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卜に欠 けて いる高次機能に相当 し,そ のモデル化 と工学的
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

修治 (埼 玉大学工学部 )

テクノ ロジー となると考え られ る。

試 験 研 究 の 全 体計 画

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 ヽヽ
,

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
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
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
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

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
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
の統合的 アプロー
究 は工学・ 情報科学的研究 と
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
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
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

ことが典型的 な使命 であった。 このような システムでは

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, ロポテ ィック

質問,要 求 が想定範囲外 であった り,求 めるデー タや反応

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。

,

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

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

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

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。 その達成度 の指標 として,脳 型能動
監視 システムを設定 した。 この システ ムに必要 と考え られ

わち,大 量 の情報 を抱 え,あ るいは多数 の並列 プ ロセ スを

る要素機能 の多 くは生体では実現 されて い るものである。

抱 えて い るのに,そ れ らを動的に組織化で きないために

そこで,本 研究 では工学 0情 報科学的研究 と生理学的脳研
究 の統合的 アプ ローチを採用す る。第 1期 の研究 において

,

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
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
らか じめ規定 で きない多様 な問 い合わせ・ 状況・ ミッショ
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

,

記憶や認識・ 判断機構 に関す る生理学的研究では非常 に大
きな前進 がみ られた。一方 ,工 学的 には本 システムの「 工
学実験 の場」 となるハ ー ドウエア及 び生理研究 の成果 を取
り入 れた初期視覚情報処理 を完成 した。第 Ⅱ期 には,生 理

つ事象 の連鎖 (文 脈情報)を 抽出 し,判断・ 行動す るといっ

学的研究 においては,前 期 にその存在証明 が得 られた諸機
能 の工学的 モデル化を可能 とす るための状況設定 や制約要

た高度 な情報処理 が望 まれて い る。

因 などを解明す るとともに脳 における文脈主導型 ,認 識・

さて大脳前頭連合野 の損傷患者 は,決 まりきった 日常的
な行動 をす る上では障害 を示 さない。 しか し,新奇 な状兄

判断・ 行動機能 の全体像 の解明 に努 める。また,工 学的研
究にお いては,行 為文脈 の抽出・ 記憶・ 認識 を「 工学実験
の場」 に実現す るための研究を展開す るとともに,生 理学

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

的知見 の計算論的理解 を進め,脳 を創 るための要素技術 を

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

蓄積す る。

似 たところがある。 こうした障害 は,現 在 の状況 と,そ れ
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

1.文 脈主導型 ,認 識・ 判断・ 行動機能 を有 した工学 シス

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

本研究 では,文 脈主導型,認 識・ 判断・ 行動機能 の工学

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

的実現 に必要な要素技術 の確立 を目指 して研究 を進 める。
その達成度 の指標 として,脳 型能動監視 システムを設定す
る。今期 は,顔 の ロバ ス トな記憶・ 同定,選 択的注意 によ

状況 で必要 な情報 (何 分 か前 に出 された刺激,そ れに関連
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
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

テム実現 に関す る研究

る対象追跡 ,動 作 0行 為 の認識,行 為文脈 の抽出などに対
しす る計算論的 アプ ローチによ りそれ らの要素技術 を確立
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す ることを中心 に し,さ らに,第 I期 に構成 した実験 プラッ

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

トフォームヘの「 ソフ トウエア的」 な展開を目指す ととも
に,生 理学研究 グループ との連携を一層深 めて生理学的知

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。

13)文 脈事象 の想起・ 学習 のソフ トウェアモデルに関す る

見 の計算論的解析・ 理解 を進め,脳 を創 るための要素技術

研究

を蓄積す る。 この 目標 を達成す るため以下 の研究を展開す

文脈情報 の想起・ 判定・ 学習機能 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
応的に双方連合 させ る人エ ニ ュー ラルネ ットモデルに関す

る。

(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

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
を研究 し,そ のモデル化 を図 る。

視覚注意 ,空 間表現,物 体属性表現 などの工学 モデル研究

①

を行 う。① は工学実験を取 り入 れてモデルの評価 , システ

州工業大学工学部 )

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。
① 視覚情報処理 モデルの評価 (独 立行政法人産業技術総
合研究所 )
② の研究か ら創成 されたモデル及び,現 在,提 案されて
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
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

時空間情報 の 自己組織化 による文脈 の抽出,判 定 (九
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

第一の方法 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
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

提案する。

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

② 視覚情報抽出機構の研究 (日 本電気い基礎研究所 )
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

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。

するための研究を行 う。本研究の 2(6)(η 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

② 時系列 デー タか ら行為単位 を分節・ 識別す るニ ューラ
ル ネットモデルの研究 (独 立行政法人産業蘭銅衛鋼聘呼D

モデル化を行 う。

文脈主導型 の認識・ 判断・ 行動機能 を実現す るための動
的記憶 システ ムの実現 には,動 画像や音声などの時系列デー

(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。① は特に工学的な神経回路要素 (プ ロッ
ク)に いかに連合機能を持たせるかという研究を中心 に
,

また,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
で研究を進 める。
① 連合形成に必要な神経回路 プロックの研究 (東 北大学

タか ら記憶単位 となる行為を認識す ることが必要 である。
そのための要素技術 として,以 下 3点 を目標 とした研究 を
行 う。1)隠 れマルコフモデルの組 み合わせと競合 によって時
系列 データから行為単位を分節・ 認別するソフ トウェアモデ
ノ
L/0構 築。2)ニ ューラルネットヮークモデルによって時系列
データから行為単位を分節・ 認別するソフ トウェアモデルの
構築。3)ソ フトウェアモデルを実際の動画像や音声データに
Иゞ
適用 し,モ デノ
正 しく動作することを確認する。
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 (東 京大学大学院情報理工学系研究科 )

工学部 )
事象 の連合形成に必要な神経回路 プロックを考案 し,計

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

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
る。その後,そ れ ら神経回路 プロックを統合,大 規模 ネッ

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
及び知覚・ 運動 の並列 プ ロセ スを文脈情報 に基 づ き動的組

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

織化するメカニズムの工学 モデル化 とシステ ム実装 に関す

複雑 な状況 の中で文脈情報 に基づいて適切 に認識・ 判断・

,

の観点 か ら検討する。
② 関係表現 の形成 に関する研究 (筑 波大学機械工学系 )
神経回路 のよ うな分散型情報処理 システムにおいて,事

15)大 規模動的記憶 システムに関する研究

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
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

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

つ,計 算論的な見地か ら明 らかにする。また,そ のよ うな

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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る研究を行 う。
(筑 波大学電子・

情報工 学系 )

記憶機能 モデルに関す る研究を行 う。

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

2.文 脈主導型,認 識・ 判断・ 行動機能を支 える脳 アー キ

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

テクチ ャの研究

を展開す る。

第 I期 の研究 では記憶や判断機構 の研究 で非常 に大 きな
前進 がみ られた。生体で トップダウ ン,ボ トムアップ信号

14)前 頭連合野 の光計測 ,fMRIに よる機能 的構造 の研
究 (東 北大学大学院生命科学研究科 )

の実在 が証明 され,そ れを用 いて記憶形成 や検索 ,想 起 が
行われる ことが明 らかにな った。具体的 な システム として

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

記憶機構 が把握 で きる ことが示 されたことの意義 は非常 に
大 きく,本 研究 にお ける工学的実現 の取 り組 み (工 学 モデ

磁場

,

(3T)MRIを 用 いた脳機能描画法 によ り研 究 を進

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

ル化 とハ ー ドの実装 )に たい して も強力 なガイ ドライ ンを

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

提示 した。また,認 識や判断 に関わ る脳内構造 と神経 ネ ッ
トヮー クモデル も生理研究か ら提案 された。かかる知見を

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

工学 モデル化 に活 かすには,さ らに詳 しい状況設定 や制限

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

要因 などの情報 が生理研究側 か ら与え られる必要 があ り

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
の課題を ヒトに課 し,fMRI計 演1に よリ ヒ トの脳活動局在

,

Ⅱ期 の研究 で求 め られるもので あるが,そ れはまさに, も
う一歩 のところまで きて い ると判断 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

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。
幅)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 都大学文学部 )

も遅れてお り,特 に中央実行系 (central execut市 e)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

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

「 active」 な状態 にす ると考 え られ る。 中央実行系 は, さ
らにそのワーキ ングメモ リーの内容 に基づいて,判 断,プ

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
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

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
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

コーディ ングにとって,特 に有効 なはずである。そこで本

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

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。
ワーキ ングメモ リー とエ ピソー ド記憶,意 味記憶 の連

(幼

,

研究 は,動 的記憶 と しての ワー キ ングメ モ リー におけ る
「 時間情報」 と「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凍 」
激 自体 の

目標 として, ヒ トを対象 と して,臨 床的方法 と,PET及

保持 と,刺 激に内在す る時間情報 の保持 とでは, コーディ
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

び fMRIを 用 いた機能画像的方法 を中心 とした研究を行 う。

か,0)時 間情報 と順序情報 それぞれに対 し,そ の神経回路

具体的 には,記 憶障害を訴え る患者 の脳画像解析 と心理学

はどのようなダイナ ミクスを示す のか,を 明 らかにす る。

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

(0

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

選択的注意 の神経機構 の研究 (帥 産業蘭術総合研究所)

せ るため,正 常 ボランテ ィアによる正常脳 の機能画像的研

高等動物 は,自 分 のまわ りの複雑 な環境 か ら,意 味 のあ

究を行 う。 この研究 か ら想起 に関与す る脳内機構 の特定 や

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

記憶形成 に関 る脳内要素間 の機能連関 が明 らかにされるも

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

のと期待 される。
0)記 憶 の形成・ 保持機構 と検索・ 想起機構 の解明 に関す

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

る研究 (東 京大学大学院医学系研究科・ 医学部 )

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

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
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
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

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
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
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。
また,同 様 の課題を ヒトに課 して fMRIに て脳活動部位 を
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3.年 次計画

特定 し,サ ルの生理実験結果 と比較 ,解 析す 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

本 プ ロジェク トでは,文 脈主導型 ,認 識・ 判断・ 行動機
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

構 の研究 (日 本大学医学部 )
我 々 は外界 を眺めたとき,網 膜上 に投影 される像 は平板

構築 に必要な要素技術 の確立を目標 とす る。第 I期 では

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

全体 として,ま ず研究環境整備を早急に完了 させ る。その

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

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

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

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

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

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

,

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

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

な神経機構 によって行 われているのかを研究する。

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

(0

進 め られる。生理学的研究 は fMRIや

前頭連合野 の多点電極記録法 による機能的構造 の研究

PETな どの新技術

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

(近 畿大学医学部 )

前頭連合野 へ の入力様式 の解明。前頭連合野 は,外 界 か
らの各種感覚情報や内的な長期記憶情報 などか ら現況 で必

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
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

要 な情報 を取 り出 し,保 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 うに収欽・ 分散

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

して前頭連合野内へ入力 されて くるか,を 明 らかにする。
多点電極記録 システムの確立。前頭連合野における機能単
位 の構成 と, ワーキ ングメモ リー実現 に伴 う前頭連合野 の
時間・ 空間的な活性化を明 らかにす るために,課 題遂行中
のサルの前頭連合野 か ら,多 点電極記録法により複数 の神

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
りまとめなどが中心 となる。

経細胞活動 を同時記録す るシステム構築を確立す る。

研

1.

究

項

10年

目

度

11年

12年

度

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
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
た視覚特徴抽出モデルの研究

視 薔
情報処理 モデルの 並列計算機上での実:現
i

眼球運動

￨

との統合

特徴植出細胞 の工学 モデ レ構築
特徴抽

と学習 。注意機構 の研究
と りまとめ

一‑810‑一

(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。
①

連合形成 に必要 な神経回路
プ ロ ックの研究

連合機能を有する神経回路プロックの検討
神経回路 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
関係 の 自立的獲得 モデルの

②

関係連合機能のモデル化

研究
海 馬等の1図 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
②

よいかを研究
′
関係表現 の形成 に関す る研

とりまとめ

究
事物 の関係表現 の研究 と関
係表現 に文脈情報 を加 える方
法 について研究
ほ)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
機能 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
よる文脈 の抽出,判 定

時空間情報の自己組織化の方法
情報からの実時間的特徴抽出

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

び行動生成 のモデル作成

文脈記憶 を連 合 させ るニ ュー
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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②

′

時系列 デー タか ら行為単位
を文節・ 識別す るニ ュー ラル
ネ ッ トモデルの研究
動画像や音声など時系列デー

平成 13年 度 より開始

タか らなる行為を認識する方
法 の研究
141 注視行動 の文脈主導組織化 と

Fボ ット眼球 。首機構のハー と制御 システムの開発

行為認識機能 に関す る研究
複雑 な状況 の中で文脈情報 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

システムの評価実験と研究のとりまと

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。

G)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 ニュー ラルネットハー ドウェ
アと連合 0連 想記憶機能 モデル
に関す る研究を行 う。
パソ
レ
ス密度型学習回路の開発

①
②

ァルゴリズムと回路の検討
学習チップの製造 と評価

大規模動的記憶モデルの構成
然言語処理でタスクとしたモデ

研 究のとりまと崚

2.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

PET

*r;*6t -*'z/t +r,:.ffifrf*taaffix
ァイクロダイアリシス法によるワーキングメモリの物質的基礎に関する研究

構 の機能的構造 の研究
ューロン活動記録にょるワーキングメモリ
サルの ワーキ ングメモ リー機 テ
構 の機能的構造を電気生理学

,

解剖学的手法および PETを 用
いて明 らかにす る。
(2)ヮ ーキングメモ リーとエピソー

ワーキングメモ リーシステムのモデル化の検討
研究のとりまとめ

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。

‑812‑

究

研

項

目

① 神経機能画像法を用いた研
究

10年

12年

11 年 度

度

13年

度

14年

度

度

MRIに よる健常晰
て)
旨の脳機能測定(ヮ ー
蟹の脳機能測定 (エ ピソー ド言己憶 に限 し て)
」MRIに よる健常早
MRIに よる健常
記憶 に関 して)
∫
:

記憶「章害をもつ患者の症g

② 臨床的神経心理学的研究

%
)と

にした脳損傷者の)症 状分析
慇者に対する脳画像〕

モ リー システムのモデノ
L/4ヒ の検討

、
ま

(3)言 己
憶 の形成・ 保持機構と検索・

と め

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

方法論の確立

電気生理 )
ヒト及びサルを用 しヽ
た記憶機構の研究

…

ン機構解明を目標 として,電 気

言己憶 システム構造の検討

果のとりまとo

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。

14)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 ヌ題制

fMRIに よる脳活動記録

メモ リに関わる ヒトの脳領域
を特定す る研究
②

光計測法を用 いてワーキ ン

計測技術α)確 立
二
よる記録
光計測法な

グメモ リに関わ るサル前頭連

前頭遵合野の機能的構造の検討

合野 の機能的構造 を解明す る

とりまと崚

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
型

開発 と改良

￨

多数 ニュ・―ロン活動の同時記 最と解析
J

神経回路 モデルの検討

ロン活動を同時測定 し解析す る。

成果のとりまとめ

これを もとに神経回路 モデルを
検討す る。
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サルを用 いた行

(0

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。
仔)頭 頂連合野 にお ける二次元形
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,ま た, 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
ン活動の記録実験
②

結果のまとめ

fMRIに よ る ヒ トの脳 の機
育ヒマ ッ ピング実験

機能 マッピングのための実験

(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

結果のまとめ

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 14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

用 いて,実 際 に画像中か ら特体 の物体を検出す る神経回路

テ ム実現 に関す る研究

網 モデルを構築す る。さらに ビデオカメラか ら入力 した実
画像を用 いて物体検出実験を行 い, この神経回路網 モデル

(1)脳 型視覚情報処理 の研究

による視覚処理 の有効性 を実証す る。

①

(2

視覚情報処理 モデルの評価

lAl 網膜や視覚野 の特徴抽出を模倣 した工学 モデルの構築

猫 の視覚皮質での同期 した視覚刺激 に対す るニ ューロン
群 の活動を説 明す るための モ デ ルであ る Pulse― Coupled

関係連合機能 の 自律的獲得機能 の研究

① 連合形成に必要な神経回路プロックの研究
システム レベルか ら見 た海馬機能 の研究 として, ラット

Neural Network(PCNN)を 利用す ることによ り運動物

の空間探索時 における海馬 一大脳基底核 モデルを提案 した。
提案 モデルにおいては,海 馬 は視覚連合野 か らの複数 の視

体 の背景 か らの切 り出 しを効果的 に行 う手法 を開発す る。

覚情報 を統合 し,大 脳基底核 は視覚連合野や海馬 か らの情

また, これまでに開発 した静止 画像 に対す る顔検出・ 顔認
識手法を人 の検出お よび動作 の理解に応用す る方法 につい

報 に対す る行動出力 の確率的写像を獲得す る強化学習 を行
う。 しか し, ラットの海馬 では方向選択性 のある場所細胞

て検討す る。さらに,サ ングラスなどで部分的 に隠 れた顔

と方向選択性 のある場所細胞 しか用 いていなかった。また
視覚連合野 か ら海馬 へ のシナプ ス結合強度 があ らか じめ与

画像 か ら元 の画像を連想す る自己連想 メモ リを隠れを含む

,

画像集合か ら自己組織化す る学習 アル ゴ リズムを開発す る。
その他,新 たに提 案 した q― Gaborウ ェー プレ ッ トの有効

所受容野 の形成 を説明 できなかった。

性 について も検証す る。

lAl そこで,方 向選択性 のない場所細胞 も取 り入れたラッ

③

え られていることか ら,海 馬 で観察 される自己組織的 な場

注視点 の移動 に基づ く認識 アル ゴ リズムの開発

トナ ビゲーシ ョンモデルを構築 し,そ の能力を計算機 シュ

顔認識課題 を題材 として,強 化学習 によ り注視点 の移動

ミレーシ ョンで調 べ実験 と比較す る。

制御を行 う方法を開発す る。また,適 応的な背景推定 を利
用 した移動物体 の検出と移動物体 へ の注視点 の移動法 につ

D

いて考察す る。

出 し,モ デル と実験 デー タの比較 を行 う。強化学習を用 い
た内部 コーディ ングの 自己組織化 は,文 脈依存 の連合学習

②

視覚情報抽出機構 の研究
脳 における視覚認識処理 の計算原理を解明 しその工学応

次 に,海 馬細胞間 の結合 も可変であるとして,強 化学
習 の立場か ら海馬 ニ ュー ロン間 の 自己組織的 な学習則 を導

に結 びつ けることがで きる。また,必 要 な ものだ けを学習

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

す るという自立的学習 の基準 として使 える。

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

lCl 強化学習 によ り自己組織的 に求 め られた学習則 は人 の

す ることが不可欠である。さらに,脳 神経系 は「外界 か ら

海馬 に も摘要 できる可能性 があ り,我 々に課 せ られた
「連

の情報を処理 してい く過程で自らの構造を環境 に最 も適 し

合形成 に必要な神経回路 ブック」の構築 に も応用す る。

たように変化 させてい く」 という,学 習機構・ 自己組織化
機構 を持 つ ことが知 られて い るが,視 覚系 にお けるこのよ

②

うな学習機構の仕組みを解明 して い くことは工学応用 とい
う観点か らも,非 常 に重要な研究 テーマであると言え る。

関係表現 の形成 に関する研究
lAl 文脈主導型動的連想 モデルの優 れた能力 を明 らかにす
る。具体的 には,高 度 な汎化性能 とカテ ゴ リーに基 づ く類

例 えば,さ まざまな顔を提示 して学習 を進めることによっ

推能力 を,大 規模 な数値実験 によって検証す る。また,そ
の能力 を生かせ る問題 へ の応用を図 る。

て顔識別 に最 も適 した視覚特徴を自動的 に学習 できるよう

0

になること等 が期待 され 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

文脈修飾 が,脳 の柔軟 な文脈処理能力 を可能 に しているこ
とを明 らかにす る。 そのために,ま ず前頭葉 ニ ュー ロンな

出で きる情報 を最大 にす る」 という「 情報量最大化」原理

どに見 られる文脈依存的活動が, この原理 に基づいて説明

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

可能 であることを示す。

を明 らかに し,ま たこの原理 に基 づいた神経回路学習 モデ
ル,「 情報量最大化学習 モデル」を導出 し,こ の学習 モ デ ル

lCl(2を 更 に進 め,昨 年度までに構成 した対連合記憶 を形

によって脳 の視覚野 の神経回路 の性質 が 自動生成 できるこ
とを明 らかに した。さらにこの「情
1/」
圏 モデノ

モデルの重要 な動作原理 である
「選択的不感化」による

成す るモデルに文脈情報 による修飾 を加えて PACS(色 ス

… い う応用問題 に適
を,画 像中か ら特定 の物体を検出すると

イッチ付 き対連合課題 )と 呼ばれる文脈依存的記憶課題 を
解 く。また,モ デルをサルの下側頭葉 ニ ュー ロン活動 と比
較す ることによ って,原 理 の妥当性 を検証す る。

用 し,そ のために必要な視覚情報を抽 出す る機能を神経回

Ol

路網 モデルに学習 させる研究を行 った。

H14年 度 には,こ の「 情報量最大化学習 モ デ ル」 の応
用可能性 について引 き続 き検討す る。具体的 には,上 記学

度 が最終年度 なので, これまでの成果 を統合 して論文 にま
とめることも重点的に進 める。
13)文 脈事象 の想起・ 学習 のソフ トウエアモデルに関す る

習 モデルによって生成 される視覚情報抽出細胞 のセ ットを

研究
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研究成果 は随時 口頭および論文発表 して きたが,本 年

ロボ ット視覚機構 と,行 為認識 に必要 な多様 な視覚情報 を

時空間情報 の 自己組織化 による文脈 の抽出,判 定
lAl 時空間情報 か らの特徴抽出
①

平成 12年 度 に購入 した両眼眼球運動測定装置 を用 いて
心理実験 を行 い,選 択的注意 に関す る基礎的 データを得 る。
併 せて,種 々の生理実験 デー タ,選 択的注意 のモデル,動
画像処理技術 などを利用 して,時 空間情報 か ら特徴抽出を
行 う技術を確立す る。 シー ン中の動 きの部分 に選択的 に注

並列抽出す る脳型視覚処理計算 システム,な らびに,単 一
の運動文脈を対象 とした学習・ 認識 0判 断 の基本 モデルを
ベース として,複 数 の運動文脈 の統合処理 に基づ く行為 の
学習・ 認識・ 判断機能 を工学的 に実現す る。 システム構築
にあたっては,前 年度 に引 き続 き,当 プ ロジェク トの他 グ
ループの研究成果 を吟味 し採 り入 れて い く。
具体的 には,手 で物体 を扱 う行為 を対象 とし,以 下 の実

意 が注がれるものと予想 してお り,動 きの部分 を抽出 し
,

これに着 日 して効率的に特徴抽出を行えるものと考えてい

験 を行 う。

る。

lAl 物体 の動 きの時系列パ ター ンの学習・ 認識・ 判断機能
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の実現。

時空間情報 か らの特徴抽出に基 づ く手話認識

動画像 の注視点周辺 の特徴 を抽出す ることにより,比較
的易 しい動作 を対象 とした手話認識 を行 う。デー タグロー

lBl 物体運動 の文脈 と手 の運動 の文脈 との統合処置 による
,

プなどのセ ンサ ー情報 を用 いた動作認識 の場合 と同様 この

物体操作行為 の学習・ 認識・ 判断機能 の構築。
lCl 視覚 とハ ンドを有す る ロボ ッ トを用 いて物体操作行為

場合 に も,手 話 における 3種 類 の文脈 を抽出 し,現 在 の手

に伴 う視覚および運動 デー タを多数生成 しこれを用 いて学

話 がどの文脈 に属す るかの判定を行 う。

習実験を行 う。

lCl 特徴時系列情報 に基づ く文脈 の抽出 と判定

③

デー タグ ロー プおよび PSD動 作解析 シス テ ムによ り得

学習 した モデルに,人 間 の物体操作行為 を見 せて,そ

の認識・ 判断 を行わせる実験を行 う。

られるデー タに基 づいて,動 作認識 を行 なう。手話 におけ

幅)大 規模動的記憶 システムに関す る研究

る文脈 には,通 常 の手話 ,二 つの概念 を両手 を用 いて同時
に表現す る方法,指 文字 の 3種 類を考え る。 これ らの文脈

lAI Hough変 換 を用 いた実時間 で音源分離 を行 え る方式

を抽出 し,現 在 の手話 がどの文脈 に属す るかの半」
定を行 う。
これによ り多様 な手話 の識別 が可能 になる。また 3種 類 の

lB)lAlで 行 った研究を もとに,遅 れや反響 を含 む実環境下

文脈 ,10‑15種 類程度 の手話動作 を対象 に,文 脈 の抽 出
と判定 を行 い, これに基 づいて行為 の識別 を行 う。

頭 に置 きなが ら進 める。

に関す る研究を継続 し,評 価す る。
での実時間分離方式 に関す る研究を,ハ ー ドウェア化を念
lCI Blで 自己組織化 された意味特徴 を用 いて回帰型意味 タ

② 時系列データから行為単位を分節・識別するニューラ
ルネットモデルの研究

を行える大規模動的記憶 システ ムの構築 を進 める予定 であ

隠 れ マルコフモデル と同等 の能力を持 つ ニ ュー ラルネ ッ
トヮークモデルの組み合わせ と競合によって時系列 デー タ

2.文 脈主導型,認 識・ 判断・ 行動機能 を支える脳 ア ー キ

か ら行為単位を文節・ 識別す るソフ トウェアモデル も構築

テクチャの研究

に関す る研究を行 う。具体的 には下記 の内容 の研究を実施

(1)サ ルの ワーキ ングメモ リー機構 の機能的構造 の研究

グ連想 ネットワー クを構成 し,言 葉 の意味 タグの 自動付与
る。

12年 度 か ら開始 して いる PET実 験をさらに推 し進 め

す る。

,

lAl 複数 の ニ ュー ラル ネッ トヮー クを用 いた学習実験を行

え る システ ムを構築す る。
lB)上 記 の実験 システ ムを用 いて,複 数 の ニ ューラルネ ッ
トヮー クモデルの適切 な組 み合わせを競合 させ,自 己組織
化す る方式 について探索的 に研究す る。
lCl 音声 デー タや統告1さ れた環境 での数種類 の複合的 な行

ワーキ ングメモ リーに関係 して前頭連合内 の,そ して前頭
連合野 との関係 で脳 の他 の部位 がどのように活性化す るの
かを詳 しく分析す る。また,サ ルが課題 で正解 を した時 の
報酬 も変化 させ,報 酬 の違 いよ り脳 のどの部位 がどのよう
に活性化するのか も調 べ る。 さらに課題 の違 いと表集 の違
いとい う 2つ の要因 の間 に脳 の活性化 に関係 して何 らか の

し,行 為単位 の文節・ 認識脳旅行を解明す る。

相互作用 があるかどうかにつ いて も調 べ る。 14年 度 に は
PET研 究 の発展 として,神 経伝達物質 の ドーパ ミンがワー

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

キ ングメモ リーに関係 して Dlと

究

よ り強 く結 びついてい るかに関 して放射性 リガ ンドを用 い

為 を撮影 した動画像 デー タに,上 記で得 られた方式を摘要

人間 の物理的行為を見 て理解す る機能 を工学的 に実現す
るためには,高 度 な視覚認識能力 に加えて,行 為 の意味を
構成す る複数 の文脈情報 の統合処理機能 が必要である。本
研究 では, この機能 を脳科学 の知見 に基づいて構成 して い

D2の どち らの受容体 に

た方法 によ り調 べ る実験を行 う。
13年 度 か ら開始 した, ワー キ ングメ モ リー に関係 した
神経伝達物質 の振 る舞 いを調 べ るためのマイク ロダイア リ

く。

シス実験を発展 させ る。 サルが ワーキ ングメモ リー課題 を
遂行 しているとき, ワーキ ングメモ リー負荷 のない コン ト

本年度 は,前 年度 までに構築 した高度 な注視機能 を有す る

ロール課題 を遂行 して いるとき,そ して安静時 において前

‑816‑一

頭連合野 のい ろいろな部位 にあ らか じめ植え込んでお いた
マイクロダイア リシス用 プ ロー プを通 じて脳内物質をサ ン

学的方法 と f MRI法 との真 の統合 の道 が拓 ける ことが期
待 される。実際,1.5テ スラーシステム において最初 に試

プ リングし,集 めた物質を高感度液体 クロマ トグラフィー

みた Wisconsin Card Sorting Testは

と電気化学検出器を用 いて分析 し,ワ ーキ ングメモ リーに

心理学的研究 では前頭葉損害 の標準 テス トとしての地位 を
与 え られてお り,ま た ヒトの画像的研究 も進 め られて きて
い るが,細 胞 レベルの研究 はなされて いない。 それは主 に

関係 しているいろいろな神経伝達物質が脳内のその部位 で

,

それぞれどのような関係 の もとに活動 しているのかを明 ら
かにす る。得 に 14年 度 はこれまで全 く調 べ られて いない

GABA,ノ

,従 来 ヒトの神経

DimensiOnal Shiftに よ り弓￨き 起 こされる Cognitive Set

ルエ ピネフリン,セ ロ トニ ンなどについて調 べ

Shiftに 同期 した活動 が,サ ル前頭葉 の何処 に起 こるかの

14年 度 にはまた,こ れ まで続 けて いるワーキ ングメ モ
リーに関係 したニ ュー リン活動 を調 べ る研究をさらに発展

予想 がつかず微小電極法 の適用 が困難 だ ったせいで ある。
今回 の当研究室 の研究 によ りこの点 にブレイクスルーが与
え られれば,単 一細胞 レベルにおいて Cognitive Set Shift

させ,ワ ーキ ングメモ リーに関係 したニ ュー ロンの活動 を

の研究 が可能 になる。 これ は,前 頭葉 によ る Cognit市 e

増強あるいは抑制す る要因,例 えば薬物投与あ るい は報酬
の変化 などの操作 を行 い, ワーキ ングメモ リーを促進ある

Controlの 解析 に新 しい領域 を開 くもので あると考 え る。

いは妨害す る要因 を明 らかにす る試みを行 う。 こうした実
験的研究 に加えて, ワーキ ングメモ リーを促進す る方法 に

研究遂行 にあたっては,5年 計画 の まとめとい う観点 か ら
も,今 年度 は備品・ 物品 ではな くマ ンパ ワーの充実 が重要

関す る研究 も行 う。
(a ワーキ ングメモ リー とエ ピソー ド記憶 ,意 味記憶 の連

であると考えてお り,特 任研究員・ 研究補助員等 を随時投
入 して研究成果 の刈 り取 りに集中 したい。また,そ の成果

関機構 の研究

￨1研 究室 との交流等 に も役立てた い。
を MITの 利根り

る。

fMRIを 用 いた機能画像法 によ り,エ ピソー ド記憶 の記
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.こ れまでの研究 で,作 業記憶
(短 期間保持 された情報 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 きの変化,エ ピソー ド記憶再生・ 意味記憶再
生 における前頭葉活動 の違 い,エ ピソー ド記憶再認時 にお

その他,眼 球運動課題等 における研究 も同様 に推進 したい。

14)前 頭連合野 の光計測 ,fMRIに よる機能 的構造 の研
究
平成 12,13年 度 の研究か ら運動前野 で左,右 のターゲ ッ
トに上肢を伸ばす運動を準備す る時 に,空 間的 に分離 した
神経回路 が活性化 されることがあきらかにな った。 この運
動内容を保持 した神経回路サブユニ ッ トは,プ ラ ンニ ング
(運 動 の計画立案 )な どに関係す ると思 われ る。 その活性

ける時間文脈想起過程 に関わ る前頭葉活動を明 らかに して

化 は前頭前野や頭頂連合野 などか らの入力情報 に強 い影響

きた。

をうけているものと判断 された。前頭連合野, さらに頭頂

平成 14年 度 はエ ピソー ド記憶 の再認過程 において記銘

連合野 のいずれの部分 が運動計画 の立案や,そ れに関係 し

時 の時間的文脈情報 と空間的文脈情報を想起す る際 の脳活

た視覚情報 の統合 などに関与 しているのか, さらのその結

動 の違 いについて機能的 MRIを 用 いて検討す る。さらに

果 を運動前野 を含む運動実行系 にどのように指令す るのか

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

などの疑間 の解決 が残 された大 きな課題である。
これ らの システムの機能的構造 と機能発言 のメカニズム

,

ド記憶 ,意 味記憶 の連関 について検討す る。

を明 らかにするには前頭連合野,頭 頂連合野 と運動前野 の

0)記 憶 の形成・ 保持機構 と検索・ 想起機構 の解明 に関す

それぞれの機能的構造 と相互 の機能的結合 ,す なわち情報

る研究

のや りとりについて解析す る必要 がある。 その手段 として

これ までの 4年 間 に培 って きた電気生理学的 アプ ローチ
と機能的磁気共鳴画像法 (f MRI法

)に

よるアプ ロー チ

空間的広が りを もった両者 の脳活動 を同時 に記録で きる光
学的計測法及び多点電極 による神経活動同時計測法 は強力

の双方を統合 して, この 5年 計画 の まとめを行 う。ことに

な手段 である。本年度 は, これ までに整備 した こえ らの研

昨年度 にサル MRIを 立 ち上 げ, 1.5テ ス ラー シス テ ム に

究手法を駆使 して,上 記 の問題解決 にあたる。また,平 成

お いて覚醒行動 サルの機能画像 を撮 る方法を確立 した。今

14年 度 は当該研究の最終年度 であ るので,研 究成果 の と

年度 はこの方法を 4.7テ ス ラー システムに拡張 し,高 磁場
MRIシ ステムにお いて高空間解像度 の機能画像 を得 るこ
とを 目指す。勿論,技 術的観点 か らは 4.7テ スラー シス テ

りま とめ,論 文 M発 表 にも精力的 に取 り組 み,プ ロジ ェ
ク ト研究全体 の成功 に寄与す るため全力をつ くした い。
(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

ムには 1.5テ スラーシステムには無かった多 くのアーチファ

神経回路 の研究

ク ト発生要因が存在 し (例 えは 心拍・ 呼吸由来 アーチファ
ク ト),実 際 の実験 の中で これ らを除去す る努力 をす るこ

lAl サルか ら記録 した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

とが必要である。 これによ り,微 小電極 を用 いた電気生理

相関的活動 の変化 の 2つ の側面 か ら解析を進 める。

,
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Q

マルチ ニ ュー ロン活動を個 々の ニ ュー ロン活動 に分離

す る方法や,活 動相関 に基 づ く機能的 シナプス結合 の前年

昨年度 の ヒ トの心理物理学的な研究で,種 々の奥行 きパ ラ
メー タを変化 させたときの ヒトの知覚 の変化 とニ ューロン

度 に引 き続 き,「 提示時間見本合わせ課題」 と「 色見本合

活動 の変化 がよ く一致す る傾向 にあることが確 かめ られた

わせ課題」遂行中のサル前頭連合野か解析法について,特

ので,さ らにこの点についてより詳細 な実験 をお こない
ニ ューロン活動 が真 に知覚・ 認知過程を反映 した もので あ

に独立成分分析法を中心 とした方法 を確立 し,そ れをユ ー
ザーイ ンター フェイスを備 えたソフ トウエア 0シ ステム と

,

ることの検証をおこなう。

fMRIの 研究 においては, これまでに,絵 画的 な手 がか

して完成 させ る。
lCl ラット及 びマ ウスに,時 間情報 を コー ドす る記憶課題

りである陰影 による凹凸 の判断 で,頭 頂連合野領域 が活動

を訓練す る。同時 に,マ ルチニ ュー ロン活動を安定 して同

す ることを明 らかに して きた。また,眼 球運動 の記録装置

時記録 し解析す る。

視差 による立体的な視覚刺激を呈示するためのHMD,パ ー
チ ャル リア リティによって広 い三次元空 間 を呈示す る シス

(0

選択的注意 の神経機構 の研究

平成 13年 度 の研究で示 された視標 が まわ りの背景 か ら
目立 ってい る時 と,ま わ りの背景 に埋 もれて目立 っていな
い場合 とでは滑動性眼球運動 の速度 が異なる現象 は,ボ ト
ムア ップ的な選択的注視 であると考え られる。 ヒトを対象

,

テムが完成 したので,絵 画的 な手 がか りだけでな く, ヒト
の脳 における視差手 がか りと絵画的な手がか りの統合 によ
る形態知覚 のメカニズム,広 い空間での奥行 き知覚 のメカ

とした行動実験 によ り, トップダウン的 に注意を向ける課

ニズムについての研究を開始す る。
侶)前 頭連合野 の多点電極記録法 による機能的構造 の研究

題で も滑動性眼球運動の速度が異 なる現象 が観察 で きたの

前頭連合野 の入出力様式を,神 経投射二重標識法により解

で, この方法を もとに,平 成 14年 度 には, サルが視標 に

明す る。前頭連合野 は,外 界 か らの各種感覚情報 や内的な

対 して トップダウン的 に注意 を向け る課題を開発す る。

長期記憶情報などか ら現況で必要 な情報 を取 り出 し,保 持・

平成 12年 までの成果 により,大 脳皮質 MT,MST野 及
び前頭眼野 の ニ ューロンは注意 の有無 によ りその活動状態

処理 し,適切 な判断や行動を実現 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, どのように収欽・ 分散
して前頭連合野内へ入力 されて くるか,ま た,前 頭連合野

が異なる ことが明 らかになっている。平成 14年 度 には
視標 に対 してボ トムアップ的 に注意を向ける課題 と, トッ
,

プダウン的 に注意を向ける課題をサルが実行中に,大 脳皮
質 MT,MST野 及び前頭眼野 よ リニ ュー ロン活動 を記録

か らどのよ うに並列・ 発散 して運動連合野 へ 出力 され るの
か,を 明 らかにす る。具体的 には,前年度 まで の,前 頭連
合野 の背外側部 と腹外側部 の両領域 に,頭 頂連合野 と側頭

する。サルが視標 に注目している時 としていない時でもニュー
ロン活動 の部位 による差異 の検討 か ら, トップダウン,お

連合野 の双方 か ら入力 が入 る, とい う実験結果 に加えて

よび,ボ トムア ップの選択的注意 の神経機構を解明す る。

されているかを明 らかにす る。 サル前頭連合野 の背外側部

(7)頭 頂連合野 にお ける三次元形態 の知覚 と認識 の神経機

と腹外側部 に異なる順行性標識物質を注入 し,運 動連合野
における順行性標識を同一個体 で調 べ ることによ り,前 頭
連合野か ら運動連合野 へ の出力構成を明 らかにす る。

構 の研究
視覚情報か ら二 次元形態を再構成す るためには,形 態を
構成す る面 の傾 きの識別 が重要であることが計算論 によっ
て指摘 されている.こ れまで,覚 醒 サルのニ ューロン活動

,

これ らの前頭連合野内 の領野 か らの出力 がどのよ うに構成

多点電極記録法 によ り, ワーキ ングメモ リー課題を遂行
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

の記録実験で,面 の三次元的な傾 きに選択的に5載す るニュー
ロン群 が頭頂連合野で見 つか ってい る。本年度 は最終年度

録す る。前頭連合野 の機能的構造 ,特 に,各 機能単位 がど

の研究 にあた り, これまでに調 べてきた視差手 がか りと絵
画的手がか りの統合 による面 の二次元的な傾 きについての

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

まとめをお こな う。昨年度 には線遠近法 と視差手 がか りの

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。前年度中 に装備 した課題制御 システム と電気生

統合様式 について まとめたが,テ クスチ ャー も重要な絵画

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

,

的手掛か りであることがわか ってお り, この点 についてま
とめる。また,サ ルに異種情報 のクロスマ ッチ ングによる

理学的実験環境の もとに,多 点電極記録 システムを装備 し

面 の傾 きの識別課題を訓練 したところ, ヒトと同様 にこの
課題 がで きることが確かめられたので,本 年度はクロスマ ッ

ら神経細胞活動を記録する。記録結果を解析す ることによ
り,課 題遂行 に必要 な認知 ,記 憶 ,判 断,行 動決定 などの

チ ング課題遂行中 にニ ューロン活動を記録 し,ニ ュー ロン

機能 に,前 頭連合野 の各機能単位 がどのように関 わ ってい

活動 が真 に面 の傾 きの知覚を反映 した ものであるかどうか
を詳 しく検証 し, ヒトの認知 レベルに対応 した神経活動 で

るかを明 らかにす る。

あることを明 らかにす る。解析を進 める。
また,サ ルの実験 と同 じ視覚刺激を用 いておこなった

の様子 とを組み合わせて,前 頭連合野 の機能的構成 の全体

,

,

前年度 か ら訓練 して課題を遂行 できるようになった動物か

神経解剖学実験 の結果 と,電 気生理学的 な神経細胞活動
像を解明す る。
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Ⅱ 平成 14年 度 における実施体制
研

究

項

目

担

当

機

関

研究担 当者

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
囮産業技術総合研究所

栗

田 多喜夫

日本電気い基礎研究所

岡

島 健

治

三

宅

章

吾

森

田

昌 彦

石

り
‖ 員

澄

麻

生

英

樹

國 吉

康

夫

平

井

有

三

(1)サ ルの ワーキ ングメモ リー機構 の機能的構 働東京都医学研究機構東京都神経科学総合研究所

渡

邊

正

孝

造 の研究
(D ワーキ ングメモ リー とエ ピソー ド記憶,意

山

鳥

宮

下

保

司

14)前 頭連合野 の光計測 ,fMRIに よ る機能的 東北大学大学院生命科学研究所

飯

島 敏

夫

構造 の研究
(5)ワ ーキ ングメモ リでの時間 コーディ ングを 京都大学霊長類研究所

櫻

井

芳

雄

河

野

憲

二

泰

羅

雅

登

稲

瀬

正

彦

① 視覚情報処理 モデルの評価
② 視覚情報抽出機構 の研究

(2 関係連合機能の自律的獲得機能の研究
① 連合形成 に必要 な神経回路 プロックの研 東北大学工学部
究
筑波大学機能工学系
② 関係表現 の形成 に関す る研究
モ
0)文 脈事象の想起・ 学習のソフトウェア デ
ルに関す る研究
① 時空間情報の自己組織化 による文脈 の抽 九州工業大学工学部
出,判 定
② 時系列感覚 0運 動 デー タと文脈記憶を連 ω産業技術総合研究所
合 させ るニ ュー ラルネ ッ トモデルの研究
14)注 視行動 の文脈主導組織化 と行為認識機能 東京大学大学院情報理工学系研究科
に関す る研究

6)大 規模動的記憶 システムに関す る研究

筑波大学電子・ 情報工学系

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

東北大学大学院医学系研究科

重

味記憶 の連関機構 の研究

(3)記 憶 の形成・ 保持機構 と検索・ 想起機構 の 東京大学大学院医学系研究科・ 医学部
解明 に関す る研究

担 う動的神経回路 の研究

G)選 択的注意 の神経機構 の研究

帥産業技術総合研究所

(7)頭 頂連合野 における三次元形態 の知覚 と認 日本大学医学部
識 の神経機構 の研究

(8)前 頭連合野 の多点電極記録法 による機能的 近畿大学医学部
構造 の研究
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リエ ゾ ン会議

Ⅲ

委

○吉

員

澤

所

属

修

治 埼玉大学

工学部 教授

飯

島 敏

夫 東北大学

大学院生命科学研究科

石

川

員

澄 九州工業大学

國 吉

康

夫 東京大学

大学院情報理工学系研究科 助教授
文学部

教授

情報工学部制御 システムエ学科

櫻

井

芳

雄

京都大学

平

井

有

三

筑波大学

電子・ 情報工学系

二

宅

章

吾

東北大学

工学部 講師

宮

下

保

司 東京大学

大学院医学系研究科・ 医学部 教授

重

大学院医学系研究科

正

孝 働東京都 医学研究機構

山 鳥
渡

邊

東北大学

教授

教授
教授

教授

東京都神経科学総合研究所

副参事研究員
(注 :○ は研究管理統括者 )
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