思考に共通する抽象的なルールの学習という側面を
含んでいる。系統発生的にみれば、小脳は、複数の運動器官を協調させたり、身体運動を速く滑らかに行うため
の神経機構であったと考えられる。内部モデルを、目的に応じた使い分け、複数の組み合わせ、内部モデルのモ
ジュール性という観点から、さらに詳細に調べることで、どのような経緯で小脳が言語や認知的な情報処理に関
わるようになったのか解明できると考えられる。そのとき、知性の進化のメカニズムが、またひとつ明らかにさ
れるであろう。
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・森本淳、銅谷賢治:強化学習を用いた高次元連続状態空間における系列運動学習：起き上がり運動の獲得. 電子
情報通信学会論文誌、J82-D-II, 2118-2131 (1999)

＜Ⅱ期＞
・田端宏充、山本憲司、川人光男:片葉仮説に基づくサル VOR 適応のシミュレーション. 電子情報通信学会論文誌、
J83-D-II, 732-743 (2000)
・櫻庭尚良、大須理英子、中野恵理、和田安弘、川人光男:不完全な逆ダイナミクスモデルによる制御での手先軌
道の特徴の説明. 電子情報通信学会論文誌、J83-D-II, 784-794 (2000)
・中野恵理、Randy Flanagan、今水

寛、大須理英子、吉岡利福、川人光男: 複数の変更された環境における到

達運動の学習：内部モデルの多重性の検証. 電子情報通信学会論文誌、J83-D-II, 814-826 (2000)
・金子勇、中野恵理、大須理英子、和田安弘、川人光男:Euler-Poisson 方程式を用いた指令トルク変化最小軌道
の生成.電子情報通信学会論文誌、J83-D-II, 1381-1391 (2000)
・吉田直樹、道免和久、小池康晴、川人光男:表面筋電に基づく肩周囲筋トルクベクトル方向の推定. 電子情報通
信学会論文誌、J83-D-II, 2040-2049 (2000)
・櫻庭尚良、大須理英子、中野恵理、和田安弘、川人光男:不完全な内部モデル表現形式による手先軌道予測の比
較検討. 計測自動制御学会論文誌、36, 599-608 (2000)
・田端宏充、山本憲司、川人光男:小脳皮質のシナプス可塑性モデルに基づくサルの水平方向 VOR のシミュレーシ
ョン. 電子情報通信学会論文誌、J84-D-II, 822-829 (2001)
・鮫島和行、片桐憲一、銅谷賢治、川人光男:複数の予測モデルを用いた強化学習による非線形制御. 電子情報通
信学会論文誌、J84-D-II, 2092-2106 (2001)
・仁科繁明、岡田真人、川人光男:奥行き補完の時空間特性. 電子情報通信学会論文誌、J84-D-II, 2312-2319 (2001)
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・鮫島和行、片桐憲一、銅谷賢治、川人光男:モジュール競合による運動パターンのシンボル化と見まね学習. 電
子情報通信学会論文誌、J85-D-II, 90-100 (2002)
・田口進也、田端宏充、柴田智広、川人光男:ポピュレーション符号から発火率符号への学習による変換：円滑性
追跡眼球運動の神経表現. 電子情報通信学会論文誌、J85-D-II, 483-492 (2002)
・山中和博、和田安弘、川人光男:3 次元ヒト腕運動における軌道計画規範の定量的比較検討 電子情報通信学会
論文誌、J85-D-II, 493-503 (2002)
・川端康宏、琴坂信哉、山本憲司、北澤茂、和田安弘、川人光男:複数の粘性力場に対する多重内部モデルの獲得.
電子情報通信学会論文誌、J85-D-II, 630-640 (2002)
・宮本弘之、中野恵理、D. Wolpert、川人光男:運動指令の大きさに依存した雑音のもとで最大タスク達成軌道生
成モデル. 電子情報通信学会論文誌、J85-D-II, 940-949 (2002)

イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Wolpert D, Kawato M: Multiple paired forward and inverse models for motor control. Neural Networks 11,
1317-1329 (1998).
・Miyamoto H, Kawato M: A tennis serve and upswing learning robot based on bi-directions theory. Neural
Networks 11, 1331-1344 (1998).
・Wolpert D, Miall C, Kawato M: Internal models in the cerebellum. Trends in Cognitive Sciences 2, 338-347
(1998).
・Gomi H, Shidara M. Takemura A, Inoue Y, Kawano K, Kawato M: Temporal firing patterns of Purkinje cells
in the cerebellar ventral paraflocculus during ocular following responses in Monkeys. I.simple spikes.
Journal of Neurophysiology 80, 818-831 (1998).
・Kobayashi Y, Kawano K, Takemura A, Inoue Y, Kitama T, Gomi H, Kawato M: Temporal firing patterns of
Purkinje cells in the cerebellar ventral paraflocculus during ocular following responses in Monkeys.
II.complex spikes. Journal of Neurophysiology 80, 832-848 (1998).
・Imamizu H, Uno Y, Kawato M: Adaptive internal model of intrinsic kinematics involved in learning an
aiming task. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 24, 812-829 (1998).
・Schweighofer N, Arbib MA, Kawato M: Role of the cerebellum in reaching movements in humans. I. Distributed
inverse dynamics control. European Journal of Neuroscience 10, 86-94 (1998).
・Schweighofer N, Spoelstra J, Arbib MA, Kawato M: Role of the cerebellum in reaching movements in humans.
II. A neural model of the intermediate cerebellum. European Journal of Neuroscience 10, 95-105 (1998).
・Kawato M: Internal models for motor control and trajectory planning. Current Opinion in Neurobiology
9, 718-727 (1999).
・Doya K: What are the computations in the cerebellum, the basal ganglia, and the cerebral cortex. Neural
Networks 12

961-974 (1999).

・Watanabe H, Pollick F, Koenderink JJ, Kawato M: Using motor tasks to quantitatively judge 3-D surface
curvatures. Perception & Psychophysics, 61, 1116-1139 (1999).
・Flanagan RJ, Nakano E, Imamizu H, Osu R, Yoshioka T, Kawato M: Composition and decomposition of internal
models in motor learning under altered kinematic and dynamic environments. Journal of Neuroscience 19,
RC34 1-5 (1999).
・ Schweighofer N, Doya K, Kawato M: Electrophysiological Propersties of Infereor Olive Neurons: A
Compartmental Model. Journal of Neurophysiology 82, 804-817 (1999).
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・Nakano E, Imamizu H, Osu R, Uno Y, Gomi H, Yoshioka T, Kawato M: Quantitative examinations of internal
representations for arm trajectory planning: Minimum commanded torque change model. Journal of
Neurophysiology 81, 2140-2155 (1999).
・Tamada T, Miyauchi S, Imamizu H, Yoshioka T, Kawato M: Cerebro-cerebellar functional connectivity
revealed by the laterality index in tool-use learning. NeuroReport 10, 325-331 (1999).
・Haruno M, Wolpert D, Kawato M: Multiple paired forward-inverse models for human motor learning and control.
Advances in Neural Information Processing Systems

11, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. pp.31-37,

1999.

＜Ⅱ期＞
・Imamizu H, Miyauchi S, Tamada T, Sasaki Y, Takino R, Puetz B, Yoshioka T, Kawato M: Human cerebellar
activity reflecting an acquired internal model of a new tool. Nature, 403, 192-195 (2000).
・Doya K: Reinforcement learning in continuous time and space. Neural Computation 12, 219-245 (2000).
・Mizukoshi A, Kitama T, Omata T, Ueno T, Kawato M, Sato U: Motor dynamics encoding in the rostral zone
of the cat cerebellar flocculus during vertical optokinetic eye movements. Experimental Brain Research,
132, 260-268 (2000).
・Burdet E, Osu R, Franklin D, Milner TE, Kawato M: A method for measuring endpoint stiffness during
multi-joint arm movements. Journal of Biomechanics, 33, 1705-1709 (2000).
・Omata T, Kitama T, MizukoshA, Ueno T, Kawato M, Sato Y: Purkinje cell activity in the middle zone of
the cerebellar flocculus during optokinetic and vestibular eye movement in cats. The Japanese Journal
of Physiology, 50 357-370 (2000).
・Yamamoto K, Kobayashi Y, Takemura A, Kawano K, Kawato M: A mathematical analysis of the characteristics
of the system connecting the cerebellar ventral paraflocculus and extraoculomotor nucleus of alert
monkeys during upward ocular following responses. Neuroscience Research, 38 425-435 (2000).
・Yamagishi N, Anderson SJ, Ashida H, Hiroshi ASHIDA: Evidence for a Dissociation between Perception and
Visumotor Systems in Humans. Proc. of the Royal Society, Series B, London, 268, 973-977 (2001)
・Kuroda S, Yamamoto K, Miyamoto H, Doya K, Kawato M: Statistical characteristics of climbing fiber spikes
necessary for efficient cerebellar learning. Biological Cybernetics, 84 183-192 (2001).
・Wada Y, Kaneko Y, Nakano E, Osu R, Kawato M: Quantitative examinations for multi joint arm trajectory
planning -- using a robust calculation algorithm of the minimum commanded torque change trajectory --.
Neural Networks 14 381-393 (2001).
・Kuroda S, Schweighofer N, Kawato M: Exploration of signal transduction pathways in cerebellar long-term
depression by kinetic simulation. Journal of Neuroscience, 21 5693-5702 (2001).
・Doya K, Kimura H, Kawato M: System theoretic approaches to motor control and learning. IEEE Control
Systems Magazine, 21 42-54

(2001).

・Haruno M, Wolpert DM, Kawato M: Multiple paired forward-inverse models for sensorimotor learning and
control. Neural Computation, 13 2201-2220 (2001).
・Takemura A, Inoue Y, Gomi H, Kawato M, Kawano K: Change in neuronal firing patterns in the process of
motor command generation for the ocular following response. Journal of Neurophysiology, 86 1750-1763
(2001).
・Burdet E, Osu R, Franklin D, Milner T, Kawato M: The central nervous system stabilizes unstable dynamics
by learning optimal impedance. Nature, 414 446-449 (2001).
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・Yoshida N, Domen K, Koike Y, Kawato M: A method for estimating torque-vector directions of shoulder
muscles using surface EMGs. Biological Cybernetics, 86 167-177 (2002).
・Yamamoto K, Kobayashi Y, Takemura A, Kawano K, Kawato M: Computational studies on acquisition and
adaptation of ocular following responses based on cerebellar synaptic plasticity. Journal of
Neurophysiology, 87, 1554-1571 (2002).
・Tabata H, Yamamoto K, Kawato M: Computational study on monkey VOR adaptation and smooth pursuit based
on the parallel control-pathway theory, Journal of Neurophysiology, 87, 2176-2189 (2002).
・Doya K, Samejima K, Katagiri K, Kawato M: Multiple model-based reinforcement learning. Neural Computation,
14, 1347-1369 (2002)
・Servos P, Osu R, Santi A, Kawato M: The neural substrates of biological motion perception: an fMRI study.
Cerebral Cortex, 12, 772-782 (2002).

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・川人光男: 運動学習に関する計算論的研究. ブレインサイエンス最前線 98. 講談社サイエンティフィック社.
pp.1-22 (1998).
・川人光男:小脳多重内部モデル仮説: 感覚運動統合からコミュニケーションへ. ATR Technical Report、TR-H-271,
1-24 (1999)
・川人光男: 運動学習に関する計算論的研究. ブレインサイエンスレビュー1999. 医学書院. Pp.193-215 (1999).

＜Ⅱ期＞
・今水寛, 宮内哲, 玉田朋枝, 川人光男: 道具使用の学習と小脳.

神経研究の進歩 44, pp.760-769 (2000)

・川人光男: 小脳に形成される多重内部モデル.

44, pp.769-782 (2000)

神経研究の進歩

・川人光男: 科学技術振興調整費 目標達成型脳科学研究推進制度「ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研
究」.

日本音響学会誌 56, 760-766 (2000)

・川人光男: 計算論的神経科学. 脳科学大事典. 朝倉書店. pp.13-17 (2000).
・川人光男、銅谷賢治、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学 第 1 回言語に迫る条件. 岩波科学、70, 381-387 (2000).
・川人光男、銅谷賢治、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学 第 2 回小脳が獲得する内部モデル. 岩波科学、70,
598-606 (2000)
・銅谷賢治、川人光男、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学 第 3 回小脳、大脳基底核、大脳皮質の機能分化と
統合. 岩波科学、70, 740-749 (2000)
・川人光男、 銅谷賢治、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学 第 4 回多重順逆対モデル（モザイク）— その情報
処理と可能性. 岩波科学、70, 1009-1018 (2000)
・川人光男、 銅谷賢治、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学 第 5 回その 1 モザイクの拡張とコミュニケーショ
ン.

岩波科学、71, 197-204 (2001)

・川人光男、 銅谷賢治、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学 第 5 回その 2 モザイクの拡張とコミュニケーショ
ン. 岩波科学、71, 839-843 (2001)
・川人光男、 銅谷賢治、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学 第 6 回ヒト知性に計算理論はどこまで迫れるか. 岩
波科学、71, 1617-1626 (2001)
・川人光男: 運動から認知へ.

バイオメカニズム学会誌、25, 151 (2001)

・鮫島和行、銅谷賢治、川人光男: 強化学習 MOSAIC：予測性によるシンボル化と見まね学習.
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会誌、19, 551-556 (2001)
・川人光男: 階層的運動学習の計算論的研究. 脳の高次機能. 朝倉書店. pp94-105 (2001).
・川人光男: わざの学習とロボティクス. 脳図鑑 21. 工作舎. pp.322-334 (2001).
・川人光男、銅谷賢治、春野雅彦：ヒト知性の脳科学はどこまで可能か. 岩波科学、72, 879-918 （2002）

イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Kawato M, Wolpert D: Internal models for motor control. Glickstein M (Ed.) Sensory Guidance of Movement,
John Wiley & Sons Ltd., Chichester, Sussex. pp.291-307 (1998).

＜Ⅱ期＞
・Kawato M: Robotics as a tool for neuroscience: cerebellar internal models for robotics and cognition.
Hollerbach MH, Koditschek DE (Eds.) Robotics Research, The Ninth International Symposium,
Springer-Verlag, London. pp.321-328, (2000)
・Koike Y, Kawato M: Estimation of movement from surface EMG signals using a neural network model. Winters
JM, Crago P (Eds.) Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement, Springer Verlag, New York,
U.S.A. pp.440-457, (2000).
・Kawato M: A bi-directional theory approach to prerational intelligence. Ritter H, Cruse H, Dean J (Eds.)
Prerational Intelligence: Adaptive Behavior and Intelligent Systems without Symbols and Logic, 2,
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. pp.103-119 (2000).
・Munhall KG, Kawato M, Bateson EV: Coarticulation and physical models of speech production. Broe MB,
Pierrehumbert JB (Eds.) Papers in Laboratory Phonology V: Acquisition and the Lexicon, Cambridge
University Press, Cambridge, U.S.A. pp.9-28 (2000).

3）口頭発表
ア）招待講演
＜Ⅰ期＞
・Kawato M: Internal Models for Motor Control. Novartis Foundation Symposium 218: Sensory Guidance of
Movement (1998.1.20-1.22)
・Kawato M: Internal Models for Motor Control. Open Meeting of Sensory Guidance of Movement (1998.1.23)
・Kawato M: Computational Models of the Cerebellum. Special Lectures at Hebrew University (1998.1.27)
・Kawato M: Inernal Models for Senory-motor Transformation. Special Talk at The Weizmann Institute of
Science (1998.1.28).
・川人光男：機械の脳：脳の計算理論：Computational Neuroscience. 北海道大学「脳科学シンポジウム'98」 (1998
年 3 月 20 日)
・Kawato M: Muscles, mechanics, and control. NCM98: Satellite Meeting on Computational Modeling (1998.4.20)
・ Kawato M: Dynamic Patterns in Large Network. NCM98: Satellite Meeting on Computational Modeling
(1998.4.21).
・Kawato M: Internal Models in the Cerebellum. Washinton University School of Medicine: Seminar Series
in Computational Neuroscience (1998.4.23).
・川人光男：脳を創る：脳の計算理論：Computational Neuroscience. けいはんなプラザ開設 5 周年記念シンポ
ジウム「脳の世紀をめざして」(1998 年 5 月 26 日)
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・Kawato M: Multiple Internal Models in the Cerebellum. Sloan Centers Retreat Meeting (1998.7.18-7.24).
・川人光男：Multiple Paired forward-inverse models in the cerebellum. 日加ニューロサイエンスワークシ
ョップ "Cognition" and "Neural Control" (1998 年 8 月 21 日)
・川人光男：小脳外側部の内部モデル— ヒト知性の計算エンジン：想像、コミュニケーション、言語、思考、意
識— 第 13 回生体・生理工学シンポジウム:特別講演

(1998 年 9 月 10 日)

・Kawato M: Multiple Internal Models in the Cerebellum. SyMoN seminar Psychology G11 at Birmingham
University (1998.9.15)
・Kawato M: Cerebellar Internal Models: General Purpose Computational Engines for Visuo-Motor Coordination
and Beyond. CNRS, Jacques Monod Conference (1998.9.19-9.24).
・川人光男：脳の計算理論. 第 11 回ひょうご科学技術トピックスセミナー

(1998 年 10 月 9 日)

・Kawato M: Plenary Lecture: Multiple Paired Forward-Inverse Models in the Cerebellum. ICONIP'98 Kitakyushu
(1998.10.21-10.23).
・川人光男：小脳の内部モデルとヒトの知性. 東京大学生産技術研究所特別講演

(1999 年 1 月 21 日)

・川人光男：コミュニケーションの計算モデル. 文部省特定領域研究「高次脳機能のシステム的理解」第 3 回公
開シンポジウム.

(1999 年 1 月 23 日)

・ Kawato M: Multiple Internal Models in the Cerebellum for Motor Control and Cognition. The 4th
International Symposium on Biology: Computational Biology: Analysis of Complex Biological Processes
(1999.2.10.2.12).
・Kawato M: Multiple Cerebellar Internal Models and Communication. Invited Talk at Gatsby External Seminar
series, University College London (1999.7.28)
・Kawato M: Multiple Paired Forward and Inverse Models: Theoretical Extensions and Supports From Imaging
and Behavioral Data. Invited Talk at Institute for Movement Neuroscience Seminar series, University
College London (1999.7.29)
・Kawato M: Multiple Paired Forward and Inverse Models of Hierarchical Sensory Motor Coordination. 31st
Annual General Meeting of the European Brain and Behavior Society: Final Workshop of a

Human Frontier

Science Program, Sensorimotor transformations in the brain. (1999.10.3)
・Kawato M: Composition and Decomposition of Multiple Internal Models: Behavioral Studies Using Kinematic
and Dynamic Transformations. 31st Annual General Meeting of the European Brain and Behavior Society:
Final Workshop of a

Human Frontier Science Program, Sensorimotor transformations in the brain.

(1999.10.3)
・Kawato M: Cerebellar Internal Models for Robotics and Cognition. University of Minnesota, First Annual
Computational Neuroscience Symposium. (1999.10.7-10.8)
・Kawato M: Robotics as a Tool for Neuroscience: Cerebellar Internal Models for Robotics and Cognition.
International Symposium of Robotics Research, ISRR'99. (1999.10.9-10.12)
・Kawato M: Multiple Internal Models in The Cerebellum and Communication. USC Weekly Neuroscience Seminars.
(1999.10.13)
・川人光男：脳機能の計算論的神経科学の研究. 電子情報通信学会九州支部、情報通信学会九州支部、計測自動
制御学会九州支部共催講演会.

(1999 年 10 月 21 日)

・川人光男：小脳多重内部モデルとヒューマノイドロボット(DB). 第 42 回自動制御連合講演会特別講演.

(1999

年 11 月 6 日)
・川人光男：小脳多重内部モデルに基づくコミュニケーション計算モデル. 国際高等研究所「言語の脳科学」国
際ワークショップ.

(1999 年 11 月 19 日)
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・Doya K: Metalearning, neuromodulation and emotion. The 13th Toyota Conference on Affective Minds
(1999.11.29-12.2)
・川人光男：小脳内部モデルとコミュニケーションの進化. 国立遺伝学研究所「バイオロジカルシンポジウム」.
(1999 年 11 月 29 日)

＜Ⅱ期＞
・川人光男：Cerebellar Internal Models for Robotics and Cognition. 第 6 回日立中研・基礎研合同研究会「脳
精神科学の基礎と応用 II」(2000 年 1 月 25 日)
・川人光男：Brain Science and Internet. ITU-T SG 13 会合

特別セッション.

・川人光男：脳研究のためのヒューマノイドロボット DB. 世界脳週間.

(2000 年 2 月 28 日)

(2000 年 3 月 14 日)

・Kawato M: Maximum Task Achievement Model with Signal-Dependent Noise. NCM 2000 Satellite Meeting on
Computational Models (2000.4.14-4.16).
・川人光男：小脳の内部モデルと心.第 11 回作業療法関連科学研究会.
・川人光男：小脳とロボット.第 2 回山梨神経科学研究会.

(2000 年 5 月 13 日)

(2000 年 5 月 16 日)

・川人光男：小脳と人の知性.愛媛大学医学部特別講演、特別講議.

(2000 年 6 月 7 日〜8 日)

・川人光男：小脳とロボット. 慶應サイエンスアンドテクノロジーシンポジウム.

(2000 年 6 月 24 日)

・川人光男：ヒト知性の計算神経科学— 言語に迫るための条件.文部省科学研究費補助金特定領域研究 A、「心の
発達：認知的成長の機構」全体会議特別講演.

(2000 年 6 月 24 日)

・川人光男：Cerebellar Internal Models for Robotics and Cognition.理化学研究所脳科学総合研究センター
サマープログラム.

(2000 年 7 月 10 日)

・川人光男：脳科学とヒューマノイドロボット— 鉄腕アトムは実現するのか？21 世紀夢の技術展スペシャルイベ
ント最先端科学フォーラム. (2000 年 7 月 27 日)
・川人光男：講義 1：はじめに：脳における双方向情報処理、講義 2：小脳に学習で獲得される内部モデル.第 2
回神経情報科学サマースクール NISS2000.

(2000 年 8 月 9 日〜13 日)

・Kawato M: 1. Internal Models in the Cerebellum. 2. Cognitive Functions of the Cerebellum and their Model.
3. Chaotic Desynchhronisation of Inferior Olive Neurons and Demos. EU-Advanced Course in Computational
Neuroscience, Trieste. (2000.8.21-9.15)
・川人光男：手と道具の小脳内部モデル.日本バーチャルリアリティ学会「手」探り研究会.

(2000 年 9 月 25 日)

・川人光男：小脳とヒューマノイドロボット.計測自動制御学会関西支部シンポジウム「2000 年計測・制御・情
報化技術...そしてこれから」.

(2000 年 10 月 4 日〜5 日)

・川人光男：ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究.シンポジウム 2000「明日をめざす科学技術」.科学
技術振興調整費の成果を中心として

(2000 年 10 月 10 日〜13 日)

・川人光男：ヒト知性の計算神経科学.岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所セミナー.

(2000 年 10 月 19

日)
・Kawato M: Plenary Talk: Robotics as a Computational Neuroscience. International Conference on Intelligent
Robots and Systems (IROS 2000) (2000.10.30-11.5)
・川人光男：小脳の内部モデル：ヒューマノイドロボットから神経・精神疾患まで.広島大学医学部
研究会.

広島脳機能

(2000 年 11 月 1 日)

・川人光男：脳の運動学習理論.大学コンソーシアム京都.

(2000 年 12 月 8 日)

・川人光男：ヒト知性の計算神経科学.京都大学大学院情報科学研究科

知能情報学特別実験セミナー.

(2000

年 12 月 8 日)
・川人光男：小脳内部モデルとヒト知性.京都大学大学院医学研究科
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・川人光男：ロボット工学と臨床神経生理学.第 30 回日本臨床神経生理学会学術大会

教育講演.

(2000 年 12

月 14 日)
・川人光男：ヒト知性の計算神経科学. Digital Human Laboratory Workshop 2001 基調講演.

(2001 年 2 月 14

日)
・川人光男：脳機能の探究とヒューマノイドロボット. プリズム 21.
・Kawato M: From cerebellar

(2001 年 2 月 28 日)

internal models towards MOSAIC (MOdule Selection And Idemtification Control)

Model. GEMINI Workshop (International Workshop on Ape Genomics) (2001.3.14-3.15).
・Kawato M: From cerebellar

internal models towards MOSAIC (MOdule Selection And Idemtification Control)

Model. Espace et Action: Neural Control of Space Coding and Action Production (2001.3.22-3.24).
・Kawato M: Cerebellum and humanoid robots. Nobel Forum at Karolinska Institute (2001.3.31).
・川人光男：ロボットと脳. 関西市民情報文化研究会.

(2001 年 4 月 12 日)

・川人光男：ヒト知性の計算神経科学. 2001 年度第 15 回人工知能学会全国大会

特別講演.

(2001 年 5 月 24

日)
・Kawato M: MST neural-field model of smooth pursuit and ocular following responses and humanoid robot
implementation. Stockholm Workshop on Computational Neuroscience (2001.6.1-6.3).
・Kawato M: Forward model proof using grip-force-load-force coupling. HFSP Arundel Meeting (2001.7.1-7.6).
・川人光男：小脳の学習と内部モデル（眼球運動を題材に）. 第 3 回神経情報科学サマースクール NISS2001.

(2001

年 8 月 27 日〜9 月 1 日)
・川人光男：人の知とロボット. 日本神経科学学会公開シンポジウム「知を科学する」.
・川人光男：脳高次機能とロボティクス.第 39 回日本生物物理学会大会シンポジウム.

(2001 年 9 月 25 日)
(2001 年 10 月 6 日)

・川人光男：Internal models in the cerebellum, cerebrum and basal ganglia for humanoid robot learning.
JST 領域探索プログラム「ヒュ− マノイド・サイエンス」第 2 回研究会.
・川人光男：脳を創ることによって脳を知る. 科学技術振興事業団

(2001 年 10 月 12 日〜14 日)

第 5 回基礎研究報告会.

(2001 年 10 月 24

日)
・Kawato M: Humanoid robots as research tools of neuroscience. IEEE-RAS Intenational Conference on Humanoid
Robots 'Humanoid 2001' (2001.11.22-11.24)
・川人光男：計算脳科学の現状：ロボットプロジェクトとの関連で. 第 10 回人工知能助成研究成果発表講演会特
別講演.

(2001 年 11 月 28 日)

・川人光男：小脳とロボット.第 60 回日本めまい平衡医学会特別講演.

(2001 年 11 月 29 日)

・川人光男：脳機能の計算論的研究：内部モデルに基づく強化学習.科学技術振興事業団 1 分子過程プロジェクト
研究会.

(2001 年 12 月 6 日)

・川人光男：脳の運動学習理論. 大学コンソーシアム京都「学際，特別専門コーディネート」.

(2001 年 12 月

14 日)

イ）応募・主催講演等
＜Ⅰ期＞
・山本憲司、小林康、竹村文、河野憲二、川人光男: 垂直方向追従眼球運動の適応シミュレーション：小脳皮質
の計算モデルは運動学習を再現できるか？電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会.
(1998.3.19-3.20)
・和田安弘、川人光男: 運動経由点の時間情報最適化による書字運動モデル.電子情報通信学会ニューロコンピュ
ーティング研究会. (1998.5.25)
・山本憲司、竹村文、河野憲二、小林康、川人光男: 追従眼球運動の適応シミュレーション：小脳皮質の計算モ
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デルは視覚運動変換を行いうるか？電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (1998.6.18-6.19)
・櫻庭尚良、大須理英子、中野恵理、和田安弘、川人光男: 不完全な逆ダイナミクスモデルによる制御での手先
軌道の特徴の説明. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (1998.7.27)
・片桐憲一、銅谷賢治、川人光男: 複数のモデルを用いた強化学習による非線形制御方式.電子情報通信学会ニュ
ーロコンピューティング研究会. (1998.10.24)
・田端宏充、山本憲司、川人光男: 片葉仮説に基づくサル VOR 適応のシミュレーション：Lisberger モデル批判.
電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (1999.3.18)
・竹村文、井上由香、五味裕章、川人光男、河野憲二 追従眼球運動時の 3 つの脳内領域のニューロン活動の解析.
電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (1999.6.18)
・金子勇一、中野恵理、大須理英子、和田安弘、川人光男: Euler-Poisson 方程式を用いた指令トルク変化最小
軌道生成. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (1999.7.19)
・田端宏充、山本憲司、川人光男: 片葉仮説に基づくサル VOR 適応のシミュレーション：小脳皮質の計算モデル
は VOR 適応モデルを再現しうるか？ . 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (1999.7.19)
・春野雅彦：機械学習の手法による自然言語処理. 電子情報通信学会音声言語シンポジウム. (1999.12.20-12.21)
・Haruno M, Doya K, Wolpert and Kawato M:

Emergence of sequence- specific neural activities with

hierarchical multiple paired forward and inverse models. The 29th Annual Meeting Society for
Neuroscience (1999.10.23-10.28)
・Imamizu H, Miyauchi S, Tamada T, Yoshioka T and Kawato M: Cerebellar activity related to acquisition
of internal models of a novel tool: Implications from an fMRI study on human subjects using a computer
mouse for the first time. The 29th Annual Meeting Society for Neuroscience (1999.10.23-10.28)
・Schweighofer N, Doya K and Kawato M: Electorical coupling in inferior olive neurons increases information
transmission and could improve cerebellar learning. The 29th Annual Meeting Society for Neuroscience
(1999.10.23-10.28)
・Tamada T, Miyauchi S, Imamizu H, Yoshioka T and Kawato M: Cerebellar activation in grip force adjustments
during transporting an object held in a precision grip. The 29th Annual Meeting Society for Neuroscience
(1999.10.23-10.28)
・Nakano E, Flanagan R, Imamizu H, Osu R, Yoshioka T, Kawato M: Adaptation to altered kinematics and dynamics
in reaching movements based on composition and decomposition of learning internal models. The 29th Annual
Meeting Society for Neuroscience (1999.10.23-10.28)
・Yamamoto K, Kobayashi Y, Takemura A, Kawano K, Kawato K: Simulation of acquisition and adaptation of
ocular following responses based on MST-cell-firing and cerebellar plasticity. The 29th Annual Meeting
Society for Neuroscience (1999.10.23-10.28)
・Osu R, Kato H, Kawato M: Increased arm stiffness induced by performance error accelerates internal model
learning. The 29th Annual Meeting Society for Neuroscience (1999.10.23-10.28)

＜Ⅱ期＞
・川人光男、銅谷賢治、春野雅彦: ヒト知性の計算神経科学. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研
究会. (2000.6.22)
・川端康宏、琴坂信哉、山本憲司、北澤茂、和田安弘、川人光男: 複数の粘性力場に対する多重内部モデルの獲
得. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (2000.11.24)
・山中和博、和田安弘、川人光男: 3 次元ヒト腕運動における軌道計画規範の比較検討. 電子情報通信学会ニュ
ーロコンピューティング研究会. (2000.11.24)

93

ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究

・Osu R, Burdet E, Franklin D, Milner TE, Kawato M: Learning Impedance to stabilize unstable dynamics:
i) Contrast with learning an internal dynamic model. The 30th Annual Meeting Society for Neuroscience
(2000.11.4-11.9)
・Burdet E, Osu R, Franklin D, Milner TE, Kawato M: Learning Impedance to stabilize unstable dynamics:
ii) Direct evidence in multijoint movement. The 30th Annual Meeting Society for Neuroscience
(2000.11.4-11.9)
・Franklin D, Osu R, Burdet E, Kawato M, Milner TE: Learning impedance to stabilize unstable dynamics:
iii) EMG correlates. The 30th Annual Meeting Society for Neuroscience (2000.11.4-11.9)
・Kuroda S, Schweighofer N, Kawato M: Ecploration and Prediction of Signal Transduction Pathways in
Cerebellar Long-Term Depression by Kinetic Simulation. The 30th Annual Meeting Society for Neuroscience
(2000.11.4-11.9)
・Okada M, Nishina S, Kawato M: Dynamics of visual computational in the brain: experimental and theoretical
evidence for interative calculation. The 30th Annual Meeting Society for Neuroscience (2000.11.4-11.9)
・山岸典子、郷田直一、Stephen J. Anderson、Daniel E. Callan,、川人光男：空間的注意の低次視覚情報処理
に及ぼす影響：脳磁場計測による研究. 日本視覚学会 2001 年冬季大会 (2001.1.22-1.24)
・福永克己、山岸典子、郷田直一、金子寛彦、川人光男：水平、垂直大きさ視差を持つ刺激に対する脳磁場応答.
日本視覚学会 2001 年冬季大会 (2001.1.22-1.24)
・柴田智広、田端宏充、川人光男: 視覚ターゲットのダイナミクス学習に基づく円滑性追跡眼球運動とそのヒュ
ーマノイドへの実装. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (2001.2.8-2.9)
・田端宏充、柴田智広、田口進也、川人光男: MST 野のポピュレーション符号化と神経場モデルによる、円滑性
追跡眼球運動のシミュレーション. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (2001.2.8-2.9)
・田口進也、田端宏充、柴田智広、川人光男: ポピュレーション符号から発火率符号への学習による変換：円滑
性追跡眼球運動の神経表現. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (2001.2.8-2.9)
・Yamagishi N, Goda N, Anderson SJ, Callan D, Kawato M: Magnetoencephalographic (MEG) evidence for
attentional modulation of activity within the human primary visual cortex. Annual Meeting of ARVO,
Investigative Ophthalmology & Visual Science (IVOS) (2001.4.29-5.4)
・宇賀田正臣、黒田朋枝、今水寛、吉岡利福、和田安弘、川人光男: ヒトの把持力負荷力結合モデルの仮説の検
討. 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会. (2001.6.22-6.23)
・大高洋平、大須理英子、道免和久、吉岡利福、川人光男：力制御課題施行中の筋への電気刺激外乱に対する適
応. 日本神経回路学会第 11 回全国大会 (2001.9.27-9.29)
・郷田直一、福永雅喜、山本洋紀、田中忠蔵、恵飛須俊彦、梅田雅宏、高橋成子：ヒト視覚皮質の fMRI 応答に
みられる視覚文脈効果. 日本神経回路学会第 11 回全国大会 (2001.9.27-9.29)
・今水

寛、黒田朋枝、吉岡利福、川人光男：内部モデルの切り替えに関与する脳活動：fMRI による研究. 日本

神経回路学会第 11 回全国大会 (2001.9.27-9.29)
・大須理英子、E. Burdet , D.W. Fraklin, T.E. Milner, 川人光男：中枢神経は最適なインピーダンスを学習し
巧みに不安定な環境を安定化させる. 日本神経回路学会第 11 回全国大会 (2001.9.27-9.29)
・ 仁 科 繁 明 ， 川 人 光 男 ： 奥 行 き 補 完 の 時 空 間 特 性 の 理 論 的 解 析 . 日 本 神 経 回 路 学 会 第 11 回 全 国 大 会
(2001.9.27-9.29)
・樋口さとみ、今水

寛、川人光男：道具を使うことをイメージした時の脳活動：fMRI による脳活動計測. 日本

神経回路学会第 11 回全国大会 (2001.9.27-9.29)
・田口進也、 田端宏充、 柴田智広、銅谷賢治、 川人光男：眼球活動における小脳の感覚運動変換. 日本神経回
路学会第 11 回全国大会 (2001.9.27-9.29)
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・山岸典子、Daniel E. Callan、郷田直一、Stephen J. ANDERSON、吉田佳一（島津製作所）、川人光男：空間的
注意の一次視覚野情報処理に及ぼす影響— 脳磁場計測による研究. 日本神経回路学会第 11 回全国大会
(2001.9.27-9.29)
・Nishina S, Kawato M: Soatio-temporal dynamics of depth interpolation. ATR Workshop " From Low to
High-Level Human Vision" (2001.10.5)
・Osu R, Servos P, Santi A, Kawato M: The neural substrates of biological motion perception: an fMRI study.
ATR Workshop " From Low to High-Level Human Vision" (2001.10.5)
・Yamagishi N, Callan D, Goda N, Anderso SJ, Yoshida Y, Kawato M: Spatial attention: timing and locaalization
of selection processes. ATR Workshop " From Low to High-Level Human Vision" (2001.10.5)
・Goda N: Spatial interaction in conttrasst perception . ATR Workshop " From Low to High-Level Human Vision"
(2001.10.5)
・Haruno M, Kuroda T, Toyama K, Kimura M, Samejima K, Imamizu H, Kawato M: fMRI study of human brain activity
during reinforcement learning. The 31th Annual Meeting Society for Neuroscience (2001.11.10-11.15)
・Takemura A, Inoue Y, Gomi H, Kawato M, Kawano K: Transformation of visual information into motor commands
for ocular following. The 31th Annual Meeting Society for Neuroscience (2001.11.10-11.15)

4）受賞等
・1998 年 7 月 30 日

五味裕章、川人光男：1998 年度計測自動制御学会論文賞友田賞

・2001 年 9 月 27 日

川人光男：第 3 回時実利彦記念賞

・2001 年 9 月 28 日

春野雅彦：日本神経回路学会研究賞

・2001 年 9 月 29 日

川人光男他：ビジュアルサイエンスフェスタ優秀賞
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1. 非言語的コミュニケーションの理解に関する研究
1.4. 非言語コミュニケーションの計算理論に関する研究

1.4.2. トリとヒトにおける音列の産出認知メカニズム

千葉大学文学部行動科学科
助教授・岡ノ谷

要

一夫

約

＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

ヒトの生後初期発声の発達を分析して質的変化が生ずる時期を特定した。この行動上の変化を、トリの歌発達
と対応付けることができた。脳が時系列信号をどう操作するのかを知るため、ヒトとトリにおいて、音列の生成
と知覚に関連する脳波および神経活動を記録した。結果、生成と知覚における皮質－基底核系の役割について推
測することができた。この知見と、音声発達の知見を統合すれば、コミュニケーションの機能と機構について格
段と理解を進めることが可能となろう。

研究目的
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

音列を学習しコミュニケーションに用いる代表的な動物は、ヒトとトリである。ヒトとトリの音列生成・知覚
のしくみを知ることで、言語を可能にした脳機構の特徴を推測したい。

研究方法
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

ヒトとトリの初期発声の発達過程を分析し、現象面での類似を指摘する。平行して、ヒトにおいては脳波を、
トリにおいては神経活動記録を指標として、音列知覚および生成の際の誤差制御のしくみを解明する。

研究成果
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

ア）ヒトとトリの音列知覚と脳活動
トリに自己の歌の再生速度を 10%遅くまたは早くした歌を聞かせると、自己の歌そのものに対するより強い活
動電位が大脳基底核において記録された。
ヒトにおいては、4 パターンのメロディを弁別する課題遂行中に、誤反応後 100 ミリ秒に陰性電位が生ずるこ
とがわかった。

イ）ヒトの音列生成に伴う誤差信号に対応する脳波
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演奏中に 5％の確率で音が半音ずれるキーボードを用いて、生成における誤差修正について調べた。ピアノ演
奏を学んだことのある被験者では、誤反応の 230 ミリ秒後に強い陰性電位が生じたが、そうでない被験者では
この電位は生じなかった。

ウ）ヒトとトリの初期音声発達
ヒト乳幼児の生後直後から 6 ヶ月に至る泣き声と鳩音、喃語の初期発達過程を解析した。泣き声の要素間時間
は生後 4 週間前後で分散が増えるのに対し、泣き声要素の持続時間は生後 8 週間前後で分散が増えた。泣き声
以外の発声については、生後 3 ヶ月と 6 ヶ月の発声音に質的な違いがあること、生後 2 ヶ月および 6 ヶ月にお
いては要素の持続時間が 0.6 秒程度で分散が少ないが、生後 4 ヶ月において持続時間の分散が一過的に増加す
ることがわかった。

考

察

＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

トリにおいては知覚の誤差修正に対応する神経活動を直接大脳基底核から記録できた。ヒトにおいては、生成
と知覚のどちらで得られた陰性電位も前帯状皮質の近辺でもっとも強かった。トリのデータから考えるに、ヒト
で得られたこれらの電位は大脳基底核由来の誤差修正信号である可能性が指摘できる。
ヒトの初期発声データとトリの歌発達のデータを比較すると、どちらの動物においても発声信号は単純な要素
の繰り返しパターンから始まり、雑然とした大きな変動を持つ時期を経て、生成規則にもとづく複雑さへと変化
していくと言えよう。
以上、生理学的な知見と行動学的な知見を統合し、コミュニケーション機能を可能にしている脳の特性につい
て解明していく必要がある。

成果の発表（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
1）原著論文による発表
ア）国外誌
・Kobayashi, K., Uno, H. & Okanoya, K.

Partial lesions in the anterior forebrain pathway affect real-time

song production in adult Bengalese finches. NeuroReport. 12, 353-358,
・Okanoya, K., Ikebuchi, M., Uno, H. & Watanabe, S.

(2001).

Left-side dominance for song discrimination in

Bengalese finches (Lonchura striata var. domestica). Animal Cognition 4, 241-245, (2001).
・Ikebuchi, M. & Okanoya, K.

Sex differences in perception of speces-specific songs in Bengalese finches.

Animal Behaviour (In Press).
・Okanoya, K., Ichii, H., Ushijima, H.

Baby cry as a pre-adaptation to language. Proceeding of the Fourth

International Conference on the Evolution of Language, p86. (2002). Refereed abstract.
・Okanoya, K. & Yamada, H.

Syntax as a handicap trait: evolution of birdsong, whale song and human language.

Proceeding of the Fourth International Conference on the Evolution of Language, p87. (2002). Refereed
abstract.

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
・池渕万季、岡ノ谷一夫, "鳥類の大脳高次聴覚野と音声記憶の関わり：ジュウシマツの同種歌刺激に対する心拍
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反応を指標とした研究," 日本音響学会聴覚研究会資料、H2000-32, 1-8. (2000).
・中村耕司、岡ノ谷一夫、"聴覚発声行動の実時間制御に伴う認知的負荷の測定：鳴禽類の歌行動をモデルとした
研究," 日本音響学会聴覚研究会資料、H2000-33, 1-8. (2000).
・小林耕太、岡ノ谷一夫、"ジュウシマツの発声における音圧調整：発声の文脈と Lombard 効果による影響," 日
本音響学会聴覚研究会資料、H2000-33, 1-8. (2000).
・小林耕太，岡ノ谷一夫, "ハダカデバネズミの個体間音声コミュニケーション," 日本音響学会聴覚研究会資料
H-2001-32, Vol.31 (3), pp.233-240, (2001).
・山田裕子，岡ノ谷一夫, " ヘリウム酸素中におけるジュウシマツ発声音素の変化," 日本音響学会聴覚研究会資
料 H-2001-34, Vol.31 (3), pp.249-256, (2001).
・小林耕太, 岡ノ谷一夫, "ジュウシマツにおける大脳皮質 ― 基底核ループによる聴覚フィードバック情報の処
理様式," 日本音響学会聴覚研究会資料 H-2001-80, Vol.31 (9), pp.595-602, (2001).
・中村耕司、岡ノ谷一夫： "鳴禽類メスにおける聴覚神経系の反応特性 ―聴覚経験との関り―," 日本音響学会
聴覚研究会資料 H-2001-81, Vol.31 (9), pp.603-609, (2001).

3）口頭発表
ア）招待講演
・岡ノ谷一夫：
「小鳥の歌発達過程：環境を写し取る脳の仕組み」日本赤ちゃん学会第 2 回大会、福岡。2002 年 4
月。
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2. 言語的コミュニケーションの理解に関する研究
2.1. 脳活動非侵襲計測実験等に基づくコミュニケーション機能のモデル化に関する研究

2.1.1. コミュニケーション素過程としての脳内シミュレーション機構の非侵襲的研究

岡崎国立共同研究機構生理学研究所大脳皮質機能研究系心理生理学研究部門
助教授・本田 学

要

約

＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

本研究では、ヒトを対象とした非侵襲的脳機能計測を総合的に組み合わせることにより、コミュニケーション
機能の基礎をなす言語的および非言語的な脳内シミュレーションを支える神経機構を解明することを目標とした
研究を行った。言語的な脳内シミュレーションは非言語的なシミュレーションに比較して、大脳基底核ならびに
前補足運動野の機能がより重要な寄与をすることを明らかにした。また代表的な大脳基底核疾患であるパーキン
ソン病において、言語的な脳内シミュレーション速度が非言語的なシミュレーション速度に比較して有意に低下
していることを発見した。さらに単発の経頭蓋磁気刺激法を用いて、運動前野の活動を一過性に干渉する手法を
確立し、それを用いて言語的な脳内シミュレーション機能が影響を受けて反応時間が延長することを示した。

研究目的
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

ヒトを含む霊長類のコミュニケーション信号の生成においては、受信する側の個体においてコミュニケーショ
ン信号がどのように解釈されるかを、脳内の内部モデルを用いてシミュレートする必要がある。こうした運動反
応を必ずしも伴わない動的な脳内シミュレーション過程においては、大脳基底核、小脳、運動前野のように従来、
運動制御装置と考えられていた神経機構が重要な役割を果たしていることが示唆されている。本研究では、ヒト
を対象とした非侵襲的脳機能計測を総合的に組み合わせることにより、コミュニケーション機能の基礎をなす言
語的および非言語的な脳内シミュレーションを支える神経機構を解明することを目的とした。

研究方法
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

従来、脳内シミュレーション機構の研究に用いられてきた心理課題は、認知的プロセスと運動制御プロセスの分離が
不十分であり、特に認知的プロセスによる情報処理結果を客観的に評価する点で問題があった。そこで本研究において
は、まず運動制御の要素を全く含まずになおかつ情報処理の結果を客観的に評価可能な言語的および非言語的な脳内シ
ミュレーション課題を開発した。さらに人間の言語的コミュニケーションに必要な記号操作のシミュレーションに関与
する脳領域を明らかにするために、日本語に特異的な漢字の書字を脳内においてシミュレートする課題を開発した。こ
れらの課題遂行中の脳活動を非侵襲的に捉えるために、ポジトロン断層撮像法、機能的磁気共鳴画像法、多チャンネル
脳波を用いた。さらに単発の経頭蓋磁気刺激を用いて課題遂行中の脳機能を一過性に干渉する手法を採用した。
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研究成果
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

ア) 言語的および非言語的脳内シミュレーションに関与する神経機構
ポジトロン断層撮像法と機能的磁気共鳴画像法を用いて、言語的シミュレーションと非言語的シミュレーショ
ンの両者に、ブロードマン６野に相当する運動前野吻側部と小脳半球外側部が関与することを明らかにした。一
方、言語的シミュレーションにおいては、ブロードマン６野の中でも大脳半球間隙に面した前補足運動野と、そ
れと密接な神経連絡をもつ尾状核がより重要な役割を果たすのに対して、非言語的なシミュレーションにおいて
は、両側の背外側運動前野が重要な役割を果たすことを明らかにした。

イ) 大脳基底核疾患における脳内シミュレーション速度の低下
代表的な大脳基底核疾患であるパーキンソン病では、運動速度の低下が主要な臨床徴候のひとつとなっており、
発話速度の低下が言語的コミュニケーション障害の一因となることが示唆されてきた。一方、本研究で明らかに
したように、言語的シミュレーションにおいては大脳基底核が重要な役割を果たす。このことは、パーキンソン
病における言語的コミュニケーションの障害において、発話速度の低下だけでなく、その基礎となる言語的シミ
ュレーション速度そのものが低下している可能性を示唆するものである。そこで運動速度の影響を排してシミュ
レーション速度を評価する方法を開発して、パーキンソン病の脳内シミュレーション速度を計測した。その結果、
パーキンソン病においては健常対照群に比較して、言語的および非言語的なシミュレーション速度のいずれもが
有意に低下しており、その程度は運動速度の低下と正の相関を示すこと、さらに言語的シミュレーションの速度
低下は非言語的なものに比較して一段と著しいことを明らかにした。

ウ)漢字の形態シミュレーションに関与する脳内機構
書字・読字といった記号情報の操作は、多くの言語体系においてコミュニケーションの一翼を担う重要な機能
となっている。特にグラフィカルな記号である漢字と、音素と一対一対応をもった記号である仮名が混在する日
本語においては、その情報処理に異なる神経機構が動員されることが示唆されている。視覚的に呈示された仮名
あるいは聴覚的に呈示された言葉を漢字に変換して実際に書字を行うときには、その漢字を実際には書かずに形
態を脳内でシミュレートするときに興奮する側頭葉腹側部と共通の部分が関与することを明らかにした。

エ) 経頭蓋磁気刺激法を用いた脳内シミュレーション機能の一過性干渉
ポジトロン断層撮像法や機能的磁気共鳴画像法によって検出される課題に関連する脳部位が、実際にその課題
の遂行に重要な役割を果たしているかどうかを確認するためには、その機能を一過性に干渉して行動的変化を検
出する必要がある。本研究において脳内シミュレーションにおいて重要な役割を果たすことが示された外側運動
前野の機能を単発の経頭蓋磁気刺激法を用いて干渉する基本的な方法論の開発を行った。特に一次運動野以外の
領域を正確に刺激するためには、脳機能局在ナビゲーションシステムによって脳の構造と頭皮上の刺激位置を正
確に対応づける必要がある。これらの技術的な諸問題を解決することにより、左背外側運動前野の刺激が言語的
な脳内シミュレーションを一過性に干渉し、反応時間を延長させる可能性があることを示した。

オ) 脳波の多次元自己相関モデル解析を用いた脳領域間機能連関の評価
脳内シミュレーション課題を遂行中の頭皮上脳波を計測し、その結果を多次元自己相関モデルを用いて解析す
ることを計画していたが、実際には解析手法の開発までにしか到達できなかった。
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考

察
本研究において実施した一連の非侵襲脳機能計測を用いた実験的研究と臨床研究の成果は、コミュニケーション

素過程である脳内シミュレーションにおいて、従来運動制御に重要な役割を果たすと考えられてきた神経機構、具体
的には小脳半球外側部、大脳基底核、運動前野（ブロードマン６野）吻側部が重要な役割を担っていることを明快に
示すものである。今後、言語的コミュニケーションのように人間という生物種に特異性の高い脳機能に対して、他の
生物種との連続性が高い運動制御という切り口からアプローチすることを可能にするものと考えられる。
一方、脳波の多次元自己相関モデル解析においては、統計的解析手法を実際の生理的データに応用するにあた
り多くの実践的問題が生じ、試行錯誤を繰り返した。その結果、現在、脳表面から直接記録した皮質脳波２チャ
ンネル間の機能連関を評価することを可能にする段階に到達した。実際に本研究課題に用いるためには、さらに
方法論を段階的に確立していく必要がある。

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国外誌
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

・Dong Y, Fukuyama H, Honda M,Okada T, Hanakawa T, Nakamura K, Nagahama Y, Nagamine T, Konishi J, Shibasaki
H: Essential role of the right superior parietal cortex in Japanesekana mirror reading: An fMRI study.
Brain 123:790-799 (2000).
・Nakamura K, Honda M, Okada T,Hanakawa T, Toma K, Fukuyama H, Konishi J, Shibasaki H: Participationof
the left posterior inferior temporal cortex in writing and mental recallof kanji orthography: A
functional MRI study. Brain 123:954-967 (2000).
・Hanakawa T, Ikeda A, Sadato N, Okada T, Fukuyama H, Nagamine T, Honda M, Sawamoto N, Yazawa S, Kunieda
T, Ohara S, Taki W, Hashimoto N, Yonekura Y, Konishi J, Shibasaki H: Functional mapping of human medial
frontal motor areas. The combined use of functional magnetic resonance imaging and cortical stimulation.
Exp Brain Res 138:403-409 (2001).
・Nakamura K, Honda M, Hirano S, Oga T, Sawamoto N, Hanakawa T, Inoue H, Ito J, Matsuda T, Fukuyama H,
Shibasaki H: Modulation of the visual word retrieval system in writing: a functional MRI study on the
Japanese orthographies. J Cogn Neurosci 14:104-115 (2002).
・Sawamoto N, Honda M, Hanakawa T, Fukuyama H, Shibasaki H: Cognitive slowing in Parkinson's disease:
a behavioral evaluation independent of motor slowing. J Neurosci, in press (2002).
・Hanakawa T, Honda M, Fukuyama H, Shibasaki H: Neural correlates underlying mental calculations in abacus
experts. 投稿中
・Superior digit memory of abacus experts: an event-related functional MRI study. 投稿中

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

・本田 学、村田 昇：「独立成分分析（9）fMRI 画像解析への応用」Computer Today 95 (2000).
・本田 学、花川 隆：「脳のイメージ機能」乾 敏郎、安西祐一郎 編集、認知科学の新展開第４巻：岩波書店
pp.127-171（2001）．
・本田 学：「functional MRI データの探索型解析法」脳の科学 23: 727-734 (2001).
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・本田 学：「脳機能イメージングでみるパーキンソン病の運動と思考」脳の科学 23: 1093-1098 (2001).
・本田 学：「事象関連 fMRI の方法論と応用」臨床脳波 44:137-141 (2002).
・澤本伸克、本田学：「痛みのイメージング」神経研究の進歩、印刷中

3）口頭発表
ア）招待講演
＜Ⅱ期＞

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）

・本田

学：「運動から思考へ 〜パーキンソン病の脳機能賦活検査に学ぶ」第１５回日本大脳基底核研究会、霞

ヶ浦、２０００年７月
・本田

学：
「Imagine 〜脳のイメージ機能〜」脳と心のメカニズム第１回夏のワークショップ、京都、２０００

年８月
・本田

学：「事象関連 fMRI の方法論と応用」第３０回日本臨床脳生理学会シンポジウム「事象関連電位と事象

関連 fMRI の接点」、京都、２０００年１２月

イ）応募・主催講演等
＜Ⅱ期＞
・本田

（本課題はⅡ期より開始のため、Ⅰ期分はなし）
学、加藤比呂子、大原信司、池田昭夫、井上有史、三原忠紘、馬場好一、柴崎

浩：
「多変量自己回帰モ

デルをもちいた運動皮質間機能連関の解析：第 23 回日本神経科学大会・第 10 回日本神経回路学会合同大会」、
横浜、２０００年９月
・花川

隆、本田

学、岡田知久、福山秀直、柴崎

浩：
「そろばん熟練者の暗算の神経機構」
：第 23 回日本神経

科学大会・第 10 回日本神経回路学会合同大会、横浜、２０００年９月
・Hanakawa T, HondaM, Okada T, Sawamoto N, Fukuyama H, Shibasaki H: Rostral dorsolateral premotor activation
in human cognitive tasks does not result from inner speech.

New Orleans, USA, Nov. 2000.

・Sawamoto N, HanakawaT, Honda M, Shibasaki H: Cognitive Processing is slow in Parkinson's Disease. New
Orleans, USA, Nov. 2000.
・本田

学、Werhahn KJ、花川

隆、Cohen LG：「外側運動前野の認知機能：経頭蓋磁気刺激による検討」、第 24

回日本神経科学・第 44 回日本神経化学

合同大会、京都、２００１年１０月

・ Honda M, Kato H, Ohara S, Ikeda A, Inoue Y, Shibasaki H: Stochastic time-series analysis of
cortico-muscular coupling during sustained muscle contraction. San Diego, USA, Nov. 2001.
・Tanaka

S, Michimata C, Kaminaga T, Honda M, Sadato N: Superior digit memory of abacus experts: An

event-related functional MRI study. 8th International Conference on Functional Mapping of the Human
Brain, Sendai, Japan, June 2002.
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2. 言語的コミュニケーションの理解に関する研究
2.1. 脳活動非侵襲計測実験等に基づくコミュニケーション機能のモデル化に関する研究

2.1.2. 言語獲得と理解についての脳内メカニズムの解明

独立行政法人通信総合研究所関西先端研究センター知的機構研究室
室長・宮内 哲

要 約
＜Ⅰ期＞
カナ文字・単語の処理を段階的に変えた課題を使って fMRI および MEG 計測し、形態処理に関して紡錘状回、側
頭後下部、下後頭回などで刺激呈示後約 200ms 以内に、また音韻処理に関してブローカ野・島、ウェルニケ野、
縁上回などで約 200ms 以降に活動が検出された。形態処理に関して、(1)カナと疑似文字とで差がない、(2)左半
球優位の活動パターンが文字ではなく単語レベルで生じるなどの知見を得た。
＜Ⅱ期＞
fMRI により MEG ダイポールの位置を固定して解く逆問題解法を検討し、分割およびグループ化を含む新しい方
法を作った。内語実験データを解き、音韻処理に関わる部位の脳活動を抽出できた。

研究目的
＜Ⅰ期＞
文字や単語の形態、音韻、意味処理に関わる脳活動について多くの報告が過去に発表されているが、論文間で
一致を見ない点もある[1]、[2]。そこで段階的に処理の種類と負荷を変えた実験課題を設計し、ミリメートル程
度の高い空間分解能を有する機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)とミリ秒までの時間分解能を有する脳磁界計測装置
(MEG)の両方を使って、文字や単語の判断を行う際の時間的・空間的な脳活動を解明する。
＜Ⅱ期＞
MEG により得られた磁場分布から、一般に複数の発生源(電流ダイポール)を求める逆問題は解が唯一でない。そ
こで fMRI により得られた脳活動位置情報を拘束条件として用いる方法が検討されているが、多数のダイポールを
使う方法 [3]、[4]では最小ノルムなどの数学的仮定を必要とする点、また活動ピークにのみダイポールを固定す
る方法 [5]、[6]では拡がりを有する fMRI 脳活動結果に対し妥当でない可能性がある点など、問題点が残されて
いる。言語課題など高次脳機能では多数の空間的に拡がった脳活動が見られるので、このような場合に使える方
法を検討する。

研究方法
＜Ⅰ期＞
単純な線分の向きの判断、疑似文字ないし文字列が水平線を含むか否かの判断（形態処理）、カナ文字ないし文
字列が母音アを含むか否かの判断（形態・音韻処理）、カナ文字列が名詞(あるいは動詞)か無意味かの判断（形態・
音韻・意味処理）を要求する７課題を実験した。fMRI では７つの課題のうち一つを test 条件、他の一つを control
条件として脳活動の差をとる６つの実験を、右利き健常者 7 人（一部は 5 人）の被験者について行った。磁場強
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度 1.5T の fMRI 装置(Siemens, Vision)により、4 秒毎に頭部全体をカバーする 16 スライスを EPI スキャン(TE 66ms、
Flip Angle 90 deg、スライス厚 7 mm、スライス間隔 2.8 mm、voxel 2.2x2.2x7.0 mm)により撮像し、一つの実験
毎に計 120 回のスキャン (test 条件と control 条件各々60 回)を行った。被験者の頭の動きの補正を行った後、2
条件間の信号の差を cross-correlation 法により評価し、有意水準 10-4 で顕著な差があった voxel を抽出した。
MEG では４条件の脳活動を被験者４人について計測した。BTi 社の 148 チャネル全頭型システム(Magnes 2500)を
使用し、約 200 回の epoch を約 8 分間で計測し加算平均した。波形は 1-40Hz のバンドパスフィルターを通し、磁
界の等高線図から湧きだしと吸い込みを含む 38 チャネルのデータを選びだし、単一ダイポール近似で活動源を推
定した。この際、以下の基準で有効なダイポールを選び出した。(1) Goodness-of-fit (測定磁場と計算磁場の一
致の程度を示す目安)が 80%以上、(2)95%confidence volume が 4.2cm3 以下（半径 1cm の球）、(3)10ms 程度以上の
時間大きく動かない、(4)ダイポールから計算した磁場分布が測定結果と矛盾しない。
＜Ⅱ期＞
様々な発生源の作る脳磁界分布に対して、位置を固定したダイポール・モーメントをフィッティングするシミュ
レーションにより、(1)位置ずれとフィッティングの良さの関係、(2) ダイポール間距離とクロストーク（近い距離
にあるダイポールが相互に依存しあう現象）の関係を検討した。さらに(1)(2)の結果に基づいて解法のアルゴリズム
を作り、実データに適用してその有用性をみた。用いたデータは、音韻ループに関する作業記憶課題として知られる
Sternberg 課題を用いており、あらかじめ記憶しておいた６文字の無意味文字列を内語する際の脳活動を計測する実
験により得たものであり、Ⅰ期で行った単語判断実験と同様な方法で、fMRI および MEG 計測した。

研究成果
＜Ⅰ期＞
被験者間の全般的な活動レベルの違いに影響されないために、被験者毎にそれぞれの部位での顕著な差を生じ
たボクセル数を他の部位全部の顕著なボクセル総数で割った相対数を脳活動の大きさを評価する指標として用い
ることにした。過半数の被験者に有意な脳活動変化が見られた部位の中で、脳活動が処理に依存する結果を示し
た部位は６つあり、これらが言語処理特有の脳活動に関わる部位と判断した。単一文字の形態処理に関わる部位
として、紡錘状回（左右）、側頭後下部（左右）、下後頭回（左右半球）の活動が現われた。文字列の場合は前二
者が左半球側有意となった。また、これらの活動はカナ文字と疑似文字とで差はなかった。従って、過去の英単
語について議論されている単語あるいは単語もどきにのみ活動する単語の視覚形態処理特有の部位 (“visual
word-form center”)はカナに関しては見られなかった。また音韻処理に関わる部位としてブローカ野ないし島（左）、
ウェルニケ野（左）、縁上回（左）の活動が現われた。これらは課題の中で要求されている音韻変換や音韻分析お
よび内語に関わる活動部位と思われる。名詞検出と動詞検出は類似していた。形態処理と音韻処理で現われた部
位以外に新たな活動部位が生じなかったことから、これらの課題に含まれる意味処理は音韻処理にかかわる部位
に近い場所（例えばウェルニケ野付近）であった可能性が示唆される。MEG 計測の結果、形態処理に関わる後頭－
側頭下部における脳活動は刺激呈示より 100-200ms 程度で、また音韻処理(ないし意味処理)に関わる部位の活動
はこれより後の潜時で生じた。得られた活動部位を４人の被験者、４つの課題に関して比較すると、fMRI と MEG
とで共通に活動が現われた場合が多いが、fMRI のみあるいは MEG のみに現われた場合もあり、比較すると fMRI の
方が MEG に比べより多くの活動源を検出した。考え得る原因として、fMRI と MEG の検出感度の差および MEG の単
一ダイポール近似の限界などがある。
＜Ⅱ期＞
シミュレーションにより、磁場をうまく説明できる(平均磁場相関係数 94%)ための位置ずれの許容値は 20
mm(±10 mm)であることがわかり、また 2 つのダイポール間の影響が大きい(モーメントの大きさの比が 50%以上と
なる)確率は、距離数 cm 以上においてかなり減少（距離が 2 cm なら確率は 29%、4 cm では 6%）することがわかっ
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た。これらの結果から、fMRI の活動領域を 2 cm 以下の小領域に分割して分割単位毎にダイポールを一つ固定する
(分割処理)、および MEG データにフィッティングした後、顕著なダイポールの内、距離や時間相関から分離不可
能と判断したダイポールの組をまとめる(グループ化処理)という二つの処理を含む逆問題アルゴリズムを考えた。
この方法を内語データに適用した結果を図１に示す。今回解析したデータ一例について、fMRI の脳活動結果から、
62 個所のダイポールが抽出され（内 6 個は fMRI の結果にもれていると予想される control 課題（合図があっても
何もしない）の脳活動として、後頭部付近に人為的においた）、最終的には 13 個のグループの脳活動が得られた。
音韻処理に関わる部位として、左島および上側頭後部などの活動が 100 ms 台 および 200 ms 付近に、またブロー
カ野付近の活動が 200 ms 台後半に得られ、内語処理に直接関わると思われる。右半球の対応部位でも脳活動が見
られたが、言語処理に特有とされる左半球側の活動に連動してこれらの部位も活動したことが示唆される。

考 察
＜Ⅰ期＞
カナ・疑似文字や文字列を使って形態・音韻・意味処理やその負荷を段階的に変えた課題を使って fMRI および
MEG 計測することにより、処理と活動部位・時刻の関連を明らかにした。この結果は、過去の英単語実験に関して
批判のある報告間の矛盾 [2]を解消することに寄与し、またカナ、かなと漢字を併用する日本語特有の表記に関
わる脳活動の内、カナに関わる活動を調べた結果として、今後役に立つものと思われる。形態処理の３部位およ
び音韻処理の３部位の役割分担とそれらの相互の関連については、さらなる研究が望まれる。意味処理は今回の
課題では分離できなかったが、脳内の多くの部位が関連するとの報告もあり、処理内容の微妙な差によって活動
が変わり得ることを反映しているのかもしれない。今後さまざまな課題についての実験が有益と思われる。
＜Ⅱ期＞

fMRI の活動部位にダイポールを固定して解く逆問題解法について、シミュレーションから、分割と
グループ化を含むアルゴリズムを提案した。この方法は、最小ノルム条件などの数学的仮定を含まず、
MEG のもつ情報を十分引き出せるようにした。空間的な精度は少数ダイポールを解く場合の解析方法と
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比べると荒くなるが、頭部の多くの部位に分散した脳活動を捉えることができる。言語実験データ一
例に適用して、多くの分布した脳活動源の推定が可能であることを示した。今後さらに解剖学的ない
し生理的拘束条件を追加し、MEG マルチダイポール解析結果と組み合わせるなどにより、方法の改良が
可能と思われる。
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2. 語的コミュニケーションの理解に関する研究
2.1. 活動非侵襲計測実験等に基づくコミュニケーション機能のモデル化に関する研究

2.1.3. 語機能の脳内機構の解明に関する研究

慶応義塾大学研究室名言語文化研究所
教授・大津 由紀雄

要

約

＜Ⅰ期＞
研究課題を遂行するにあたり、生成文法理論と呼ばれる言語理論を基盤に据え、その観点から、まず、言語知
識の認知心理学的モデルを構築する。さらに、言語発達と言語理解（特に、統語解析）の認知心理学的モデルを
構築する。そして、最後に、これらの認知心理学的モデルに基づき、言語機能の脳内機構の解明に向けて実験を
行い、できる限りのモデル化を行う。Ⅰ期においては、そのための予備的作業を行った。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期の成果を基盤に作業を継続した。研究課題を遂行するにあたり、生成文法理論と呼ばれる言語理論を基盤
に据え、その観点から、まず、言語知識の認知心理学的モデルを構築する。さらに、言語発達と言語理解（特に、
統語解析）の認知心理学的モデルを構築する。そして、最後に、これらの認知心理学的モデルに基づき、言語機
能の脳内機構の解明に向けて実験を行い、できる限りのモデル化を行う。これらに加え、Ⅱ期においては、文献
データベースの構築および本プロジェクトの成果の整理と今後の研究課題の明確化を行う。

研究目的
＜Ⅰ期＞
Ⅱ期での本格的研究に向け、システムの立ち上げと研究各項目について予備的研究を行う。

＜Ⅱ期＞
Ⅰ期の成果を基盤にして、各項目について作業を継続し、終了時までに一定のまとまった成果をあげる。

研究方法
＜Ⅰ期＞
ア）日本語と英語を主な対象言語してモデル化を行うにあたり、日本語、英語それぞれの母語話者の直感を利用
したフィールワークを行う。
イ）学齢前の幼児を対象とした認知心理学的実験を行う。
ウ）成人を対象とした認知心理学的実験を行う。
エ）成人を対象とした脳活動非侵襲的計測実験を行う。
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＜Ⅱ期＞
ア）日本語と英語を主な対象言語してモデル化を行うにあたり、日本語、英語それぞれの母語話者の直感を利用
したフィールワークを行う。
イ）学齢前の幼児を対象とした認知心理学的実験を行う。
ウ）成人を対象とした認知心理学的実験を行う。
エ）成人を対象とした脳活動非侵襲的計測実験を行う。
オ）成人失語症患者を対象とした認知心理学的実験を行う。
カ）主要文献データベースの構築
キ）成果の整理と今後の研究の課題の明確化

研究成果
＜Ⅰ期＞
ア）言語知識・言語理解の認知心理学的モデル
生成文法理論に基づき、日本語と英語を主な対象言語として、モデルの構築のための予備的作業を行った。

イ）言語発達に関する実験的研究
生成文法理論に基づくモデルとニューラルネットワークに基づくモデルを対比させることによって、言語発達
モデルが満たすべき諸条件を明確化できた。また、学齢前の幼児を被験者とする実験に着手した。

ウ）言語理解に関する実験的研究
言語理論における計算概念と言語理解（特に、統語解析）における計算概念の違いと関係について明確化する
ことによって、言語理解モデルが満たすべき諸条件を明確化できた。また、成人を被験者とする実験に着手した。

エ）言語の脳内処理に関する実験的研究
乾敏郎京都大学大学院教授らの協力を仰ぎながら、脳活動非侵襲的計測の方法について検討し、言語の脳活動
についての効果的な研究方法について検討を加えた。

＜Ⅱ期＞
ア）言語知識・言語理解の認知心理学的モデル
生成文法理論に基づき、日本語と英語を主な対象言語として、モデルの構築を行った。

イ）言語発達に関する実験的研究
学齢前の幼児を被験者とする実験を行った。主な対象構造は受動態である。その結果、言語発達における生得
的言語機能の働き、および、言語知識と語用知識の相互作用の様態が明確になった。

ウ）言語理解に関する実験的研究
成人を被験者とする統語解析実験を行った。その結果、統語解析の初期段階で用いられると考えられる一般的
原理が明確となった。

エ）言語の脳内処理に関する実験的研究
乾敏郎京都大学大学院教授らの協力を仰ぎながら、脳活動非侵襲的計測の方法を用いて、脳内処理における基
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本的概念として統語範疇と（一般）概念を区別する事の必要性が明らかとなった。

考

察

＜Ⅰ期＞
当初の目的に照らして立てた目標を達成することができた。しかし、本プロジェクト全体として見たとき、次
ぎの問題点を指摘することが必要であろう。関連諸領域の研究者との間に議論のための共通の基盤がほとんど形
成されていない状態で本プロジェクトが立ち上げられた。共通の基盤形成のためのブレインストーミングにより
多くの時間を割くべきであったと思う。
なお、本研究の成果は原著論文として発表した以外に、学会等での講演などでも積極的に発表し、言語の脳科
学に対して関心を持つ若い研究者との交流が始まった。

＜Ⅱ期＞
当初の目的に照らして立てた目標を達成することができた。しかし、Ⅰ期同様、関連諸領域の研究者との間に
議論のための共通の基盤がほとんど形成されていない状態が部分的に継続したことは反省すべき点である。Ⅰ期
の場合と同じく、共通の基盤形成のためのブレインストーミングにより多くの時間を割くべきであったと思う。
なお、本研究の成果は原著論文として発表した以外に、学会等での講演などでも積極的に発表し、Ⅰ期で始ま
った、言語の脳科学に対して関心を持つ若い研究者との交流が継続し、非常に有意義であった。このような交流
が今後も持続するよう、言語理論研究者を抱きこんだ形での研究プロジェクトが継続されることを強く希望する。

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・大津由紀雄「文法の脳科学」『心理学評論』40,3,265-277. 1997 年 9 月.
・大津由紀雄「生成文法の研究戦略」『心理学評論』40,3,283-286. 97 年 9 月.
・Yukio Otsu "Binding phenomena' in acquisition and modularity of knowledge" Studies in English Linguistics,
551-557.

1997 年 9 月.

・大津由紀雄「言語の脳科学をめざして」『生体の科学』49,1, 5-9. 1998 年 2 月
・Yukio Otsu "A preliminary report on the independence of sentence grammar and pragmatic knowledge: the
case of the Japanese passive: a developmental perspective. "Keio Studies in Theoretical Linguistics
2, 161-170.

2000.

＜Ⅱ期＞
・乾敏郎・安西祐一郎編「言語機能の性質と発達」『運動と言語 （認知科学の新展開 3）』東京：岩波書店.2001

イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Toshio Inui, Yukio Otsu et al. "A functional MRI analysis of comprehension of
NeuroReport 9, 3325-3328. 98 年.
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＜Ⅱ期＞
・Yukio Otsu "Scrambling, indirect passives, and wanna contraction. " Behavioral and Brain Sciences 23,
45-46.

2000.

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・大津由紀雄ら. 『言語科学と関連領域』東京：岩波書店.1998.
・大津由紀雄ら. 『言語の獲得と喪失』東京：岩波書店.1999.

＜Ⅱ期＞
・Yukio Otsu "New Experimental Data on the Acquisition of Japanese Passives and Their Implications. "
Reports of the Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies 33,207-210.

2002.

イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Yukio Otsu “First Language Acquisition.”Natsuko Tsujimura (ed.) The Handbook

of Japanese Linguistics.

378-397.1999.

3）口頭発表
ア）招待講演
＜Ⅰ期＞
・"Scrambling in Japanese" University of Hawaii, May 1997
・"Cognitive Science of Language" Keio Academy of New York, June 1997
・"On the Acquisition of Japanese" Keio Academy of New York, June 1997
・「fMRI による構文解析に関わる領野の特定」（乾らと共同発表）

第２１回日本神経心理学会総会、97 年 9 月.

・「文法の脳科学」第２１回日本神経心理学会総会、97 年 9 月.
・"Acquisition of Passive in Japanese" MayFest, May 1998
・「文法の脳科学」日本言語学会春季大会シンポジウム、慶應義塾大学、1998 年 6 月 30 日
・"Parsing Japanese sentences"

国際高等研究所研究プロジェクト「言語の脳科学」国際シンポジウム、国際

高等研究所、1998 年 11 月 13 日

＜Ⅱ期＞
・「ことばからみた心と脳」国際高等研究所講演会「ことばと脳」、京大会館、2000 年 6 月 17 日
・「生成文法の研究戦略」日本認知科学会第 17 回大会会長講演、浜松文化芸術大学、2000 年 7 月１日
・「文法の認知科学」滋賀大学認知科学研修会講演、滋賀大学、2000 年 10 月 20 日
・「認知科学としての第二言語習得研究」日本第二言語習得学会設立記念大会記念講演、静岡大学、2001 年 3 月 24 日

イ）応募・主催講演等
＜Ⅰ期＞
・
「言語の普遍的特性---埋め込みと長距離依存」関西脳プロジェクト公開シンポジウム、けいはんなプラザ、1998
年 12 月 15 日
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・「言語獲得における文文法と語用知識」関西脳プロジェクト研究成果報告会、けいはんな都ホテル、1999 年 10
月 25 日
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2. 言語的コミュニケーションの理解に関する研究
2.2. 言語的コミュニケーションの非言語的コミュニケーションの計算理論からの拡張に関する研究

2.2.1. 言語的コミュニケーションにおける埋め込み構造の最適化原理に基づく研究

長岡技術科学大学和田研究室（先端サイバネティックス講座）
助教授・和田 安弘

要

約

＜Ⅰ期＞
最適化原理による運動パターンの生成理論を発展・展開させることによって、言語的コミュニケーションの脳
内情報表現と脳内計算機構の原理の理解を目標に研究を行い、以下の研究を実施した。
ア）複雑な順序的運動軌道生成（例えば書字運動など）における経由点の時間情報の最適化モデルの提案
イ）書字運動による高さ方向通過位置の運動時間による変化に関する考察
ウ）運動パターン（経由点）の生成と認知
エ）不完全な内部モデルによる軌道生成

＜Ⅱ期＞
ア）最適化軌道の厳密解の計算アルゴリズムの提案
イ）３次元運動における最適化規範の比較検討
ウ）到達運動における運動速度と３次元方向の運動量の変化について、失書患者と健常者の比較検討
エ）多重内部モデルの獲得に関する検討
オ）強化学習的枠組みによる経由点情報抽出モデルの提案とそれを使った認識モデルの構築。

研究目的
言語的コミニュケーションの脳内情報表現と脳内計算機構の原理の理解

研究方法
数理技術、神経回路モデル、行動実験等

研究成果
ア）運動軌道生成モデルにおける経由点の時間情報の最適化
これまで提案されている運動軌道生成モデルでは、複数の経由点の空間情報と時間情報を与えて、それを境界
条件とする最適化問題を解くことによって運動軌道の生成を行っている。本研究では経由点の空間・時間情報の
うち時間情報を境界条件としないアルゴリズムを提案した。つまり、時間情報を与えないで位置情報だけを境界
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条件として与えて、各経由点の通過時刻を最適化アルゴリズムに従って決定する機構を提案した。理論的には、
以下の２点について明らかにし、提案したアルゴリズムが経由点の通過時間を運動規範を最適化するように決定
していることを数値実験によって確認した。
・繰り返し計算によって指令トルク変化最小規範の値の単調減少性。
・指令トルク変化最小規範の評価値が最適な値になったとき、このアルゴリズムが収束すること。
この結果、複雑なコミュニケーションパターンを生成する場合においても、脳は運動の時間情報を記憶しなく
ても、空間情報だけを記憶しておくだけで生成できる可能性があることを示した。

イ）書字運動による高さ方向通過位置の運動時間による変化に関する考察
運動軌道生成において、運動時間変化による経由点の位置変動（高さ方向）の運動実験を実施し、運動時間が
ある程度長い場合には手先の書字動作時に通過する高さはほぼ一定であるが、運動時間が短くなるに従って、手
先の高さが通過する位置は低くなる関係を明らかにし、それと最適化規範との関係を調べ、運動時間と経由点位
置の変動の関係が最適化規範と強い相関があることを確認した。また、この運動を再現する軌道生成モデルを提
案し、計算機シミュレーションによってヒトの運動を再現することを確認した。

ウ）運動パターン（経由点）の生成と認知
運動生成による運動パターン認知の概念をリカレント型の神経回路網の学習によって獲得するために、書字運
動のデータを使って数文字について学習実験を行い、リカレント型の神経回路網モデルで経由点から意図（認識）
、
意図から経由点（生成）の双方向の変換が可能であることを確認した。また、数種類の身振り動作を対象とした
神経回路網の学習実験を行い、同様に生成と認識が可能であることを確認し、連続運動のセグメンテーションの
可能性を確認した。

エ）不完全な内部モデルによる軌道生成
平面上における腕の多関節２点間到達運動について、「脳の内部モデルの不完全性のために実現された手先軌
道が曲がる」という仮説の妥当性を明らかにするために、シミュレーション実験を行い、人の計測データと比較
し、その結果、この仮説では手先軌道の特徴を最適化規範である「指令トルク変化最小規範」ほどには、よく説
明することができないことを確認した。

オ）最適化軌道の厳密解の計算アルゴリズムの提案
最適化規範である指令トルク変化最小軌道は、人の運動をよく再現する規範であると考えられているが、安定
して最適軌道を得る方法を確立することが困難であり、その方法を確立することが重要である。オイラー・ポア
ソン方程式に基づく方法を提案し、短時間で、精度の高い軌道が得られることを確認した。

カ）３次元運動における最適化規範の比較検討
指令トルク変化最小規範に従った身振り・手ぶり等の認識モデルの研究を行うために、腕の３次元運動のモデ
ル化を行い、他の提案されている運動規範と比較して、指令トルク変化最小規範が、手先軌道および腕姿勢をも
っともよく再現する規範であることを示した。また、手話・身振りなどコミュニケーションのための３次元空間
での連続動作を生成・認識する順逆緩和型神経回路網モデルに関する検討を実施し、２次元空間のモデルの自由
度を修正することによって、軌道生成が可能であることを確認したが、腕姿勢（肘位置）の推定アルゴリズムの
研究が必要であることが判明した。

キ）到達運動における運動速度と３次元方向の運動量の変化について、失書患者と健常者の比較検討到達運動に
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おける運動速度と３次元方向の運動量の変化について、失書患者を被験者とした実験を実施し、健常者と失書患
者の以下の相違を確認した。
・運動時間と手先の最高到達高さの関係：健常者では運動時間が短くなるほど、手先の最高到達高さが低くなる
が、失書患者ではその傾向は見られなかった。
・運動時間と躍度の関係：運動時間が長くなるにつれて、健常者に比べ失書患者の躍度が大きくなる傾向が見ら
れた。
・運動距離のばらつき：健常者よりも失書患者の運動距離のばらつきが大きかった。
・計測軌道と躍度最小軌道との相関：運動の前半と後半に分けて比較したところ、失書患者の方が運動の後半の
相関が低かった。
これらは、失書患者においては、「滑らかさを考慮に入れた運動の計画が困難であること」、「フィードバック制
御に依存した運動を行っていること」を示唆すると考えられる。

ク）多重内部モデルの獲得に関する検討
単関節マニピュランダムによって 2 つの異なる粘性力場（正・負）を発生させ、異なる粘性力場に対するヒト
の単関節到達運動の学習過程を観察し、明確な視覚の cue を与えることで 2 つの異なる粘性力場に対する内部モ
デルを、時間間隔をあけることなく同時に獲得可能であることを示唆する実験データを得た。

ケ）強化学習的枠組みによる経由点情報抽出モデルの提案とそれを使った認識モデルの構築
滑らかさ規範に基づく３次元の運動軌道生成モデルを核として、強化学習の枠組みによって、経由点情報等の
特徴量を陽として与えることなく手話・身振りなどの複雑な順序的運動の生成・認識を可能とするモデルを提案
した。

考

察
滑らかさの最適化原理に従って、コミュニケーションのための脳内情報表現と脳内計算機構の原理の理解を目

標に研究を推進して、手話等のコミュニケーションのためのパターンの生成・認識が最適化原理に従って実現で
きる可能性を示唆できる計算機実験等を積み重ねることができた。また、脳の損傷患者を被験者とした実験によ
って、コミュニケーションパターンの生成のための基本的な計算原理の１つが滑らかさによるものである可能性
を示唆することができた。
しかしながら、言語的コミュニケーションパターンの生成のためには、文法等の言語獲得のための学習原理・
表現等のさらなる研究が重要であることがわかり、これらの脳内情報表現方法や、計算機構の提案が今後の重要
な課題である。

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・和田安弘, 川人光男: 経由点の運動時間情報最適化を考慮した計算論的軌道生成モデル. 電子情報通信学会論
文誌 , J82-D-II, 11, 2058-2066, 1999.
・櫻庭尚良, 大須理英子, 中野恵理, 和田安弘, 川人光男:不完全な逆ダイナミクスモデルによる制御での手先
軌道の特徴の説明. 電子情報通信学会論文誌 DII, J83-D-II, 2, 784-794, 2000.
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＜Ⅱ期＞
・櫻庭尚良, 大須理英子, 中野恵理, 和田安弘, 川人光男: 不完全な内部モデル表現形式による手先軌道予測の
比較検討, 計測自動制御学会論文集, 36, 7, 599-608, 2000.
・金子勇一, 中野恵理, 大須理英子, 和田安弘, 川人光男: Euler-Poisson 方程式を用いた指令トルク変化最小
軌道生成,電子情報通信学会論文誌 DII , J83-D-II, 5, 1381-1391, 2000.
・相波岳之, 和田安弘: ヒト腕の矢状面運動での手先高さと運動時間に関する計算論的考察,電子情報通信学会
論文誌 DII, J83-D-II, 8, 1822-1831, 2000.
・山中和博, 和田安弘, 川人光男: ３次元ヒト腕運動における軌道計画規範の定量的比較検討,電子情報通信学
会論文誌 DII, J85-D-II, 3, 493-503, 2002.
・川端康宏, 琴坂信哉, 山本憲司, 北澤茂, 和田安弘, 川人光男: 複数の粘性力場に対する多重内部モデルの獲
得,電子情報通信学会論文誌 DII, J85-D-II, 4, 630-640, 2002.
・和田安弘 , 曽我洋輔 , 山中和博 , 川人光男, 3 次元ヒト腕運動における手先軌道・腕姿勢の予測規範の検討,
計測自動制御学会論文集,

2002(投稿中)

・宇賀田正臣 , 黒田朋枝 , 今 寛 , 吉岡利福 , 和田安弘 , 川人光男, 効果器間協調における順モデル使用の
可能性---ヒトの把持力負荷力結合モデルの仮説の検討---, 電子情報通信学会論文誌 DII, 2002(投稿中)

イ）国外誌
＜Ⅱ期＞
・Y. Wada, T. Aiba, K. Fukuzawa : An examination of a relation between hand height position and motion
duration on the human sagittal plane movement based on the minimization principle, Neurocomputing,
38-40, 1581-1587, 2001.
・Y. Wada, T. Aiba, K. Fukuzawa : A computational trajectory formation model for the human sagittal
plane movement at various motion durations, Neurocomputing, 38-40, 1589-1594, 2001.
・Y. Wada , Y. Kaneko, E. Nakano, R. Osu, M. Kawato : Quantitative examinations for multi joint arm
trajectory planning by a strict and robust calculation algorithm of minimum commanded torque change
torajectory,

Neural Networks, 14, 4-5, 381-393, 2001

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅰ期＞
・和田安弘：運動経由点の通過時刻最適化による書字運動モデル,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集,
31-32, 1997
・櫻庭尚良, 大須理英子, 中野恵理, 和田安弘,川人光男: 不完全な逆ダイナミクスモデルによる制御での手先
軌道の特徴,電子情報通信学会技術研究報告, NC98-31, 1998
・和田安弘, 川人光男: 運動経由点の時間情報最適化による書字運動モデル,電子情報通信学会技術研究報告,
NC98-4, 1998
・金子勇一, 中野恵理, 大須理英子, 和田安弘, 川人光男: オイラー．ポアソン方程式を用いた弾性トルク変化
最小軌道の生成,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集, PB15[67-68], 1998
・相波岳之, 和田安弘, 福澤一吉:人腕の３次元運動における手先高さと運動時間に関する考察,電子情報通信学
会信越支部大会講演論文集, PA17[33-34],1998
・相波岳之, 和田安弘 :ヒト腕の矢状面運動での手先軌道：手先高さと運動時間の関係,電子情報通信学会技術
研究報, NC99-29, 1999.
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・金子勇一, 中野恵理, 大須理英子, 和田安弘, 川人光男: Euler-Poisson 方程式を用いた指令トルク変化最小
軌道生成,電子情報通信学会技術研究報, NC99-30, 1999.
・大川慶, 和田安弘 :遺伝的アルゴリズムによる書字運動経由点による多様な文字の生成,電子情報通信学会技
術研究報告, PRMU99-97, 1999.
・金子勇一, 和田安弘, 川人光男: Euler-Poisson 方程式に基づいた非線形最適化による軌道の生成,応用数理
学会年会, 286-287,1999
・下館徳行, 和田安弘:運動経由点を用いた身振り運動の生成・認識ニューラルネットワーク,電子情報通信学会
信越支部大会講演論文集, 69-70(PB18), 1999
・山中和博, 和田安弘: 時間情報最適化を考慮した書字運動経由点の推定,電子情報通信学会信越支部大会講演
論文集, 67-68(PB17), 1999
・櫻庭尚良, 大須理英子, 中野恵理, 和田安弘, 川人光男: ヒトの手先軌道の特徴の説明

-不完全な内部モデ

ルによる検討,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 161-162(F2), 1999
・金子勇一, 中野恵理, 大須理英子, 和田安弘, 川人光男: Euler-Poisson 方程式を応用した反復計算による指
令トルク変化最小軌道生成,日本神経回路学会第 9 回全国大会, 195-196(P3-21), 1999
・相波岳之, 和田安弘: ヒト腕における手先高さと運動時間の関係,日本神経回路学会第 9 回全国大会,
107-108(P2-12), 1999
・櫻庭尚良, 大須理英子, 中野恵理, 和田安弘, 川人光男: 不完全な逆ダイナミクスモデルによる手先軌道生成
の検討,日本神経回路学会第 9 回全国大会, 193-194(P3-20), 1999
・相波岳之, 和田安弘: ヒト腕の矢状面運動における手先高さと運動時間に関する考察,生体生理工学シンポジ
ウム(BPES'99), 85-88(1C1-1),1999
・金子勇一, 和田安弘, 川人光男: Euler-Poisson 方程式を用いたヒト腕の最適軌道の生成,カオス・フラクタル・
ニューラルネットとその周辺, 48-58, 2000

＜Ⅱ期＞
・川端康宏, 琴坂信哉, 山本憲司, 北澤茂, 和田安弘, 川人光男: 複数の粘性力場に対する多重内部モデルの獲
得,電子情報通信学会技術研究報告, NC2000-67, 2000
・山中和博, 和田安弘, 川人光男: ３次元ヒト腕運動における軌道計画規範の比較検討,電子情報通信学会技術
研究報告, NC2000-68, 2000
・宮川政貴, 今水寛, 黒田朋枝, 和田安弘, 川人光男: ヒトの対象物操作における把持力負荷力結合の変化,電
子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 19-20(PA10), 2000
・山中和博, 和田安弘, 川人光男: ３次元運動軌道生成における軌道計画規範の検討,電子情報通信学会信越支
部大会講演論文集, 337-338(P1), 2000
・川端康宏, 山本憲司, 北澤茂, 琴坂信哉, 和田安弘, 川人光男: 複数力場における多重内部モデルの検討,電
子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 21-22(PA11),2000
・本間洋行, 金子勇一, 中野恵理, 和田安弘, 川人光男: ヒト腕の軌道生成規範の妥当性の検証− 指令トルク最
小規範と最小分散規範の比較− ,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 23-24(PA12), 2000
・宇賀田正臣, 黒田朋枝, 今水寛, 吉岡利福, 和田安弘, 川人光男: ヒトの把持力負荷力結合モデルの仮説の検
討,電子情報通信学会技術研究報告, NC2001-23, 2001
・安藤瑞記, 和田安弘, 福澤一吉: ヒトの書字運動生成・認識における表現に関する一考察,電子情報通信学会
信越支部大会講演論文集, 37-38, 2001
・宇賀田正臣, 黒田朋枝, 今水寛, 吉岡利福, 和田安弘, 川人光男: 効果器間協調における順モデル使用の可能
性の検討,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 93-94, 2001
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・住田桂一, 和田安弘: 運動動作の獲得と識別の学習モデル,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 91-92,
2001
・松井章, 津野田聡子, 和田安弘, 福澤一吉:頭頂葉損傷患者における矢上面運動の運動時間と手先高さに関す
る考察,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 33-34, 2001
・露木公孝, 上村直樹, 和田安弘: 指令トルク変化最小によるヒト腕三次元運動予測とその神経回路網による実
現,電子情報通信学会信越支部大会講演論文集, 39-40, 2001
・宇賀田正臣, 黒田朋枝, 今水寛, 吉岡利福, 和田安弘, 川人光男: 把持力負荷力結合モデルの検討,日本神経
回路学会第 11 回全国大会, 187-188(P3-2), 2001
・川端康宏, 琴坂信哉, 山本憲司, 北沢茂, 和田安弘, 川人光男: 多重内部モデルの獲得-複数の粘性力場にお
ける検討-,日本神経回路学会第 11 回全国大会, 209-210(P3-13), 2001
・住田桂一, 和田安弘:コミュニケーションにおける複雑な運動パターンの獲得,電子情報通信学会技術研究報告,
HIP2001-63, 2001

イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Y. Wada, M. Kawato : A computational model for arm trajectory formation by optimization of via-point
time, International Conference on Neural Information Processing (ICONIP'99), 341-346, 1999.
・Y. Wada, N. Shimodate : Neural networks of formation and perception using motion via-points: An
application to hand gestures, International Conference on Neural Information Processing (ICONIP'99),
795-800, 1999.

＜Ⅱ期＞
・Y. Wada, T. Aiba, K. Fukuzawa : An examination of a relation between hand height position and motion
duration on the human sagittal plane movement based on the minimization principle、Computational
Neuroscience Meeting (CNS2000), 154, 2000.
・Y. Wada, T. Aiba, K. Fukuzawa : A computational trajectory formation model for the human sagittal
plane movement at various motion durations, Computational Neuroscience Meeting (CNS2000), 153, 2000.
・Y. Wada, Y. Kaneko, E. Nakano, R. Osu, M. Kawato : Multi joint arm trajectory formation based on the
minimization principle using the Euler-Poisson equation, LNCS(ICANN 2001), 2130, 977-984, 2001.
・Y. Wada, K. Yamanaka, M. Kawato : Consideration of human arm trajectory planning in three-dimensional
space, ISHF2001(The international Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions),
161-167, 2001.

3）口頭発表
ア）招待講演
＜Ⅱ期＞
・ K. Fukuzawa, Y. Wada : Rethinking Neuropsychological Writing Impairment An implication from
computational theory of cursive handwriting, International Workshop on Computational Handwriting
Models, Nijmegen, The Netherlands, 2000.
・Y. Wada : A computational handwriting model based on the minimization principle, International Workshop
on Computational Handwriting Models, Nijmegen, The Netherlands, 2000.

118

ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究

3. コミュニケーションの脳科学のための新しい計測技術開発の研究
3.1. コミュニケーション時のヒト脳活動の非侵襲計測法開発に関する研究

3.1.1. ３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムの脳研究への応用

株式会社島津製作所基盤技術研究所
主幹研究員・吉田

要

佳一

約
従来の脳磁計は、脳活動源を微小な点電流と仮定して、測定磁場にフィットする磁場を発生する電流ダイポー

ルの位置、大きさ、方向を計算により求めてきた。本研究では、広がりを持つ脳活動源を解析できるハードウエ
アとソフトウエア（バーチャルセンサ法）を開発した。ヒトの視覚誘発脳磁図により、本手法が1mm程度の3次元
空間分解により広がった脳活動を正確に計測する性能をもつことを確認した。

研究目的
コミュニケーション時の複雑な脳活動を脳磁計により測定し、その活動を解析できる計測法およびその解析法
の確立を目標とする。

研究方法
脳磁場を高時間分解能、高空間分解能で捉えることのできる脳磁計バーチャルセンサシステムを開発する。
・3-Dバーチャルセンサシステム（ハードウエア）を開発する。
・バーチャルセンサ法と呼ばれる新しい電源解析法（ソフトウエア）を開発する。
・上記の開発したハードウエアによりヒトの脳活動を計測し、開発した装置が広がった脳活動を正確に計測する
性能をもつことを確認する。

研究成果
ア）3-D バーチャルセンサシステムの開発
３Ｄ脳磁計バーチャルセンサシステムのトータルシステムを構築した。本システムは、センサユニット、ガン
トリー、椅子・ベッド、SQUID 回路ユニット、データ収集ユニット、データ解析ユニット、リアルタイムモニター、
脳波計などにより構成させる。本システムのブロック図を図 1 に示す。また、座位および仰臥位における装置概
観写真をそれぞれ図 2、3 に示す。さらに、測定精度評価装置により性能を評価し、単一ダイポールを 3mm 以下の
精度で MRI 画像上に計算できることを確認した。以上より、試作したトータルシステムが所望の性能を有するこ
とを確認できた。
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図１．装置のブロック図

イ）複数の広がった脳活動源の新しい計測法・解析法の開発
Wiener 推定の手法をバーチャルセンサ法に導入し、MRI により得られる脳構造データ、fMRI により得られる脳
活動データと脳磁図データを統合する革新的な非侵襲脳活動計測法を開発した。具体的には、fMRI データと MR 画
像から抽出した脳構造モデルにより脳の活動位置を特定した後、MEG データからバーチャルセンサ法（Wiener 法）
により脳の活動変化を推定する。本手法により、fMRI の高空間分解能と MEG の高時間分解能を併せ持つ脳活動の
解析が可能となる。概念図を図 4 に示す。
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図 4. 概念図

ウ）視覚情報処理機能の研究
装置の有効性を確認するため本手法を視覚誘発脳磁気データに適用し、視覚一次感覚野において上下視野に対
する反応部位の時間変化と広がりを、従来の臨床的知見と矛盾することなく特定できた。時間変化を図５に、脳
内の電源の広がりを図６に示す。さらに、開発された計測、解析手法を用いて動きの手がかりによる３次元視の
情報処理を研究し、グループ運動がV5野で検出され、その情報がV2/3野に送られて処理され、３次元運動視が成
立することを明らかにした。

考

察
Wiener 推定の手法をバーチャルセンサ法に導入し、MRI により得られる脳構造データ、fMRI により得られる脳

活動データと脳磁図データを統合する革新的な非侵襲脳活動計測法を開発できた。高い時間分解能と空間分解能
は、コミュニケーション時などのヒトの脳活動の解明に有用である。今後、実測定データの適用例の増加が期待
される。
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成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Keisuke Toyama, et al., A new method for magnetencephalography(MEG):a three dimensional magnetometer
spatial filter system, Neuroscience
・Kajihara Shigeki, et al., Moving Mesh Method for Reconstructing Some Spread sources in the Brain, Brain
Topography, Vol.12, No.4, p283-292, 2000

2）原著論文以外による発表（レビュー等）
ア）国内誌（国内英文誌を含む）
＜Ⅱ期＞
・荒川

彰, 「脳磁計の原理と臨床応用」,

・岡村 一,「Surround

(社)日本放射線技術学会, 2000

suppression in the human visual cortex : An analysis using magnetoencepha

lography」, Vision research, 2000

イ）国外誌
＜Ⅰ期＞
・Keisuke Toyama, A New Technique in Magnetoencephalography and Its Application to Visual Neuroscience,
Human Higher FunctionⅠ：Advanced Methodologies, Smith Gordon/Nishimura Publisher

3）口頭発表
イ）応募・主催講演等
＜Ⅰ期＞
・荒川彰, 「201チャンネル全頭型生体磁気計測装置の開発」, 第15回日本生体磁気学会, 2000.4, 工業技術院
・梶原茂樹, 「格子点移動法による磁場源解析」, 生理学研究所脳磁図研究会1997.12, 岡崎市
・冨田定,「Current source estimation by 3d neuromagnetometer spatial filter array system」, Biomag'98(11th
International Conference on Biomagnetism), 1998.8, 仙台国際ｾﾝﾀ
・冨田定, 「Spatial Filter 法を用いた電源解析」, 第13回日本生体磁気学会大会, 1998.5, 東京電機大学
・梶原茂樹, 「格子点移動法による広がった電源の解析」, 第13回日本生体磁気学会大会, 1998.5, 東京電機大学
・梶原茂樹， 「生体磁気逆問題の解法について－格子点移動法の理論的背景に関する考察」第２７回数値解析
シンポジウム， 98.6, 浜名湖畔ｶﾘｱｯｸ
・岡村昇一, 「脳機能研究のためのREALTIME脳磁場測定ｼｽﾃﾑ」,第6回岡崎生理研脳磁図研究会, 1998.12, 岡崎
生理学研究所
・岡村昇一, 「Abutting line型刺激による主観的輪郭知覚の脳磁応答解析」, 第14回日本生体磁気学会, 1999.5,
岡崎生理学研究所
・梶原茂樹, 「生体磁気逆問題におけるｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ法の適用」, 第14回日本生体磁気学会, 1999.5, 岡崎生理学研
究所
・冨田定, 「Spatial Filter法による複数電源解析」, 第14回日本生体磁気学会, 1999.5, 岡崎生理学研究所
・梶原茂樹, 「独立成分分析(independent compontent analysis)法による脳磁図信号の分離と解析」, 第22回
日本神経科学大会, 1999.7, 大阪南港ｱｼﾞｱ太平洋ﾄﾚ-ﾄﾞｾﾝﾀ
・岡村昇一, 「主観的輪郭知覚の脳磁解析」, 第22回日本神経科学大会, 1999.7, 大阪南港アジア太平洋トレ－
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ドセンタ
・岡村昇一, 「Abutting-Line 視覚刺激のMEG応答」, 第25回性格･行動脳波研究会, 1999.7, 栃木県ホテルニュ
－岡部
・梶原茂樹, 「Application of

independent compontent analysis to magnetoencephalography」, Society for

Neuroscience, 1999.10, ﾏｲｱﾐ国際会議場
・岡村昇一, 「Abutting-Line刺激による主観的輪郭知覚及び図地分離知覚の脳磁応答解析」, 日本視覚学会夏
季大会, 1999.7, 河口湖サニ－ビレッジ
・岡村昇一, 「MEGの原理と応用」, 姫路脳機能研究所講演会, 1999.8, 姫路脳機能研究所

＜Ⅱ期＞
・岡村昇一, 「主観的および実輪郭情報処理過程の脳磁応答解析」, 第15回日本生体磁気学会, 2000.4, 工業技
術院
・梶原茂樹, 「磁場源同定逆問題に対する特異点探索法の提案」, 第15回日本生体磁気学会, 2000.4, 工業技術院
・梶原茂樹, 「Application of Modfied simplex Method to Biomagnetic Inverse Problem」,12th International
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30th Annunal Meeeting, 2000.6,

ニューオルレアン（ルイジアナ）
・梶原茂樹, 「双極子ソースの直接的な同定法および生体磁気問題への応用」, 数値解析シンポジウム実行委員
会, 2000.6, 那須ビューホテル
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・岡村昇一, 「主観的輪郭脳内活動部位の刺激提示視野依存性」,日本視覚学会2000, 2000.6, 山梨県サニービ
レッジ
・岡村昇一, 「MEGによる電流原推定への適用を目的とした灰白質摘出手法の提案」, MEとバイオサイバネティ
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