文脈主導型 ,認 識・ 判断 。行動機能実現 のための動 的記憶 システムの研究
I

テクノ ロジー となると考え られる。

試 験 研 究 の全 体計 画

当該 システムの実現 には工学・ 情報科学研究者 と,脳 を
情報科学的 に理解す べ く研究を進 めている生理学者 の連係

1.研 究の趣 旨
人間社会 は,情 報量 の急激な膨張 と活動 の高速化に伴 い
情報処理 システムヘ の依存度を急速 に増 している。 これに

した取 り組 みが突破口を与 えると考え られる。従 って本研
究 は工学・ 情報科学的研究 と生理学的研究 の統合的 アプロー

伴 い,情 報処理方式 その ものの変革 が要請 されて いる。過
去 の システムでは,人 間 が整 えて入力 したデー タや ルール

チにより推進 される。生理研究 の成果 はモデ リングや シス
テムの工学的実現 に逐次,活 用 されるが,一 方 で モデルの

を大量 に静的 に蓄 え,あ るいは多数 の並列処理 プ ロセスを
固定的 に抱 え, システム所定 の形式 と範囲内 の質問や指令

検証 や工学実験結果 の解釈 か ら, これまで生理研究 だけで

,

に従 って超高速 に機械的 に検索 したり計算 して反応を返す
ことが典型的 な使命 であった。 このような システムでは
,

質問,要 求 が想定範囲外 であったり,求 めるデー タや反応
ルールが記憶中 にない場合 はもちろん正 しく動作 しな い。
その うえ,個 々の デー タ間 の関連性 や,一 連 の質問 ない し
行動状況 の間 の関連性 (文 脈 )を 扱 えないので,答 えが直
接見 つか らない時 に記憶内の断片を動的 につなぎ合わせて

は明 らかにされなか った脳情報処理 の実態 も明 らかにされ
ることが期待 される。本研究 はこのような新 しい研究環境
を設定 し,現 在 の コンピュー タサイエ ンス, ロボテ ィック
スが抱 えている大 きな問題 にチ ャ レンジす るもので ある。

2.研 究内容及び目標
文脈主導型,認 識・ 判断・ 行動機能実現 のための動的記
憶 システ ムの研究を行 い, システ ム構築 に必要 な要素技術

情報生成 した り,個 別 の質問 に直接含 まれな い検索意図や
状況文脈 を捉 えて的確な反応をす ることがで きない。す な

の確立を目標 とす る。す なわち,文 脈を読 みとり状況 を認
識 し,判 断・ 行動す る システ ムの工学実現 を目指 し,そ の

わち,大 量 の情報 を抱 え,あ るいは多数 の並列 プ ロセ スを
抱 えて い るのに,そ れ らを動的 に組織化 で きないために

ために必要 とされる要素技術 を研究 し向上 させ ることが本
研究 の趣旨である。 その達成度 の指標 として,能 動監視 シ

全 く活か し切れて いない。 しか し今 日では,イ ンターネ ッ
トで相互結合 され,大 量 の情報 が時事刻 々更新 される巨大

ステムを設定 した。 システム完成 に必要 と考 え られる要素

,

な情報 プールの中で,あ るいは多数 のセ ンサや装置群 か ら
高速同時入力 される実時間並列デー タの流れの中か ら,あ

技術 の多 くは生体です でに実現 されて い るものである。そ
れをいかに工学的 に達成す るかは前述 のよ うに工学・ 情報

らか じめ規定で きない多様 な問 い合わせ・ 状況・ ミッショ

科学的研究 と生理学的研究 の統合的 アプ ローチが極 めて有
効 と判断 される。従 って以下 には 2つ の大項 目が設 けられ

ンで も能動的 に動 き回 って情報収集 し,有 意味 な関連を持

て い るが,そ れ らは相補的 に進行す るものである。

つ事象 の連鎖 (文 脈情報 )を 抽出 し,判 断・ 行動す るといっ
た高度 な情報処理 が望 まれて いる。

1

文脈主導型 ,認 識・ 判断・ 行動機能 を有 した工 学 シス
テム実現 に関す る研究

な行動 をす る上では障害を示 さない。 しか し,新 奇 な状兄

本研究 では文脈主導型 ,認識・ 判断・ 行動機能 を工学的
に実現すべ く,そ のために必要 とされる要素技術 の確立を

問題状況 においては,適 切 な反応をとることが出来ず,ス
テ レオ タイプ的な反応 しか出来 ない。 この状況 は現在 の ロ

目指 し研究を進 める。研究遂行 にあた り,能 動監視 システ
ムの実現 を研究 目標 として設定す る。 この能動監視 システ

ボ ッ トや情報処理 システムー般 が置 かれている状況 と良 く

ムは多 くの一般的事象 を数多 く見 せ るだけで,そ の行為文

似 たところがある。 こうした障害 は,現 在 の状況 と,そ れ

脈 を 自立的 に学習・ 記憶 し,そ の後,視 覚情報 として入 っ

に関連 した過去経験 を表象 として保持 しつつ,適 切 な反応
を選択す るとい うワーキ ングメモ リーの障害 によって起 こ

て くる個別事象 の異常,正 常を獲得 した文脈記憶 との比較

さて大脳前頭連合野 の損傷患者 は,決 まりきった 日常的

か ら判断す るとい う能力 を有す る。当該 システ ムを研究達
成 目標 として選んだ理由は,そ の研究課程 に「 文脈主導型・

るものと考え られて い る。 ワーキ ングメモ リーは置かれた
状況 で必要 な情報 (何 分 か前 に出された刺激,そ れに関連

認識・ 判断・ 行動機能」 を一般的 に工学実現す るために必

した過去 の記憶 )を アクテ ィプに表象 として保持す る機構
であ り,「 動的 な記憶」 と言え る。 このよ うな ワー キ ング

要 なほとんどの要素技術 を含んで, しか も整合性 よ く実現
可能 な系 と考え られるためで ある。 この 目標達成 の為 ,以

メモ リーの機能 は,ま さに今日の情報処理 システムや ロボ ッ
トに欠 けて い る高次機能に相当 し,そ のモデル化 と工学的

下 の研究を展開す る。

(1)脳 型視覚情報処理 の研究

実現 は,既 存 の情報処理 システムの飛躍的な能力向上のキー
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複雑 な視界か ら,必 要 な情報 を安定に抽出で きる脳型視

覚情報処理 モデルの構築 と工学実現 を目標 とし,多 重並列

当項 目は生体情報処理 アーキテクチ ャの工学的 モデル化を

特徴抽出 と双方向処理 による初期視覚,特 徴統合 ,選 択的

強化するため平成 12年 度 より追加 した。

視覚注意 ,空 間表現 ,物 体属性表現 などの工学 モデル研究

0)文 脈事象 の想起・ 学習 のソフ トウェアモデルに関す る

を行う。①は工学実験を取り入れてモデルの評価, システ
ム化のための最適化を研究,② は生体アーキテクチャをよ
り強く意識した特徴抽出モデルの構築を目指す。

研究
文脈情報 の想起・ 判定・ 学習機能 のソフ トウェアモデル

① 視覚情報処理 モデルの評価 (電 子技術総合研究所情報

構築を目標 として,時 系列感覚運動 デー タと文脈記憶 を適
応的に双方連合 させ る人エ ニ ュー ラルネッ トモデルに関す

科学部 )
② の研究か ら創成 されたモデル及び,現 在,提 案 されて

る研究を行 う① ではどのよ うに文脈を抽出,判 断②では個々
の,さ らに複数の文脈をどのよ うに取 り扱 い,学 習す るか

いる代表的な視覚情報処理 モデルを対象 として,各 モデル

を研究 し,そ のモデル化を図 る。

の持つ利点や問題点を工学 システム化の観点から実験的に
検討 し,能 動監視 システムで実現するための最適 モデルを

①

提案する。

自己組織化を時間的変化が扱えるように拡張す るための
一の
第
方法 として,系 列情報 の時間的展開 ,す なわち各時
点 の情報を直列的 に並 べてで きる超高次元 ベ ク トルに対 し

② 視覚情報抽出機構 の研究

(日

本電気榊基礎研究所)

脳視覚系 における特徴抽出処理を数学 モデル として表現
す るための研究を行 う。本研究の 2‑(6)(動 などか ら得 ら
れ る生 体 アーキテクチ ャの情報 を取 り入れて脳型情報処理
のモデル化 を行 う。

(2

関係連合 の 自律的獲得機能 の研究

文脈情報 の核 となる関係連合機能 の工学 モデル構築 を目
標 とし,感 覚・ 運動・ 記憶 の多相情報 の空間的・ 時間的関

時空間情報 の 自己組織化 による文脈 の抽出,判 定 (九

州工業大学工学部 )

て 自己組織化を適用す るというアイデアを実証す る。 この
方法 によ り,類似 の視覚情報系列 は自己組織化 マ ップ上で
近 くに配置 され, しか もマ ップ上 の競合層 ニ ュー ロン間 の
距離 も濃淡表示 されるため, クラスター化 が容易 に行 なえ
る。 これは文脈 の生成 と解釈 で き,ま た文脈 の判定を行 う

係連合 とその 自律的獲得機能 のモデル化 とシステム実現 に
関す る研究を行 う。①は特 ￨こ 工学的な神経回路要素 (プ ロッ

こと も可能 になる。 このために前処理 として効率的 な視覚
的特徴抽出が必要であり,局 所 自己相関 フィル タをハ ー ド
ウエア化 した装置 を用 いる方法を考えて い る。

ク)に いかに連合機能を持たせるか という研究を中心 に

②

,

又,② は海馬等 の脳 のアーキ テクチャを念頭 において連合
機能を自立的 に獲得す る機能 を持 たせるには,い かなる神
経回路 システ ムを工学的に創造すればよいかという主題で

時系列感覚 ◆運動データと文脈記憶を連合させるニュー
ラルネットモデルの研究 (ソ ニー榊 コンピュー タサイ エ ン

ス研究所 )
感覚運動情報 の文脈学習 の基本 モデルとなる,文脈 ユニ ッ
ト付再帰型 ニ ュー ラルネッ トモデルを構築す る。 このモデ

研究を進 める。
関係 の 自立的獲得 モデルの研究 (電 子技術総合研究所
超分子部・ 情報 アーキテクチ ャ部 )

ル は,数 次元 の感覚入カ ベ ク トル と数次元 の運動指令 ベ ク

事象間 の関係を連想記憶す る機能を持 つ と考え考え られ

を有す る。次 に,よ り複雑 な文脈を自動的 に分割 して扱 う
ための,「 分節化」能力 の理論的検討を行 う。 これに基 づ

①

る海馬 の神経回路 などを参考 に して事象間 の関係を自立的
に獲得す るモデルを研究 し,工 学実現可能 な形で提案する。
②

連合形成 に必要 な神経回路 プロ ックの研究 (東 北大学

トル,な らびに一通 りの文脈 のみを学習 し,想 起す る能力

いて,文 脈 の分節化能力 を有す るニ ュー ラル ネ ッ トモデル
の設計・ 構築 にあたる。さらに, これ らのモデルに関す る

工学部 )

計算機数値実験を行 い,モ デルの挙動 を確認す る。

事象 の連合形成 に必要 な神経回路 プロ ックを考案 し,計
算機 シュ ミレー ションを中心 にその情報処理能力を検討す

に)注 視行動 の文脈主導組織化 と行為認識機能 に関す る研

る。その後,そ れ ら神経回路 プロ ックを統合,大 規模 ネッ
トワー クに拡張 し,系 全体 の情報処理能力を特 に連合形成

複雑 な状況 の中で文脈瀞服に基づいて適切 に認識・ 判断・
行動 できるロボ ット視覚機能 の実現を目標 と し,柔 軟 な注

の観点 か ら検討す る。

視行動 のための多 自由度眼球・ 首機構 とその並列饉応制御
および知覚・ 運動 の並列プ ロセスを文脈情報 に基 づ き動的

関係表現 の形成 に関す る研究 (筑 波大学工学部 )
(注 :平 成 12年 度 よ り参加 )

③

究 (電 子技術総合研究所知能 システム部・ 情報科学部 )

組織化す るメカニズムの工学 モデル化 と システ ム実装 に関

神経回路 のよ うな分散型情報処理 システムにおいて,事

す る研究を行 う。

物間 の関係 の表現形式 としてどのような ものが適当なのか

15)大 規模動的記憶 システムに関す る研究

脳 において関係連合 がど う表現 されているか も参考 に しつ

情報工学系 )

つ,計 算論的 な見地か ら明 らかにす る。また,そ のよ うな
表現を自律的 に形成す る神経回路 モデルを構築 し,そ れに

動的記憶に基 づ く大規模情報処理 システムの基本的構成
要素 のモデル化 とハ ー ドウェア実現 を目標 と し, フィー ド

よって脳 のよ うな柔軟 な情報処理 が可能であることを示す。

バ ック型動的 ニューラルネ ットハ ー ドウェアと連合・ 連想

,
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(筑 波大学電子・

記憶機能 モデルに関す る研究を行 う。

を展開す る。

2.文 脈主導型,認 識・ 判断・ 行動機能 を支える脳 アーキ

14)前 頭連合野 の光計測 ,fMRIに よ る機能的構造 の研

テクチ ャの研究

究 (電 子技術総合研究所超分子部 )

文脈主導型 ,認 識・ 判断・ 行動機能 を有 した工学 システ
ムの実現 には動的記憶 システムの理解 とその工学的模倣 が
重要 であ り,と りわけ生体 におけるワーキ ングメモ リーの

本研究 では前頭連合野 の機能的構造 の解明 を目指 して
膜電位感受性色素 を用 いた脳活動 の光学的計測法,及 び高

解明・ 理解が 1つ の鍵 をにぎっていると考え られる。そ こ
で本研究 では工学的実験 グループと密接 な連絡 をとりなが

める。膜電位感受性色素 を用 いた光計測 は脳神経活動 の ダ

ら動的記憶機構 のモデノ
イヒに必要 とされる脳 アーキテクチャ
の研究を並行 して行 う。本項 目の成果 はモデ リングや シス

機能的構造 の解明 に優 れた手段 である。本研究 ではワーキ
ングメモ リタスク中の前頭連合野 の神経活動 の時間・ 空間

テムの工学的実現 に逐次,活 用 されるが,一 方 で モデルの

的推移 を捉え,前 頭連合野 の背外側部 と腹外側部 の機能分
業仮説 や機能 モジュール仮説等 の検証 を行 う。 サルと同様

検証 や工学実験結果 の解釈 か ら生理研究 だけでは明 らかに
されなか った脳情報処理 の実態 も明 らかにされること も期
待 される。
(1)サ ルの ワー キ ングメ モ リー機構 の機能的構造 の研究
(東 京都神経科学総合研究所心理学研究部門 )

ワーキ ングメモ リーの中心 をなす前頭連合野 の研究 は最

,

磁場

(3T)MRIを 用 いた脳機能描画法 によ り研究 を進

イナ ミクスを広域空間か ら高解像度 で同時計測 で きる点で

の課題 を ヒトに課 し,fMRI計 測 によ リヒトの脳活動局在
を調 ベサル と比較 ,前 頭連合野情報処理 の一般性 について
研究す る。
(5)ワ ーキ ングメモ リーでの時間 コーディ ングを担 う動的
神経回路 の研究 (京 都大学大学院文学研究科 )

も遅れてお り,特 に中央実行系 (central executive)の メ
カニズムはほとんど分 か っていない。長期記憶を ワーキ ン

情報間連合 の ダイナ ミクスが不可欠 な動的記憶機構では
1つ の ニ ュー ロンが複数 の回路 に重複 して関 り,さ らにそ

グメモ リーにす るには,中 央実行系が後連合野を コン トロー
ル し,貯 え られて い るもので 課 題解 決 に必 要 な もの を

の結合 を随時変化 させ得 るような動 的神経回路 が,情 報 を
コー ドしているはずである。 そのような動的神経回路 は

な状態 にす ると考え られ る。 中央実行系 は, さ

静的 な刺激情報 の コーディングのみな らず,時 々刻 々と変

ログラミングなどを行 うと考えられる。本研究 はサルのワー

化す る時間情報や,時 間情報 を手掛 か りとした順序情報 の
コーデ ィングにとって,特 に有効 なはずである。 そ こで本

「 active」
らにそのワーキ ングメモ リーの内容 に基づいて,判 断,プ

キ ングメモ リー機構 の機能的構造 を明 らかにす ることを目
標 とし,電 気生理学 ,解 剖学的手法 および PETを 用 い た
研究を行 う。
(2 ワーキ ングメモ リー とエ ピソー ド記憶,意 味記憶 の連
関機構 の研究 (東 北大学大学院医学系研究科 )
ワーキ ングメモ リー機能 を システム的 に理解す ることを

,

,

研究 は,動 的記憶 と して の ヮー キ ングメ モ リー における
「時間情報」 と「 l順 序情報」 の保持 に着 目 し, それ らの情
報 を コー ドする動的神経回路 の解明 を目標 とする。多数ニュー
ロン活動記録法 を中心 に して,具 体的 には (1)刺 激 自体 の
保持 と,刺 激 に内在す る時間情報 の保持 とでは, コーディ

目標 として, ヒトを対象 として,臨 床的方法 と,PETお

ングのための神経回路 がどのように異 なるか,(2そ の神経
回路 はどのような機能 を持 つ ニ ュー ロンによ り構成 され る

よび fMRIを 用 いた機能画像的方法 を中心 とした研究を行

か,(3)時 間情報 と順序情報 それぞれに対 し,そ の神経回路

う。具体的には,記 憶障害を訴 える患者 の脳画像解析 と心

はどのようなダイナ ミクスを示す のか,を 明 らかにす る。

理学的解析を系統的 に行 う。 さらにこれ ら病理的事実 と対
応 させ るため,正 常 ボランテ ィアによる正常脳 の機能画像

(0

選択的注意 の神経機構 の研究 (電 子技術総合研究所情

報科学部 )

的研究を行 う。 この研究 か ら想起 に関与す る脳内機構 の特

高等動物 は,自 分 のまわ りの複雑 な環境 か ら,意 味 のあ

定や記憶形成 に関 る脳内要素間 の機能連関が明 らかにされ

る事象 を抽出 し,そ の事象 に対応 して行動す ることがで き
る。 この随意的 な注視行動 の神経機構を明 らかにす るのが

るものと期待 される。
(31 記憶 の形成・ 保持機構 と検索・ 想起機構 の解明 に関す

る研究 (東 京大学大学院医学系研究科・ 医学部 )
霊長類 における視覚性連合記憶 の形成・想起 の大脳 ニュー

本研究 の 目標 である。実際 の研究ではサルに広 い視野 に投
影 された視覚刺激 か ら小 さい視標を見 つ け,そ の小 さい視

ロン機構解明 を目標 として,電 気生理学的計測,光 学的計
測 ,形 態学的計測手法 により研究を進める。 さ らに fMRI

標 の動 きを追 いか ける眼球運動 の タスクを訓練 し,サ ルが
この眼球運動を実行中 に,大 脳及 び小脳 よ リニ ュー ロン活
動 (多 点電極 が使用 できるようになれば複数 の ニ ューロン

計測 によ り,視 覚性記憶等 を対象 に ヒトの大脳辺縁系 と新
皮質 の相互作用,記 憶痕跡 の局在化機構 について研究を進

活動 )を 記録す る。サルが この視標 に注 目 している時 とし
て いない時 でのニ ューロン活動 の差異 の検討 か ら随意運動

める。 この計測実験 では適切 な実験パ ラダイムの設定 によ
り記憶 の検索 に関 る脳内要素 の特定 も期待 される。 これ ら

制御 における選択的注意 の神経機構 に関す る研究を行 う。
叉,同 様 の課題 を ヒトに課 して fMRIに て脳活動部位 を特

の結果を動物実験 に反映 させ,よ り詳細 な機構解明 の研究

定 し,サ ルの生理実験結果 と比較,解 析す る。
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(η

頭頂連合野 における二 次元形態 の知覚 と認識 の神経機

目の 目標達成 と,さ らに前頭連 合野 の電気生理学的,及 び

構 の研究 (日 本大学医学部 )

解剖学的研究 の強化 のため平成 12年 度 よ り,近 畿大学医
学部 にこのプ ロジェク トヘ の参加 を要請 した。)

我 々 は外界を眺 めたとき,網 膜上 に投影 される像 は平板
な二次元像であるにもかかわ らず,外 界を奥行 きのある立

3.年 次計画

体的 な世界 として認識で きる.こ れは,左 右 の網膜 か らの
視覚情報を統合 して外界 の二次元像を再構成する神経機構

本 プ ロジェク トでは,文 脈主導型 ,認 識・ 判断・ 行動機

が我 々の脳 に存在す るためと考え られて い る。本研究では

能現実 のための動的記憶 システムの研究を行 い, システ ム

軸や面 の傾 きの知覚か ら基本形や,よ り複雑 な二 次元形態
が認識 されるまでの階層的な視覚情報処理機構 の解明を目

構築 に必要な要 素技術 の確立を目標 とす る。第 I期 では

標 とし,二 次元形態 の知覚 と認識 が頭頂連合野 の どのよ う

後,工 学現実 を目指す グループ はモデルの構築や アル ゴ リ
ズムの開発を行 う。 この際,生 理研究 グループの もつ既存

な神経機構 によって行われているのかを研究する。

,

全体 として,ま ず研究環境整備を早急 に完了 させ る。 その

18)前 頭連合野 の多点電極記録法による機能的構造 の研究
(近 畿大学医学部 )(注 :平 成 12年 度 よ り参加 )

の知識 ,及 び生理学的研究 の進行中 に得 られた新 しい知見

本研究 は,多 点電極記録法および神経投射二重標識法を
用 いて,前 頭連合野 の機能的構造を明 らかにす ることを 目

機能 は計算機上 ,あ るいは実際 の工学系 (能 動視覚 システ
ムのプ ロ トタイプなど)で 検証 される。 これ と平行 して学

的 とす る。研究項 目 2‑(4)(前 頭連合野 の光計測 ,fMRI

習 チ ップの製作や能動的監視 システムのハ ー ドウエア化 が

による機能的構造 の研究 )と

,相 補的な研究である。前頭

を十分 に活用す ることが肝要 である。考案 されたモデルの

進 め られる。生理学的研究 は fMRIや

PETな どの新技術

連合野 は,外 界 か らの各種感覚情報 と内的な長期記憶情報

を駆使 して行われるので,脳 情報処理 の システム的理解 が

などか ら,現 況で必要 な情報 を取 り出 して保持 し,そ れ ら

飛躍的 に進む ものと考え られる。 これ らの知見 は システム

の情報 に基 づいて判断を行 う, ワーキ ングメモ リーの中央

モデルの概念形成 と実際 の構築,及 び工学設計 における機

実行系 として機能す ると考え られて いる。本研究では,そ

能単位 の最 も有効 な配置 などに活用 され,新 しい情報処理
システムの創成 に大 きな助 けとなることが期待 される。第

の情報処理機構 を解明す るために,前 頭連合野のダイナミッ
クな機能的構造を明 らかにす る。(注 :平 成 H年 3月 まで
本 プ ロ ジェク トの 2‑(4)の 項 目で研究に従事 した電子技術
総合研究所 の主任研究官 ,稲 瀬正彦 が同年 4月 より近畿大

Ⅱ期 では,各 研究を加速 し,そ れぞれの研究項 目で得 られ
た成果 のよ リー層 の統合化をはか り,成 果 の一端 を能動監
視 システムの形 で具現化す る。 システムの評価 ,研 究 の と

学医学部 ,第 一生理学講座 の教授 として転任 した。14)の 項

りまとめなどが中′
さとなる。

究

研

1.

項

10年

目

度

11年

度

12年

13年

度

度

14年

度

文脈主導型 ,認 識・ 判断・ 行動
機能を有 した工学 システム実現 に
関す る研究

(1)脳 型視覚情報処理 の研究
複雑 な視界 か ら,必 要 な情報
を安定 に抽出できる脳型視覚情
報処理 モデルの構築 と工学実現
を目標 とし,多 重並列特徴抽出
と双方向処理 による初期視覚

,

特徴統合 ,選 択的視覚注意,空
間表現 ,物 体属性表現 などの工
学 モデル研究を行 う。
① 視覚情報処理 モデルの評価

視 夢 情報処理 モデルの並列計算機上でのメこ
現

眼球運動

工学実験を取 り入れたモデ
ルの評価 , システ ム化 のため
の最適化を研究。
② 視覚情報抽出機構 の研究
生体アーキテクチャを反映 し

との統合

特徴推l出 細胞 の工学 モデ レ構築
特徴抽 Jと 学習 。注意機構の研究
I

とりまとめ

た視覚特徴抽出モデルの研究
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(2

関係連合 の 自律的獲得機能 の

研究
文脈情報 の核 となる関係連合
機能 の工学 モデル構築を目標 と
し,感 覚・ 運動・ 記憶 の多相情
報 の空間的・ 時間的関係連合 と
その 自律的獲得機能 のモデル化
とシステ ム実現 に関す る研究 を
行 う。
関係 の 自立的獲得 モデルの

①

関係連合機能 のモデル化
合機能 の 自立的獲得 の システム実現

研究
海 尋等の脳 のアーキテクチャ
を念頭 において連合機能を自
立的 に獲得す る機能を持 たせ
るには,い かなる神経回路 シ
ステムを工学的 に創造す れば
よいかを研究
連合形成 に必要 な神経回路
プロ ックの研究

②

連合機能を有する神経回路 プロックの検討
プロックの統合 システムの構築 と評価

神経回路要素 (プ ロ ック)
にいかに連合機能 を持 たせ る
か とい う研究す る。

関係の表現形式の数理学的研究

関係表現 の形成 に関す る研

③

全体 のとりまとめ

究
事物間の関係 の表現形式 と
してどのようなものが適当か計
算論的見地 から明 らかにする。
G)文 脈事象 の想起・ 学習 のソフ
トウェアモデルに関す る研究
文脈情報 の想起・ 判定・ 学習
機育ヒのソフトウェアモデル構築 を
目標 として,時 系列感覚運動デー
タと文脈記憶を適応的 に双方向
連合させる人エ ニューラルネット
モデルに関す る研究を行 う。

① 時空間情報 の自己組織化 に

空間情報の自己組織化の

よる文脈 の抽出,判 定
どのように文脈を抽出,判
定するかの手法を研究する。
②

時系列感覚・ 運動 デー タと
文脈記憶を連合 させるニ ュー

脈 の認識及 び行動生成 のモデル作成
モデルヘの視覚入力 の導入
移動 ロボ ッ トによる検証

ラル ネ ットモデルの研究
個 々の,さ らに複数 の分脈
をどのよ うに取 り扱 い,学 習
す るかを研究す る。
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研

究

項

10年

目

度

H年

12年

度

度

13年

14年

度

度

14)注 視行動 の文脈主導組織化 と
行為認識機能 に関す る研究
ロボット眼球 。首 義構のハー ドと制御 ′ステムの開発
複雑 な状況 の中で文脈情報 に

高 欠視覚及び文脈処理 システムの実現

基 づいて適切 に認識・ 判断・ 行
動 で きるロボ ッ ト視覚機能 の実

システムの評価実聯 と研究のとりまとめ

̀

現 を目標 とし,柔 軟 な注視行動
のための多 自由度眼球・ 首機構
とその並 列適応制御 ,お よび知
覚・ 運動 の並列 プ ロセスを文脈
情報 に基 づ き動的組織化す るメ
カニズムの工学 モデル化 とシス
テ ム実装を研究す る。

15)大 規模動的記憶 システムに関
す る研究
動的記憶 に基づ く大規模情報
処理 システ ムの基本的構成要素
のモデル化 とハ ー ドウェア実現
を目標 とし, フ ィー ドバ ック型
動的 ニュー ラルネットハー ドウェ
アと連合・ 連想記憶機能 モデル
に関す る研究を行 う。
① パ ルス密度型学習回路 の開
発

② 大規模動的記憶モデルの構

アルゴ リズムと回路1の 検討
学習 チ ップ の塾
堅造 と評価

全体構成 の検討
記憶 モデ)vDt#F\

成

自然言語処理でタ クとしたモデルの副zfff

ffiXaLD*.Ld)
文脈主導型 ,認 識・ 判断・ 行 動
機能 を支 え る脳 ア ー キテ クチ ャの
研究

(1)サ ルの ワー キ ングメモ リー機
構 の機能 的構造 の研究
サ ルの ワー キ ングメ モ リー機
構 の機 能的構造 を電 気生理学

PET法 によるワーキングメモ リの服 内機構の研究
マイクロダイアリシ く
法によるワーキング モリの物質的基礎に関する研究

ニューロン活動記録

シ
恣 児
ィ
開

,

研究のとりまとめ

解剖学 的手 法 お よ び PETを 用
いて 明 らか にす る。

(2)ワ ーキ ングメモ リー とエピソー
ド記憶 ,意 味記憶 の連 関機構 の
研究
ワー キ ングメ モ リー機能 を シ
ステ ム的 に理解す ることを 目的
と して, ヒ トを対象 と して,臨
床 的方 法 と,PETお よび fMRI
を用 い た機能画像 的方 法 を中心
と した研究 を行 う。
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① 神経機能画像法を用いた研
究

RIに よる健常者の脳機能測定(ワ ーキングメモリに関して)
RIに よる健常者の脳機能測定

(エ

ピソー ド記憶にnt/て )

RIに よる健常者の脳機能測定 は 味記憶 に関 して)
ま と め

② 臨床的神経心理学的研究

記憶障害をもつ患者の症例解析

RIの データをもとにした脳損傷者の症状分析
損傷者 に対する脳
ワーキングメモリーシステムのモデノ
イヒの検討
ま

0)記 憶の形成・ 保持機構 と検索・
想起機構 の解明 に関す る研究
霊長類 における視覚性連合記
憶 の形成・ 想起 の大脳 ニ ュー ロ

と め

方法論の確立 (fMRI,光 計測,電 気生理)
ヒト及びサルを用いた記憶機構の研究
記憶 システム構造の検討

ン機構解明を目標 として,電 気

果のとりまと崚

生理学的計測 ,光 学的計測 ,形
態学的計測手法 により研究。 さ
らに fMRI計 測 によ り,視 覚性
記憶等を対象 に ヒトの大脳辺縁
系 と新皮質 の相互作用,記 憶痕
跡 の局在化機構 について研究す
る。

(4)前 頭連合野 の光計測 ,fMRI
による機能的構造 の研究
前頭連合野 の機能的構造 の解
明 を目指 して,膜 電位感受性色
素を用 いた脳活動 の光学的計測
法及 び高磁場

(3T)MRIを 用

いた脳機能描画法 によ り研究を
進 める。
①

fMRIを 用 いて ワー キ ング
メモ リに関わる ヒトの脳領域

fMRIに よる脳活動記録

を特定す る研究
②

光計測法を用 いてワーキ ン

光計測法による記録

グメモ リに関わるサル前頭連
合野 の機能的構造 を解明す る

のとりまとめ

為 の研究
(5)ワ ーキ ングメモ リのでの時間
コーディ ングを担 う動的神経回
路 の研究
時間情報 や順序情報 を短期間
保持 し活用す る際 の多数 ニ ュー

ナル用ワーキ ングメモ リ課題の開発 と改良
多数 ニューロン活動の同時記録 と解析
神経回路 モデルの検討

ロン活動 を同時測定 し解析する。
これを もとに神経回路 モデルを

とりまとれ

検討す る。
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16)選 択的注意 の神経機構 の研究
自分 の まわ りの複雑 な環境 か
ら意味 のある事象を抽出 し,そ
の事象 に対応 して行動す る,注
視行動 の神経機構をサルで電気
生理学的手法, ヒ トで fMRIの
手法 を用 いて研究す る。
(η

頭頂連合野 における三 次元形
態 の知覚 と認識 の神経機構 の研
究
左右 の網膜 か らの視覚情報を
統合 して外界 の二次元像を再構
成す る脳内神経機構をサルでは
電気生理学的手法を,又 , ヒト
では fMRIの 手法を用 いて研究
す る。

① 覚醒サルでの単一ニューロ

刺激装置の整

ン活動 の記録実験
結果のまとめ

②

fMRIに

よるヒトの脳 の機

能 マ ッピング実験
機能 マッピングのための実験
システム構造の検討

(3

前頭連合野 の多点電極記録法

による機能的構造 の研究
多点電極記録法 と神経投射二重標識法 による研究

多点電極記録法および神経投
射二重標識法を用 いて,前 頭連
合野 の機能的構造を明 らかにす
る。14)の 項 目と相補的 に研究を
進 める。

所

要

経

費

(合

計)
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4.平 成 12年 度 における実施内容 と達成 目標
1.文 脈主導型,認 識・ 判断・ 行動機能 を有 した工 学 シス

手法 によってこの 目標 にアプ ロー チす る。 また, H12年
度 には,「 情報量最大化」 の手法 を,動 き情報 を抽 出 して

テ ム実現 に関す る研究

いる「 方向選択性細胞」 に適用 しその工学的機能 を情報理
論的観点 か ら明 らかに して い く研究に も取 り組む。

(1)脳 型視覚情報処理 の研究

(2

視覚情報処理 モデルの評価

①

網膜 での視覚情報処理 ,視 覚野 での特徴抽出,動 きおよ
び奥行 きの抽出などの視覚情報 処理 のための基本的な要
素を並列分散計算機上 に実現 し,大 きさを正規化 した顔画
像 か らその顔 が誰 の顔 であるかを特定す る システムを開発
す る。そのための要素 として,以 下 を重点的に研究す る。
・ 「 網膜 での情報処理 の役割 には眼球 の固視微動 に対 して
不変 な特徴 を抽出す ることが含まれて い る」 との観点 か
ら 3次 元回転群 の表現論 を用 いて網膜 での情報処理 の意
味 を明 らかにす る。
・ 猫 の視覚皮質 での ニ ュー ロン活動 をモデル化 した Pulse―
Couples Neural Network(PCNN)と 競合学習 によ る
特徴抽出法 とを組 み合わせることにより,選 択的注意 を
実現す るための ニ ューラルネ ットワー クモデルについて

①

関係連合機能 の 自律的獲得機能 の研究
関係 の 自立的獲得 モデルの研究

入力情報か ら時間的・ 空間的関係 を認識す るためには
入力情報 に含 まれる対象物 を抽出 し対象物間 の関係 の有無
,

を判断 し,判 定 された関係がどのよ うなもので あるか分類
してい く必要 がある。平成 10年 度 に構築 した神経会 を モ
デルを平成 11年 度 に導入 した二次元疑似環境作成 シス テ
ムによって生成 した画像 に適用す る事 によ り,対 象物 の動
きの時間的関係 を抽出す る方法が明 らかにな って きた。
本年度 の研究 では,二 次元疑似環境作成 システム上 に実験
環境を構築す ることにより,多 種多様 な対象物 の動 きか ら
,

動 きの順序関係 を抽出す る方法を研究する。二次元疑似環
境 システム上 に構築す る実験環境 は商店 の店内を想定 し
,

そこで,色 々な人間 の動 きについて実験を行 う。
海馬連合皮質系 を実現する神経素子 による システ ム とし

検討す る。
・ 動 きおよび奥行 き情報 の抽出 に関 して,網 膜 か ら視覚野
への写像 を真似 た Complex Log― Polar画 像上での Gabor

て実現す る神経素子設計手法 の高度化 をすすめるとともに
それを実現す る神経素子 の機能評価 をおこなえるように小
,

規模 の試作 に着手す る。 また,文 脈感受性 のつ よい問題

特徴 を利用す る方法 について検討す る。

(評 価 のためNP問 題 で困難を選 ぶ )を 選択 し,文 脈主導

・ 逐次型 NMF(Non― negat市 e Matr破 Factorization)を
る。

動記憶 のアル ゴ リズムの検討 をお こな う。
② 連合形成 に必要 な神経回路 ブロ ックの研究

視覚情報抽出機構 の研究
脳 における視覚確認処理 の計算原理 を解明 しその工学応

平成 H年 度 の研究 で導入されたい くつ か の仮定 の根拠
を検討 し,パ ルスニ ューロンを用 いた時系列情報連合 モデ

用 を計 る上では,脳 の視覚系 においてどのような視覚特徴
抽出処理がなされて い るのかを数学的 なモデル として表現

ルを確立す る。さらに,海 馬 の長軸方向 の 自由度 も取 り入
れて,異 なるカテ ゴ リーに属す る時空間パ ター ンの連合 モ

す ることが不可欠である。 これまでの研究によって脳視覚
系 の特徴抽出機構 が「抽出できる情報 を最大 にす る」 とい

デルを構築す る。また, これまでの研究 で得 られた海馬機
能 に関す る知見を併用 した強化学習 モデルを提案す る。具

う「情報量最大化」 の設計原理 によって統一的 に理解・ モ
デル化 で きる可能性 があることが分 か って きた。他方脳神

体的 には「 ミル ク迷路 タスク問題」 を解 くラッ トモデルを

経 は,「 外界 か らの情報 を処理 して い く過程で 自 らの構造
を環境に もっと も適 したよ うに変化 させて い く」 という

③

用 いた高次視覚野 の特徴抽出機構 の模倣 について検討す
②

,

構築 し,結 果 を視覚的 に表現す る。
関係表現 の形成 に関す る研究

事物間 の関係やその連合を神経回路 システム上 にどのよ
うに表現すべ きかを検討す る。また,そ のよ うな情報表現

学習機構・ 自己組織化機構 を持 つ ことが知 られて いる。視
覚系 におけるこのような学習機構 の仕組 みを解明 して い く

を自立的に形成 し,そ れを利用 して従来 にない機能 を実現

ことは工学応用 という観点 か らも非常に重要 な研究テーマ

す るモデルを,側 頭連合野 や海馬系 に関す る生理学的知見

であると言える。例えば,さ まざまな顔を提示 して学習 を

を参考に しつつ構成す る。

進 めることによって顔識別 に もっとも適 した視覚特徴 を自

まず,神 経回路 システムにおける事物間 の関係 の表現形

動的 に決定 で きるようになること等が期待 される。
この学習機構 の仕組 みを解明 して い くた めに, まず H

式 について検討す る。具体的には,従 来 の表現形式 ,お よ

12年 度 には,上 述 の「情報量最 大化」原理 か ら「 最適」
と考え られ る視覚細胞 を学習によ って 自動生成す る学習 ア
ルゴ リズムについて研究を行 う。抽出される情報量を順次

び生理学的知見 に基づ く新 しい表現形式 について,計 算論
的見地 か ら考察 し,前 者 の限界 と後者 の利点 を明 らかにす
る。次 に, この新 たな関係表現 の形式 に基づいて情報 を記
憶す る神経回路 モデルを構築する。また,計 算機 シミュレー
ションによ って,モ デルの動作を生理実験 の デー タと比較

増加 させ るように神経 ネッ トワー クの結合重 みを更新 して
い く学習 アル ゴ リズムの基本部分を導 くことが 目標である。

検討す るとともに,そ れが もつ柔軟 な情報処理 の能力 を示

理論計算 と数値計算・ コンピュー ターシュ ミレーシ ョンの

す。
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G)文 脈事象 の想起・ 学習の ソフ トウエアモデルに関す る

その行為を判定す るためには,広 い範囲を粗 く素早 く捉え

研究

つつ,特 定 の対象を精密確実に注視す る機能 ,大 脳視覚野

①

時空間情報 の 自己組織化 による文脈 の抽出,判 定

の処理 に倣 って多数 の視覚特徴情報を並 列 に抽出 し,そ れ
らの高次 の組合せによる複雑特徴を検出す ることで多様 な

第一 に,身 振 り・ 手振 り・ 指 の動作を対象 とし,発 光素
子お よびデー タグロー プを用 いて,10種 類程度 の 自然 な

物体 の識月1を 行 った り,空 間的注意 の機能 によって知的に

身振 り・ 手振 り・ 指 の動作 の認識を実現す る。連続的動作

注視対象を選択 し,記 憶 し,予 測す ることで,視 野内 に複
数 の対象 があって も一つを選 んだ り,見 え隠 れ しなが ら運

を対象 とす ること,一 時点 にお けるデ ー タ数 が 36個 と多
いこと,形 状 の系列 を動作 と考えることなどか ら,動 作認
識 は非常 に困難 となる。平成

動す る対象 も確実 に捉えつづ けるなどの知 的注視機能が大

H年 度後半 に,効 率的 な分

前提 となる。
12年 度 は,上 記 の機能を達成す るために,人 間 の網膜

節化法および時系列 自己組織化法を開発す る予定 である。
第二 に,同 じ動作 であって も過去 の動作によ ってその意

の受容野分布を工学的に模倣 した多重解像度視覚 セ ンサを
導入 して粗 い超広視野 と精密 な注視 の両立を図 り,本 プ ロ

味 が違 って くる ことを文脈 と考え, このよ うな動作 の系列
を扱 う方法を開発す る。動作 と動作系列 の間 の関係 は,隠
れ マルコフモデルあるい は新 たに提案す る予定 の多階層 自

ジェク ト内の視覚 モデル研究 グループの成果 も取 り入れつ
つ,Gabor,時 間,色 差等 の フィル タ群 ,オ プテ ィカル フ
ロー処理 ,両 眼視差処理,高 次複雑特徴処理 ,な どか らな

己組織化法 のいずれかで対処で きるもの と考えている。
第二 に,画 像情報か らの実 時間的特徴抽出を行 うため

,

両眼眼球運動測定装置を用 いて,変 化する画像あるいはシー
ンの どこに人 が注視 しているかとい う選択的注意 に関す る

る数十種類 の視覚特徴 の実時間並列処理 の実現 ,空 間的注
意 メカニズムと特徴統合 メカニズムの導入,な どを行 い
,

これ らによる脳型高次視覚処理機能を統合実現 し,前 年度

基礎 デー タを収集する。 この選択的注意 の被験者実験結果

までに開発 した高度 な ロボ ッ ト視覚運動機構を駆動 して

に基 づいて,特 徴抽出 フ ィル タを シー ンの どこに適用す る

知的な対象発見,注 視機能 の実現を図 る。これと並行 して

のが効率的かを定めることが可能 になる。
第一 ,第 二 は,発 光素子やデー タグロー プを用 いて身振

文脈 に基 づ く注視行動組織化 の理論 モデル構築 を進める。

,

,

(51 大規模動的記憶 システムに関す る研 究

り・ 手振 り・ 指 の動作 の計測を易 しくした上で,計 測 した
後 の動的 自己組織化法 の開発 およびその有効性 を検討す る

1

ことが主 目的である。 これ らを通 じて,比 較的簡単な動作

間動作をデモ ンス トレーシ ョンす るための装置を試作する。

を対象 として動的 に変化す る系列 に基 づ く動的自己組織化

学習 の進行状況や環境 の変化 に追従できることを確認す る

を行 い,動 的認識を実現す る。第二 は,動 的 シー ン画像か
らの特徴抽出のための基礎的研究である。第一,第 二の動

ために,パ ー ソナル コンピュー タによる学習回路 の状態 の
モニ タが是非必要 になる。試作す るデモ装置 はこのために

的 自己組織化法研究 と,第 二の特徴抽出研究を融合 させ る

使用する。

パ ルス密度型学習 ハ ー ドウエアの開発

(1)平 成 H年 度 に開発 した主成分分析学習回路 の実 時

ことが最終的な研究 目標である。

(2

時系列感覚・ 運動デー タと文脈記憶を連合させるニュー
ラル ネ ットモデルの研究

②

独立成分 分析 学 習 回路 へ の 拡 張 を計 り,

FPGA

(Field PrOgrammable Gate Array)を 用 いて実装す る。

(1)ソ ニーコンピュー タサイエ ンス研究所で考案 された

独立成分分析を実行 で きるアルゴ リズムにはい くつか提案
されているが,パ ルス密度型 ディジタル回路 による実現 に

文脈学習 の手法を視覚 セ ンサー付 きロボ ットの行動学習実

適 したアルゴ リズムを検討す る。 さらに(1)で 試作 した装置

験 を通 して検証す る。

を用 いて実装 し動作を検証す る。

(2)平 成 11年 度 に構築 した単独 ロボ ッ トの実験計算機
環境を拡張 し,複 数台 の視覚付 きロボ ット群 の実験 がで き
るように,計 算機 ハ ー ド及 びソフ トの整備を行 う。

2.大 規模動的記憶 システ ムのモデル構成

(3)音 声による ロボ ットの行動 に基づ く言語理解 の実験

(1)平 成 11年 度 に行 った国語辞書 の語義文 の解析 デ ー
タを もとに, ことばとことばの間 の関連性 を解析 し,意 味
ネ ットヮー クや意味 の部分空間など背景知識 の構造化を行

を行 うため,音 声信号処理系 のハ ー ド及び ソフ トの整備を

う。国語辞書 としては広辞苑 を用 い る。見 出 し語 は約 24

イ
テう。

万ある。見出 し語 に対応す る語義文を形態素解析 し,名 詞

(4)注 視行動 の文脈主導組織化 と行為認識機能に関す る研

形容詞,動 詞などの 自立語を取 り出す。 これ らの自立語を

究

特徴 と見 な して,見 出 し語間 の類似性か ら意味 ネ ットヮー

,

人間 が行動す るとき,そ の身体は時 として非常 に高速 に

クや意味 の部分空間を構成す る。

動 き,ま た空間内 の広 い範囲を動 き,物 陰 に一部隠れる こ

(2

構造化 された背景知識を用 いた文脈的予測や推定方

ともある。その周囲 は様 々な物体 が置かれた複雑な背景 を

式 に関す る基礎検討 を行 う。符号化 された外部事象 と見 出

構成 している し,周 囲 に他 の人 々など動 く対象 が複数存在

し語 (実 際 には もっと抽象的 な概念に対応す る)と の間 の
連合学習により,外 部事象 と関連す る他 の概念 を背景知識

す る。 そのような中で的確 に個 々の人間 の行動を観察 し
,
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の構造 を用 いて連想す ることがで きる。 この連想機能 によ
る新たな事象 の予測 や,事 象内欠落要素 の補完 や推定 など
の機能 の実現 の可能性 について検討す る。外部事象 の記憶
はエ ピソー ド記憶 であ り,意 味記憶 などの背景知識 とエピ
ソー ド記憶 との関連性 について システ ム論的な考察 を行 う。

2.文 脈主導型,認 識・ 判断 0行 動機能を支 える脳 アーキ

とに,来 年度 はエピソー ド記憶 の記銘時 における方略 の違
い (同 価 の素材を異 なる方法 で覚 える)に よって,後 の エ
ピソー ド記憶想起時 における脳活動 へ の影響を機能的 MRI
を用 いて検討す る。
さらに,脳 損傷患者 に対す る臨床神経心理学的研究 およ
び損傷部位 の詳細 な検討から,引 き続 きワーキ ングメモ リー
とエピソー ド記憶,意 味記憶 の関連 について検討す る。

テクチ ャの研究
(1)サ ルのワーキ ングメモ リー機構 の機能的構造 の研究

暢)記 憶 の形成・ 保持機構 と検索・ 想起機構 の解明 に関す

典型的 なヮーキ ングメモ リー課題 の 1つ である「 空間的
な遅延反応課題」 と,そ の変型 である「 パ ター ン弁別 によ
る遅延反応課題」を訓練 したサルにつ き,11年 度 より行 っ
ている PET実 験を続行 し,ワ ーキ ングメ モ リーに関係す
る脳部位 を, 2つ の異 なったヮーキ ングメモ リー課題 に関
係 して明 らかにす る試みを行 う。具体的 には,サ ルが遅延

る研究
昨年 まで,第 一に電気生理学的方法 によ り認知記憶 に関
わるサルの大脳神経回路 を解析す ること,第 二 に機能的時
期共鳴画像方 によって ヒトの滞納前頭葉 における機能局在
を解析す ること,の 二つの下位 目標 の基礎固 め作業 を続 け
てきた。第一の下位 目標 については,昨 年度 までに既 に

,

課題 を行 っている時,お よび遅延期間がな く,ヮ ーキ ング
メモ リーの負荷 がない課題を行 っている時 に,放 射性物質
で ラベル した酸素 15を 静脈 を通 してサ ルに投与 し,PET

世界 に先駆けて,大 脳前頭葉 か ら側頭葉 に至 る トップダウ
ン信号 を発見するなどの成果 を挙 げて第 I期 目標 を十分に

スキ ャナーで脳内の どの部位 か ら陽電子 が放出されるのか
を調 べ る。各課題で得 られたデータと,ワ ーキングメモ リー

である機能的磁気共鳴画像方 による解析 を重点的に推進す
る。機能的磁気共鳴画像法 (fMRI)に よ って認知記憶 に

負荷 のない状態 でのデー タとを比較す ることによ り、ワー
キ ングメモ リーに特異的 に関与す る脳部位 を明 らかにする。

関わる ヒ トの大脳部位 を同定す る目標を実現す る為 の具体
的 プ ロジェク トとしては,視覚刺激 を用 いた視覚 イメージ

さらに,異 なる報酬 を用 いてワーキ ングメモ リー課題を行

想起課題を採用 fMRI撮 影条件下 において聴覚刺激提示 を

わせた場合 の活性化す る脳部位 の違 い も明 らかにす る。
PET実 験 と平行 して,遅 延反応課題 とその他 の ワー キ

するには種 々の技術的困難 がついて くる。今年度 は,ま ず
聴覚刺激 ―視覚 イメージ想起課題 における活性化 を,低 レ

ングメモ リー課題を訓練 したサ ルの前頭連合野 か らニ ュー
ロン活動 の記録を行 う前年度 か らの研究を続行す る。 この

ベルコン トロール課題 との コン トラス トで同定 し,両 側聴

研究で特 に注 目す るのは,報 酬 の違 いによ り, ワーキ ング
メモ リーに関係 した ニュー ロン活動 が異なるとい う側面 で

達成す るめどがついた。平成 12年 度 は,第 二 の下位 目標

覚野 の活動 を確認す る。次 に聴覚刺激 を用 いた高 レベ ルコ
ントロール課題 との コン トラス トで聴覚野 の活性化消失 を
確認 して,本 来 の想起昨日我 に対応 した活動 を (現 在 の予

ある。また,前 頭連合野 の中の, これまで多 くの研究 が行
われて きて いる背外側部 だけでな く, これまで研究 が極 め

想 としては側頭葉 と前頭葉 に)同 定す る。

て少 な く,そ の機能 が明 らかにな っていない前頭眼高野 の
ニ ュー ロン活動 も詳 しく調 べ,前 頭連合野 の中で両部位 が

究

ワーキ ングメモ リーに関 して果たす役割 の違 いについて も
明 らか にす る。

12年 度 か らは,新 たに マ イク ロダイア リシス法 を用 い
た研究 も開始す る。ここではワーキングメモ リー課題を行 っ
ている時 の,前 頭連合野 を中心 に脳 の各部位 か ら神経伝達
゛
物質 をサ ンプ リング し, ワーキ ングメモ リーに関係 して

14)前 頭連合野 の光計測 ,fMRIに よる機能 的構造 の研
平成 H年 度 に整備 した光計測用 ,落 射型蛍光顕微鏡 と
新 イメー ジングシステムの組 み合わせによ り,サ ル大脳皮
質 の機能的構造 の解析 が飛躍的 に前進す ると期待 される。
前頭連合野 へ の同手法 の適用を試み, ワーキ ングメモ リー
課題実行中の脳活動記録・ 解析 を成功 させる事が, 1つ の
大 きな目標である。 これによ り課題遂行中 の前頭連合野 の

どのよ うな神経伝達物質 が,ど のよ うな相互関係 の もとに

機能的構造,さ らにその神経活動 ダイナ ミクスを解析 で き
る。 この研究遂行 には当該年度 か ら本 プ ロジェク トに参加

働 いているのかを明 らかにす る。
(2)ワ ーキ ングメモ リー とエ ピソー ド記憶,意 味記憶 の連

予定 《①の項 目)の 近畿大学医学部 ,稲 瀬教授 との連携的
推進 が重要 である。同教授 のグループはまず電気生理学的

関機構 の研究

手段 によ り,前 頭連合野 ワーキ ングメモ リ実行部位 の詳細

fMRIを 用 いた機能画像法 により,エ ピソー ド記憶 の記

な同定を行 う。決定 した部位 に我 々は光学的計測を適用 し

銘・ 再生時 にワーキ ングメモ リー機構 がどのように関与す
るのかを明 らかに して い く。作業記憶 (短 期間保持 された

特 に活動 の時・ 空間的分布 について解析す る。光計測後
同教授 のグループは解剖学的手段 によ り,神 経結合 の詳細

情報 の操作 )と 前頭前野領域 の関連,エ ピソー ド記憶想起
時 における想起方略 の違 いによる前頭前野領域 の働 きの変

を明 らかにす る。

化 について これまで研究を行 って きた。 これ らの結果 を も

,

,

平成 11年 度 の fMRIを 用 いた研究 か らワー キ ングメ モ
リー システムの脳内分布 についての重要な知見が得 られた。
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それは前頭連合野 のみな らず頭頂連合野 の働 きが重要 とい
うことである。中央実行系 と従属記憶系を ワーキ ングメモ

よ リサルの注意を向けさせ,注 意を向けた範囲あるいは向

リー システ ムの基本構成 と考えた時,中 央実行系 が課題実

注意を向けた時 と向けなか った時で,誘 発 される眼球運動
の違 い,さ らに同時に記録 されたニ ューロン活動 の違 いを

行 のための判断材料 を従属記憶系 に求 め,情 報 を取 りにい
く過程 が想定 される。 このモニ タ リングの程度を強 めると

けなか った範囲 のランダム ドット像を一定速度で動かす。

前頭前野 の活動上昇 と連動 して登頂連合野 の活動上昇 が認

調 べ る。さらに,前 頭眼野 の ニ ュー ロンの活動 と MST野
の滑動性眼球運動 に関連 したニ ューロン活動 の関係を調 べ

め られた。 この ことは登頂連合野 が前頭前野 に想定 される

るため,前 頭眼野 か らニ ュー ロン活動を記録 中 に MST野

中央実行形 の従属記憶 システ ムとして働 いている可能性を

を薬物 によリー過性 に不活性化す る。 この実験 によ り滑動

示唆 して い る。 これを検証 し, 2つ の機能単位 の関係,す

性眼球運動中の反応 の増強 が MST野 由来 の ものなの か

なわち協調動作 の実態を明 らかにす ることが平成 12年 度
の もう 1つ の大 きな目標である。 この研究展開 には集積電

前頭眼野で起 きて い るものなのかが明 らかになる。
仔)頭 頂連合野 における三次元形態 の知覚 と認識 の神経機

極式広域脳活動記録装置を用 いて,空 間的 に大 きく離 れた

構 の研究

,

両部位 の神経活動 ダイナ ミクスの連携動作を時間関係 と空
間的対応 の 2つ のパ ラメー タに注目 して解析す ることが不

構成す る面 の傾 きの識別や,構 成要素 の軸 の傾 きの識別 が

可欠 である。
(5)ワ ーキ ングメモ リーでの時間 コーデ ィングを担 う動的

重要であることが計算論 によって指摘 されてお り,実 際
覚醒 サルの ニ ューロン活動 の記録実験で,面 や軸のの傾 き

神経回路 の研究

に選択的 に反応す るニ ュー ロン群 が頭頂連合野 で見 つか っ

(1)前 年度 に記録 を終了 した「 色見本合 わせ課題」 と
「 提示時間見本合わせ課題」遂行中のサル前頭連合野 のマ
ルチニ ュー ロン活動 について,個 々の ニ ューロンの選択的
活動 の変化 と,複 数 ニ ュー ロ ン間 の相関的活動 の変化 の 2
つの側面 か ら解析を進め,時 間情報 を コー ドする動的な神

視覚情報 か ら二次元形態 を再構成す るためには,形 態を

,

ている.本 年度 の研究では,二 次元的な面 の傾 きの識別 に
おける絵画的な手 がか りの重要性 についてさらに解析 を進
める。
頭頂連合野 の面 の傾 きを識別す るニ ューロンでは,視 差

経回路 の実態 を明 らかに して い く。
(2)マ ルチニ ュー ロン活動を個 々のニ ューロン活動 に分

手掛 か りが重要な手掛か りである ことがわか っているが
二次元的 な手掛 か りであるテクスチ ャーに反応す るニ ュー
ロンも見つか った。 このニ ュー ロンはテクスチ ャーの勾配

離す る方法や,活 動相関 に基づ く機能的 シナプス結合 の解

か ら面 の傾 きを検出 して い ると考え られる.本 年度 はこの

析法 について も,理 論的研究 に基づ き,よ り良 い方法 を開

ようなニ ューロン活動 が真 に面 の傾 きの知覚を反映 したも

発す る。

ので あるかどうかを詳 しく検証 し, ヒトの認知 レベルに対

(31 特 にニ ュー ロン間 の機能的 シナプス結合 とその変化

,

については,CrOss‐ Correlation(相 互相関法 )を 基本 と

応 した神経活動 であることを明 らかにす る。 このため,ま
ず異種情報 のクロスマ ッチ ングによる面 の傾 きの識別課題

して解析す るが,そ れに時間軸上 の変化 の検 出 も備 えた
」oint PSTH法 や, 3つ 以上 の ニ ュー ロ ン活動間 の関係

をサルに訓練 して解析を進 める。また,同 じ視覚刺激を用
いて, ヒトで面 の傾 きの知覚実験を行 い,パ ラメー タを変

を視覚化可能 な力学 モデル的方法 について も検討 し,他 の
メ ンパ ー との積極的 な情報交換 と共 同研究 によ り,よ り適

化 させたときの知覚 の変化 とニ ュー ロン活動 の変化 を対比
する事で,ニ ュー ロン活動 が真 に知覚・ 認知過程 を反映 し

切 な解析 システ ムの確立 と,解 析用 ソフ トウエアの開発 を

たものであることの検証をお こな う。

fMRIの 研究 においては,前 年度 の予備実験 で,陰 影 に

目指す。

(4)ラ ッ ト及びマ ウス用 に,時 間情報を コー ドす る記憶

よる凹凸の判断,相 対的位置 の コーディ ング,大 きさの判

課題 を開発 し,訓 練を進 める。
(5)ラ ッ ト及 びマ ウスか らマルチ ニ ュー ロン活動を安定

断等 々の二次元的 な空間認知 に関係す る領域 を マ ッピング

して同時記録す る方法 を開発す る。

す るための課題 の準備 がで きて いるので,順 次 ,本 実験を
行 いデー タを解析する.ま た,将 来 の空間認知地図 の研究

G)選 択的注意 の神経機構 の研究

に欠かせない視覚刺激装置 の改良 と,眼 球運動 の記録装置

平成 11年 度 の研究で示 された前頭眼野 の ニ ュー ロン活

を導入 して来年度以降 の実験 に向けての予備実験を開始す

動 が滑動性眼球運動中 に増強 されている現象 が,ど のよ う

る。

な神経機構 で起 きて い るかを明 らかにす る。前頭眼野 の滑
動性眼球運動関連 ニ ューロンの活動 の増強 が滑動性眼球運

(3

動中 にだけ起 こるのか,空 間 のある場所 に注意を向ける こ

解明す る。前頭連合野 は,外 界 か らの各種感覚情報や内的

とによって も起 こるのかを調 べ る。そのため,視 野全体 に

な長期記憶情報 などか ら現況 で必要 な情報 を取 り出 し,保

投影 したラ ンダム ドッ ト像 の うち直径 5度 〜 10度 の範囲

持・ 処理 している。様 々な領域 か らの異なるモ ダ リテイー
の情報 が,ど のよ うに収敏・ 分散 して前頭連合野内へ入力

の像 に色を変化 させ る等 ,際 立 った特徴を持たせ ることに

前頭連合野 の多点電極記録法 による機能的構造 の研究
前頭連合野 へ の入力様式を,神 経投射二重標識法により
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そ してそれ らの機能単位 がワーキ ングメモ リー実現 の際 に
どのよ うな時間・ 空間的パ ター ンで活性化 されるのか を検

されて くるかを明 らかにす る。特に,空 間情報 の高次中枢
である頭頂連合野 と形態情報 の高次中枢 である側頭連合野
か らの入力 が,同 一の機能単位 に送 られるのかど うか,に

討す るために,多 点電極記録法 を用 いた研究を実施す る必
要 がある。多点電極記録法 を実施す るためには,記 録 シス

ついて検証す る。具体的には,同 一個体 (サ ル)の 頭頂連
合野 と側頭連合野 に,そ れ ぞれ異 な る順行 性 標識物 質

テ ムの整備 と解析 システムの確立 が必要 であるが,本 年度
は記録 システムの確立をはかる。記録 システムの確立を は

(WGA― HRP,BDA)を 注入 し,前 頭連合野 においてそれ
ぞれに標識 された神経終末 の分布 を調 べ る。 この結果 は
前頭連合野 の機能 に関す るモ ダ リテイーによる機能分業仮

かる一方 で,ワ ーキ ングメモ リー課題 を着 予できるように

説 の妥当性 について答 えを出す と共 に,次 年度以降 に実施
される光計測実験や多点電極記録実験 における記録部位 の

方法 には他 に光計測法 があり,共 に活性化 の時間・ 空間的
パ ター ンを明 らかにす ることがで きる。ただ し,多 点電極

決定 に必須 の情報 を提供す る。

記録法 では,個 々の神経細胞活動 を記録で きる ことと主 に
活動電位,す なわち神経細胞 か らの出力 を記録す ることか

,

,

サルを訓練す る。なお,広 領域 の神経活動 を同時記録す る

多点電極記録法 により,課 題遂行中のサルの前頭連合野
か ら,複 数 の神経細胞活動 を同時記録 す るシステムを確立

ら,光 計測法 とは相補的 な関係 にあ り,双 方 を同 じ条件下
で実施 し結果 を比較検討す ることにより,前 頭連合野 の機
能的構造 の解明が相乗的 に進むと考え られる。

す る。前頭連合野 の機能的構造 ,特 に,各 機能単位 がどの
よ うな情報を有す る神経細胞 により構成 されて い るのか
,
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構造 の研究

稲

瀬

正

彦

識 の神経機構 の研究

(D

リエ ゾ ン会議

Ⅲ

委

○吉

員

澤

所

属

工学部情報 システムエ学科教授

修

治

埼玉大学

飯

島 敏

夫

通商産業省 工業技術院電子技術総合研究所超分子部総括主任研究官

石

ll 員
り

澄

九州工業大学

情報工学部制御 システムエ学科教授

國 吉

康

櫻

井

京都大学

大学院文学研究科教授

平

井

芳 雄
有 三

筑波大学

電子・ 情報工学系教授

二

宅

章

東北大学

工学部講師

宮

下 保

山 鳥
渡

邊

正

夫 通商産業省 工業技術院電子技術総合研究所知能情報部主任研究官

吾

司 東京大学

大学院医学系研究科・ 医学部教授

重

東北大学

大学院医学系研究科教授

孝

麟東京都医学研究機構

東京都神経科学総合研究所副惨事研究員
(注 :○ は研究管理統括者 )
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