3.脳

を創 る

視覚系 におけるニ ューロイ ンフォマティクスに関す る研究
I

科学的 な手法 を有効 に利用す るための ニ ュー ロイ ンフォマ
ティクス資源 5(1)5。 (2:実 験 デー タ解析手法,5.0:
デー タベース),ま たそれ らを統合 した ニ ュー ロイ ンフォ

試 験 研 究 の 全 体計 画

1.研 究の趣 旨
感覚・ 知覚・ 認知や記憶・ 情動等,脳 の複雑 かつ精緻 な
機能 は,21世 紀 に残 された フ ロ ンテ ィアと してそ の解明

マティクス研究支援環境 5.8)を 構築す ること,第 3に こ

が期待 されてお り,今 日では脳神経科学 に関す る研究成果
が爆発的 に増大 している。その一方 で,研 究対象や内容 の

セ ンサー技術 には無 い,新 しい情報処理原理 に基づいた脳
型視覚機能デバ イスを実現す ることである(4)。 第 1の 目標

専門・ 細分化 が極度 に進み,脳 神経系 の全体 としての機能
を統合的 に捉 えることが著 しく困難 になっているという相

である数理 モデルの構築 は,基 礎 となる実験 データの取得
デー タの解析,モ デル化,シ ミュレーシ ョン,モ デルの検

矛盾 した状況 が生 じている。す なわち,日 夜生 み出 されつ
つ ある脳神経系に関す る知見 は,個 々の研究者 がその全体

証 というプ ロセスか ら成 る。 こうしたそれぞれ のプ ロセス
はニ ュー ロイ ンフォマ ティクス研究支援環境 によ り加速化

を把握 ,理 解 で きる許容量をはるか に超えるものであ り
例 えば,実 験系 の研究者 と理論系 の研究者 との間 では用 い

され,ま た,そ れぞれのモデル研究か ら得 られた成果が モ
デルデー タベースに登録 されることで,よ リー層 の研究支

られる言葉 も手法 も違 うため,理 解内容 に大 きなギ ャップ

援環境 の充実を図 ることがで き,研 究を再 び加速す ること

が生 じている。
こ うした問題点を解決 し,今 後脳科学 を飛躍的 に発展 さ

がで きる。また, こうした知見 の加速度的増大 は視覚機能
デパ イスの開発 に対 して も,よ り豊富 な情報 を与 え ること

せ るためには,情 報 の解析・ 処理・ 伝達・ 蓄積・ 統合・ 保

にな り,開 発 プ ロセスの促進 に もつなが る。 こ うした,実

存・ 利用等 に関す る情報科学技術 の導入 が不可欠 である。

験的,理 論的,技 術開発的研究などを相互促進的に推進す
るためのニ ューロイ ンフォマ ティクス研究基盤 を築 き上 げ

,

特 に,分 子生物学 ,生 物物理学 ,神 経生理学,解 剖学など
脳神経系 に関す る個別 の知見を記述・ 統合 した数理 モデル
は, システム としての脳機能・ メカニズムを考え・ 理解す
,

うした資産を基盤 として「眼を創 る」,す なわ ち,現 在 の

,

ることが本プ ロジェク トの 目標 である。

1.神 経細胞 の数理的再構成 モデル構築 に関す る研究

る上で欠かす ことので きな い仮説 の検証(Dry Experiment)

脳神経系 の機能単位 である単一神経細胞 について,そ の

を強力に支援す る思考 のプラ ットフォーム として,ま た膨
大 な知見 のデータベース として,今 後 の脳神経科学 におけ

細胞内,細 胞間 の情報処理機構 を数理 モデル として記述す
る。 5チ ームは次 のよ うに役割 を分担 す る。 1.(1)は 神経

る研究手法 の中心的役割 を担 うものと期待 される。本 プ ロ
ジェク トが展開 しようとす るニ ュー ロイ ンフォマティクス

細胞・ 神経回路 の形態形成・ 回路形成 に関わ る細胞内 シグ
ナル伝達過程 の空間特性 の解析 とその モ デ ル化 , 1.(0は

とは,そ うした研究 に関連す るデー タベース,デ ー タ解析

細胞応答 の調節・ 可塑性 に関 わる分子機構 のモデル化 , 1.

手法 とそれ らを統合 した支援環境 を構築 し,そ うした環境

0)は 神経細胞 の情報統合 に関わる シナプス統合過程 のモデ

の上で数理 モデルを構築す るための研究を推進 し,脳 神経
系 の理解・ 解明 を進めるための新 しい研究パ ラダイ ムであ

ル化,1.に )は 培養中枢神経回路網 の振舞 い を解析 して
スパ ースな神経回路 におけるダイナ ミックスと単一神経細

る。すなわち,従 来 の各分野 の研究を縦糸 とすれば,ニ ュー

胞 の特性をモデル化,1.G)は

ロイ ンフォマ ティクスはそれ らの研究を結 び付 ける横糸で

か ら出力 (行 動 の発現 )に 至 る情報処理機構 が コンパ ク ト

あ り,実 験的手法 と数理・ 情報科学的手法 を融合 したアプ

に実現 されて い る昆虫の脳 において,神 経細胞 の応答発生

ローチによる 21世 紀 に向けた新 しい脳神経科学 の研究基
盤である。

機構 を解析 し,行 動発現過程 における単一神経細胞 の機能
をモデル化する。 これ らの研究 は互 いに協力 して分子 レベ
ルの過程か ら単一神経細胞 レベルの特性までを統合 した単

2.研 究内容及び目標

一神経細胞 の数理 モデルを「 仮想細胞 」 と して 1.G)が と

本 プ ロ ジェク トでは,脳 神経系 のなかで も比較的知見 の
豊富 な視覚神経系を具体的対象 として上述のニ ュー ロイ ン

りま とめる。得 られた数理 モ デ ル は realisticな 神経細胞
の振 る舞 いを,空 間的 には分子 レベルか ら単純 な回路 レベ

フォマティクスに関す る研究を推進す る。本プ ロジェク ト
の 目標 は,第 1に 視覚系 の各 レベル (1.単一神経細胞 ,2.

ルまで,時 間的 にはサブ ミリ秒 か ら年 レベルまでを再現す

網膜神経回路 ,3.視 覚野 )を 対象 とした数理 モ デ ル を構築

位置付 けられる。

す ること,第 2に 脳神経科学的問題 を解決す るために情報

(1)単 一細胞内 シグナ リングの空間特性 の解析 とモデルに

,

,入 力

(外 部刺激 の受容 )

ることができ, 2, 3の 数理 モデルの最小機能単位 として
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関す る研究 (名 古屋大学・ 医学部 )

的研究 で得 られた成果 は相互促進的に働 くのみな らず,最

神経細胞内 の情報処理 (シ グナ リング)の 空間的分業 の
メカニズムを解明す るためのモデル系 の確立を目指す。そ

終的 にはこれ ら全 ての知 見 が 2.13)に よ り統 一 性 の あ る

のために,空 間特性 の定量的制御 と計測 が可能 な,機 械刺
激 による細胞 の形態応答 を対象 と して,刺 激 の空間情報
(大 きさと方向 )が どのような細胞内 シグナ リングを経 て

「 仮想網膜」 として記述 される。すなわ ち,視 細胞 にお け
る光 エネルギー変換機構 か ら網膜出力細胞 である神経節細
胞 にお けるイ ンパ ルス列へ の符号化機構 に至 る網膜神経回
路情報処理機構 に関す る数理 モデルヘ と統合す る。

形態 に変換 され るのかを,主 としてイメージング手法 を用

(1)網 膜細胞 のイオ ンチャネル とシナプス機構 に関す る研

いて解析 し, この結果 を他 の班員 (1.(2, 1.0))の 協力
を得て数理物理 モデル として再現す る。

究 (慶 応義塾大学・ 医学部 )
網膜内情報処理 の神経機序 の解明 を達成 目標 として,網

神経細胞 の物理化学反応数理 モデルに関す る研究 (富
士 ゼロ ックス佛・ 総合研究所 )

膜 ス ライス標本 に対 す るパ ッチクラ ンプ法 によ り,網 膜神
経細胞 が もつイオ ンチ ャネル,お よび,神 経細胞間 のシナ

細胞応答 の調節・ 可塑性 に関わ る神経細胞内および神経

プスの機能を解明 し,光 応答 の発生機構を明 らかに し,そ
の数理 モデルを構築す る。

(動

細胞間 における信号処理 の本質抽出を目標 として,神 経細
胞 を分子機械 と捉 え,細 胞 の形態 を考慮 した分子 レベル物

(2

理化学反応 のモデルを構築す る。

研究 (東 京大学・ 大学院人文社会系研究科 )

13)神 経細胞 の シナプス統合過程 に関す る研究 (東 京薬科
大学・ 生命科学部 )

網膜神経節細胞 における同期的発火 と周期的発火 がどの
ような神経回路 によって生 じて い るのかを明 らかにす ると

神経細胞 における ミリ秒時間領域 での高速 の情報統合 の
基本的計算原理を モデル化す るために,樹 状突起 と細胞体

共 に,こ の様 なスパ イク発火 が視覚中枢 でどの様 に利用 さ
れ,か つ,行 動 に反映 され るのか を神経情報科学的に解析

を含む単一神経細胞全体 の時空間応答 を高速 イメージング

し,そ の数理 モデルを構築す る。

手法 を用 いて実験的 に解析 し, グループの他 の研究成果を
統合 した数理 モデルを「 仮想細胞」 として再構成す る。

0)網 膜神経回路 の数理 モデルに関す る研究

視覚系 における並列情報処理 とコーディ ングに関す る

(愛 知県立大

学・ 情報科学部 )

(拓 殖大学・

工学部 )

網膜神経回路 における視覚情報 の受容 ,処 理 ,符 号化 の
具体的 メカニズムの解明 を達成 目標 として, これまでの網

少数 の神経細胞 か ら成 る神経回路が示す ダイナ ミクスの
細胞 レベルでの解明 を達成 目標 として,神 経細胞を微小電

膜 に関す る豊富な神経科学的知見に基 づいた網膜内神経細
イヒを行 うと共 に
胞,情 報伝達機構,回 路構造 の数理 モデノ

極 ア レイ上 に培養 した神 経回路 とそのデー タを基に した数
理 モデルである人工神経回路 を実現す る。

本 プ ロジェク トで得 られた知見を統合 し,統 合数理 モデル

14)培 養神経細胞 による神経回路 の数理解析

15)微 小脳神経回路 の数理 モデルに関す る研究

(姫 路工業

,

としての「仮想網膜」を実現す る。
3.シ ステム・ 計算論的 アプ ローチによる視覚機能 に関す
る研究

大学・ 環境人間学部 )
微小脳 における感覚情報 の処理,記 憶,行 動発現 のメカ
ニ ズム解明を達成 目標 として,ニ ュー ロイ ンフォマティク
ス的手法 によ り,昆 虫 の感覚受容 か ら行動 の形成 にいたる
神経回路 の数理 モデルを構築す る。

視覚野 における情報 の流 れは,大 まかには網膜情報 を受
け取 る視覚野 の入 り口である第一 次視覚野 に始 まり,物 体
の識別 に関す る情報処理 (形 態視 )を 担 っている下部側頭
葉皮質 に向か う経路 と,運 動や位置 の識別 (空 間視 )を 担

2.細 胞生理 に基 づ く仮想網膜 の実現 に関す る研究
1.で 得 られた単一神経細胞 レベ ルの特性 か ら神経回路

これ らの情報 は連合野 で統合 され,最 終的 に視覚認知 が形

としての機能 が発現 される神経機構 の解明を目指 し,神 経
研究 の宝庫である網膜を具体的対象 に神経生理実験 デー タ

成 される。本 グループでは視覚野を構成す る主だ った経路
における情報処理機構 を対象 とす る。具体 的 に は,3.(1)

に基づいた網膜神経回路 の数理 モ デ ルの構築 を行 う。 2.

では第一次視覚野 の特徴 である機能地図 の 自己組織化 に関

は,イ オ ンチ ャネル, シナプス部 の特性 について,網
膜介在 ニ ュー ロンであるアマ クリン細胞 を用 いて解析す る。

す る数理 モデルを構築す る。3.(2お よび 3.G)で は形態視
機能 を対象 とし,視 覚パ ター ン認知 において重要 な役割 を

(1)で

う頭頂小葉皮質 に向か う二種類 の経路 が存在 する。その後

,

は,神 経節細胞 で観察 され る同期的・ 周期 的発火

担 う体制化 (視 覚パ ター ン中か ら意味 のある「 まとまり」

パ ター ンに関与す る神経機構 を剥離網膜標本 と網膜 スライ
ス標本 を用 いて解析す る。 この神経機構 にはアマ クリン細

を抽出 0分 離す ること),対 象識別 において重要 な役割 を
担 う色覚 に関す る数理 モデ ル を構築す る。 3.6)で は空間

胞 の活動 と神経節細胞 における符号化機構 が密接 に関連 し

視を対象 とし,運 動視 による空間認識 に関す る数理 モデル

ていると予想 され る。2.0)で は,従 来 の生理学的知見 に
基 づいた網膜神経回路 モデルを構築 し,モ デル研究,お よ

を構築す る。3.14)お よび 3.(0で は,連 合野 な どの高次機

2.(21で

び実験的検証を実施す るための基盤 を構築す る。各生理学

能 が関与す る視覚認知機能 に関 し,神 経情報科学的 な手法
3.14):連 合野を含む複数領野 か らの神経活動 の記録及 び
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その解析手法 の確立 )及 び コンピュータビジョン研究 と心

認識す ることができる。本研究 は,具 体的 な研究対象 とし

理物理学的研究を融合 した手法 (3.(0:形 状 イメ ー ジ認
知 )に よ リアプ ローチす る。

て 3次 元柔物体 の代表例 である顔を とりあげ,心 理実験 に

(1)視 覚野機能地図 の 自己組織化 の数理 モデルに関す る研
究 (日 本電気榊 0基 礎研究所 )
視覚野 ネ ットヮー クの形成機序 の解明を達成 目標 として

,

発達脳に関す る豊富 な神経科学的知見を説明す る,神 経活
動 に依存す る自己組織化 の数理 モデルを構築す る。

よって得 られる人間 のイメージ認知特性 と画像 の特徴抽 出
に関する コンピュー タ ビジ ョン的 な手法 とを融合 したアプ
ローチによって,顔 の形状 の動的な変化 によって生 じる表
情 のイメージ認知を記述す る数理 モデルを提案す る。す な
わち, 3次 元柔物体 の動画像 か ら抽出 される動的特徴 とい
う,物 理的な外部世界 で計測・ 記述可能なパ ラメー タと
,

(2

視覚認知 にお ける体制化 の数理 モ デ ル に関す る研究
(理 化学研究所・ 脳科学総合研究 セ ンター)
視覚認知 におけるゲシュタル ト要因 の解明を達成 目標 と

表情 を具体的 な例題 としてとりあげた人間 の内的イ メージ
の世界 のパ ラメー タとの一種 の写像関係を明 らかにす る。
4.視 覚機能 デバ イスの実現 に関す る研究

して,心 理物理学および生理学 によって得 られた多 くの神

視覚機能 の中で,時 空間処理を必要 とす る動 き検出は

経科学的知見を統合 し,視 覚認知 にお ける体制化を説明す

人間を含 めて全て の生体に備 わ った基本的かつ重要 な機能

る数理 モデルを構築す る。
(豊 橋技術科学大

である。本研究 グループでは,網 膜 か ら高次視覚野 に至 る
と半導体 デバ イス・
動 き検出を中心 とした視覚中

視覚神経系 にお ける色情報処理 ,表 現 の理解を達成 目標

回路機能を融合 した,新 しいデバ イス・ 回路・ ネッ トワー
クの実現 に関す る研究を行 い,基 礎的 なデバ イス 0回 路技

G)色 彩知覚 の数理 モデルに関す る研究
学・ 情報工学系 )

として,計 算論的及 び心理物理的手法 によ り,色 知覚 の恒
常性 ,透 明視現象 ,色 情報表現を主 たる対象 とし,計 算理

,

術 を構築す ると共 に,試 作 と評価を通 して,人 間 の能力 を
越える(例 えば超 高速 な)視 覚集積 システムの実現を目指す。

論お よび視覚神経系 の構造 に基づいた色知覚 の神経回路数
理 モデルを構築す る。

4.(1)は

(4)視 覚認知 における脳 のダイナ ミクスの研究

(岡 崎国立

成果を統合 し,基 礎的 な形状認識 との統合 も図 る。また
ハ ー ドウェアの立場か ら見た「 視覚情報処理 と電子回路 の

視覚認知 を担 う脳内神経回路 の動作様式 の数理 モデル構

適合性」を検討 しなが ら,モ デル研究 へ のフ ィー ドパ ック

共同研究機構生理学研究所 )

初期視覚機能を中心 とし,4.(21は 高次視覚機能 を
中心 とした研究 として位置 づ けられ,最 終的 には,両 者 の
,

築を達成 目標 として,脳 活動 を生理学的 に計測 しその情報

も行 う。

論的解析 を行 う。視覚認知行動を行 っているサルの大脳視
覚野 ,前 頭連合野 などの複数 の領野 か ら同時に多数のニュー

(1)初 期視覚情報処理 を行 うアナ ログ・ ビジ ョンチ ップに

ロン活動 を記録 し,そ の詳細 な解析 に もとづいて視覚認知
を実現 して い る脳神経回路 の動作様式 のモデノ
イヒを進める。
幅)運 動視 による空間認識 の神経網 モ デ ル に関す る研 究
(榊 富士通研究所 )

大脳 MST野 で「 平面 の空間認識」を運動視 によ り行 う

関す る研究 (豊 橋技術科学大学・ 電気電子工学系 )
下等動物や人間 に も一部備わ っている,網 膜 とその周辺
の脳機能 か らなる動 き検出に関す る初期視覚機能 を半導体
集積回路 で実現す ることを目指す。 そ こで は,2.(3)を 初
めとす るモデル研究 の成果 を参考に して,集 積回路化 の視
点 か ら基本的な初期視覚 モデルを構築 し,そ の結果を フィー
ドバ ックす る。ハ ー ド化 の基礎技術 として,低 電力・ 高集

神経網 のモデルを構築す る。そのために,ま ず空間認識機
構 の数理 アル ゴ リズムを明 らかに し,次 にそのアル ゴ リズ

積 が可能な アナ ログデバ イス・ 回路・ ネットヮー クの要素

とこれまでに固めた「 MT野 で局所運動を検出す る神経 網

技術 を構築す る。

のモデル」 に基 づいて,網 膜 か ら MST野 まで の全神経網

(a

(3億 本以上 と推定 )を 数式 で一 本 ず つ モ デ ル化す る。 こ
のモデル神経網を コンピュー タ上に構築 して,環 境や障害

プに関す る研究 (北 海道大学・ 工学部 )
アナ ログ集積回路化を念頭 において ,3.15)を 初 め とす

物 などを的確 に空間認識で きる ことを実画像を用 いて実証
す る。また,モ デル神経網 の生理学的な妥当性を微小電巳

る人間の高次視覚野 の情報処理機構 を参考 に して,動 きの

高次視覚情報処理 を行 うアナログ・ ディジタル混在 チッ

optical imaging,PET,f― MRIな どを用 いて検証す る方

方向 を検出する神経場 を 自己組織化す るためのアルゴ リズ
ムを開発す る。あわせて,後 処理 に用 いるデ ィジタル回路

法を開発す る。

とのイ ンター フェースを開発 し,4.(1)の 研究成果 を取 り

(0 3次 元柔物体 の形状 イメージ認知 の数理 モデルの研究

入れ,高 次視覚情報処理を行 うアナ ログ・ ディジタル混在

(腑 国際電気通信基礎技術研究所 )

チ ップの実現 を目指す。

人間 の高次視覚 の働 きは,そ の形状を論理的 に記述す る
ことが困難 な柔 らか く変化す る複雑 な形状 の 3次 元物体 の
視覚入力 に対 して も,頭 の中 に内的 に保持 されたイメージ
と比較す ることによ って,物 体 の種類やその形状 の意味を

5.ニ ュー ロイ ンフォマティクス構築 のための基礎研究
1.〜 3の 研究を支援す る環境 を構築す るために,5。 (1)
及 び 5.(0で は,実 験 デー タ解析手法 を開発 す る。 5.(4)で
は,視 覚系 に関す る形態 ,生理学的知見,数 理 モ デル,関
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連研究業績 を統合 したデー タベースを構築す る。 このデー
タベースには, これまでの関連す る研究および本プ ロジェ

およびモデ リング 0シ ミュレーシ ョン環境 と統合す るため
に,視 覚神経系 データベースのデー タ構造 やユーザイ ンター

ク トの各研究 で提案 される数理 モデルが登録 される。5.13)

フェース技術 を開発す る。

はこれ ら全てを効率的 に利用す るための研究支援環境 であ
り,モ デル研究 を支援す るための 5。 (1)5.(2に よ り開発
された実験 デー タ解析手法 や, シミュレー タ,パ ラメー タ
推定機能 ,ま た,5.14)で 構築 され るデ ー タベ ー スヘ ア ク
セスす るためのイ ンター フェースを有す る。 これ らは全て
プ ロジェク トメ ンパ ーに公開 し,利 用 され,実 際 の研究者
か らのフィー ドバ ック情報を得 ることで システム改良 へ結
びつ ける。

(1)脳 神経活動 デー タの数理解析法 に関す る研究

(理 化学

3.年 次計画
本 プ ロジェク トでは,脳 神経系 に関す る細胞 レベル・ 回
路 レベ ル・ システム レベルの機構・ 実体を解析 し,理 解 す
るために,脳 科学 の多様 な知見を共通 の情報 として統合 し
,

その数理 モデルを構築す ることによ って,脳 神経系 に関す
る知見 の蓄積・ 統合・ 共有 を学際的,国 際的 に進 める研究
基盤を確立 し,脳 神経科学 と情報科学技術を融合 したニュー
ロイ ンフォマティクス研究基盤 の確立お よびこれに もとづ

研究所・ 脳科学総合研究 セ ンター)
ニ ューロイ ンフォマテ ィクスにおいて利用 できる独立成

く視覚系 ニュー ロイ ンフォマ ティクスの展開を目標 とする。
第 I期 では,モ デ リング・ シミュレーション環境 ,モ デル

分分析,高 次相関法 などに基 づ く効果的 な実験デー タ解析
手法 の支援環境 へ の実装を目標 とし,脳 神経活動 に関す る

デー タベースな ど,各 グループが モデル研究を推進す る上

計測 デー タに対す るノイズ除去 ,特 徴抽出,信 号源 の推定
等 に関す る新 しい解析 アルゴ リズムの計算 ツール開発 を行
う。

(2

脳神経 システ ム解析 のための数理 アルゴ リズムに関す

る研究 (岐 阜大学・ 工学部 )
脳 における情報表現 の解明,お よびモデル化 に必要 な特
徴量 の抽出手法 の確立 を目標 として,マ ルチチャネルシス
テ ム解析,ス パ イク列解析, コーディ ング,非 線形・ 非定
常 システムの解析手法 を開発す る。
(3)ニ ューロイ ンフォマティクスのための コンピュー タ支
援環境 の構築 に関す る研究 (豊 橋技術科学大学・ 情報処理
セ ンター)

で不可欠 な研究基盤要素 を早急に構築す る。すなわち,そ
れぞれのグループが その上で数理 モデルの構築 ,登 録 , シ
ミュレーシ ョン,検 証を実施 で きる環境を整備す る。 こう
した研究支援環境 (デ ータ解析・ モデ リングシミュレーシ ョ
ンツ…ル群 )は ,ま ず Unix版 についてはプ ロジェ ク ト開
始 1年 後 にプ ロジェク トメンパ ーに公開 し,研 究者 の ニー
ズ等をより反映 させ るべ く改良 を進める。また,幅 広 い研
究者 の コンピュー タ環境に対応す るために,Windows版
もあわせて開発を進 める。実験 デー タ解析手法 に関 しては
既 に実用化 の見通 しのついている ものについては,早 急 に
,

研究支援環境 にイ ンプ リメ ン トし,プ ロジェク ト進行 に伴 っ
て開発 された手法 については,随 時,イ ンプ リメ ントし
,

ニ ュー ロイ ンフォマ ティクス研究を推進 して い く上で必

各研究者 に提供す る。1.〜 3.の 各研究 グループ は,担 当
す る数理 モデルの構築 に向けた研究 を進めるとともに,提

要 な,細 胞生理 ,神 経科学 ,脳 科学 などに関す る実験 デー
タの解析 ,数 理 モデル構築 を支援す るための コンピュー タ
環境 の構築 に関す る研究を行 な う。 さらに,ニ ューロイ ン

供 された研究支援環境に対す るニーズをグループ 5に フィー
ドバ ックし,次 世代支援環境開発 の指針 とす る。また,デ
バ イス開発 グループは,視 覚系数理 モデルの デバ イスイ ン

フォマティクスデー タベースを有効 に活用 できるイ ンター

プ リメ ンテーシ ョンに関わ る基礎的な研究を並行 して進め
新 しい数理 モデルが提案 された時点でその機能 デバ イス化

ネッ ト対応型 の解析・ モデ リング支援環境 の構築 について
も研究開発 を進め,プ ロジェク トメ ンパ ーヘの公開を通 じ
て改良 を重ね るとともに,最 終的 にはフ リーソフ トウエア
として一般 に公開す る。
(4)視 覚神経系 の ニ ュー ロイ ンフォマティクスデー タベー
ス構築 に関す る研 究 (富 士 ゼロ ックスい総合研究所 )
視覚神経系 に関す る単一神経細胞 レベル,神 経回路 レベ
ル (網 膜 ), システム レベル (視 覚野 )の 数理 モ デ ル を中
心 に,関 連す る実験的研究 な らびに理論的研究によ って得

,

を遅滞 な く進 め られるよう研究を推進す る。
第 Ⅱ期 では,各 研究 を加速化 し,個 々のモデルの検証作
業を進 めるとともに,単一神経細胞 ,網 膜神経回路 につい
ては第 I期 で得 られた モデルの統合化 をはか り,個 々の視
覚野 モデル とあわせて数理 モデルデー タベースに登録する。
また, これ らの成果 の一端 を視覚機能 システ ムの形 で具現
化す る。また,第 I期 で構築 した数理 モデル,デ ー タベー
ス,解析手法 などのソフトウエア資源 を,ニ ューロイ ンフォ

られたデー タを集約 し,文 献 , シミュレー タ等 の情報 と合
わせて これ らニ ュー ロイ ンフォマティクス関連情報 を効率

マティクス・ デス ク トップ支援環境 として統合・ 完成 し

的 に検索・ 提供 で きるデー タベースシステムの開発・ 運用
を達成 目標 とす る。また,5.G)で 開発 されるデー タ解析

とりまとめを行 う。

,

フ リーソフ トウエアとして一般公開す るとともに,研 究 の
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3.年 次計画

1.神 経細胞 の数理的再構成 モ デ ル
構築 に関す る研究

(1)単 一細胞内 シグナ リングの空
間特性 の解析 とモデルに関する

伸展方向依存的な形態応答 の
シグナル分子 の時空間パ ター ンの

イメ ー ジング

研究
(動

神経細胞 の物理化学反応数理
モデルに関す る研究

伸展方向依存的な形態応答を実現する
スパ イ ン分子 モデ
樹状突起 の分子 モデル構築

G)神 経細胞 の シナプス統合過程
樹状突起 の能動的特性 の解明 と再構成

に関す る研究

シナプス入力間 の相互作用
単一神経細胞 モデ
ルのと りまとめ
微小電極 ア レイ上 への

14)培 養神経細胞 による神経回路
の数理解析

神経回路のネリトワークモデ
人工神経回路による神経回路
ダイナ ミクスの研究

G)微 小脳神経回路 の数理 モデル
に関す る研究

微小脳神経細胞の数理 モデル構築 と
昆虫行動パターンの解析
微小脳神経回路 モデルの構築 と実験的検証
神経回路モデルに基づく昆虫行動の再構成

2.細 胞生理 に基 づ く仮想網膜 の実
現 に関す る研究

(1)網 膜細胞 のイオ ンチ ャネル と

網膜細胞のイオンチャネルと
レヾラメータ
ンナプス特性のモデノ
網膜細胞間の

シナプ ス機構 に関す る研究

イヒ
シナプス特性のモデノ
網膜細胞間の
網膜細胞の情報処理
モ

網膜 における同期的 0周 期的

(a

視覚系 における並列情報処理
とコーデ ィ ングに関す る研究

と数理 モデ

視蓋 ニューロンにおける
火パ ターンの解析 と数理 モデ
視蓋 ニューロンの発火 と
動の相関解析 と,デ ル化
視覚系 における
並列処理 モデルの構築

0)網 膜神経回路の数理 モデルに
関す る研究

モデ

網膜神経回路のネットヮーク
モデル「
網膜の情報処理機構の解明
モデルの とりまと
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3.シ ステム・ 計算論的 アプ ロー チ
による視覚機能 に関す る研 究
(1)視 覚野機能地図 の 自己組織化

視覚経験 を取 り入れた
自己組織化 モデルの構築
神経 ネ ットワークの自己組織化
数理 モデルの実現および検証

の数理 モデルに関す る研究

入力層 と上位層間の結合を導入 した
数理 モデルの構築
研究のとりまとめ

(a

視覚認知 における体制化 の数

理 モデルに関す る研究

群化 と分節化を説明する
神経動力学 モデルの探求
視覚 イメージ体制化を実現す る
統合的数理 モデルの実現
様 々な錯視現象へ の応用 と
モデルの精緻化
モデルの検証 と
研究のとりまとめ

0)色 彩知覚 の数理 モデルに関す
る研究

心理物理実験 による計算理論の検証・ 精lgl化
計算理論及 び視覚系 の構造 に基づいた
色覚神経回路 モデルの構築 。検証
研究のとりまとめ

14)視 覚認知 における脳 の ダイナ
ミクスの研究

行動下における複数領野同時ニューロン
活動の記録法及びデータ解析手法の開発
視覚行動時における複数領野からの
ニューロン活動の記録および情報論的解析
神経活動データに基づく数理モデルの構築,お よび
モデルによるニューロン活動の予測とその検証実験
研究のとりまとめ

輛)運 動視 による空間認識 の神経
網 モ デルに関す る研究

網膜 か ら MST野 までの神経網 の
デル化 とコンピュー
モデル神経網の生理学的検証法の開発
とりまとめ
表情動画像 デー タベ ース収集 と
その心理学的評定

G)3次 元柔物体 の形状 イメージ
認知 の数理 モデルの研究

3次 元柔物体 の特徴抽出

アル ゴ リズ ム

特定表情 デー タにおける特徴抽出 と
イメージ認知 の整合性 の評価
評価用動画像データベース
の拡充とその心理学的評定
形状 イメージ認知 の
数理 モデルの汎化性 の評価
研究のとりまとめ

―‑540‑―

研

究

項

目

12年

11 年 度

13年

度

14年

度

15年

度

度

4.視 覚機能 デバ イスの実現 に関す
る研究

局所適応型網膜回路
き検出ネットヮーク
,

(1)初 期視覚情報処理 を行 うアナ

(

ログ・ ビジョンチ ップに関す る
研究

二次元動 き検出 き
積回路 の開発 と
簡単 な形状認識 この統合
:

動き方向検出アナログネットヮーク・アルゴリズム
アナログ/デ ィジタルインターフェースの基礎開発
,

(a

高次視覚情報処理 を行 うアナ
ロ グ・ デ ィ ジ タル混在 チ ップに

￨る アーキテクチャを
平成 11年 度で提案リ
有する視覚チップの試作および評価
i

関す る研 究

網膜機能 と動 き検 出機能を統合 した
集積 システムの開 発
￨

:

5.ニ ュー ロイ ンフォマ テ ィ クス構
築 のための基礎研究

(1)脳 神経活動 デ ー タの数理 解析

独立成分分析による
データ解析法の支援〕
環境への実装
る生体信号の非線型
慶環境への実装

法 に関 す る研 究

ルル

フ

ズム

賞 湛

視手

饉

グ

￨

:誘 発電位からの特徴t亀
出
iの 支援環境への実装

多元生:体 信号解析法の開発

(2

脳神経 システム解析 のための
数理 アル ゴ リズムに関す る研究

視覚情報のコーディ
マルチチャネル伝選

雀
る
缶
す
研
究

̲￨

スパイクタ
‖青1設からの特徴抽出法,解
￨ら

の構築 に関す る研究

プロジェクト内公開
ニュ…ロインフォマ
支援環境(NI― DTE

興

′プ

￨

￨

︲
⁚
Ｘ
ジ
︲
″
¨
ロ
一
一
Ｎ
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4.平 成 11年 度 における実施内容 と達成 目標
1.神 経細胞 の数理的再構成 モデル構築 に関す る研究

オ ンチ ャネルが入力情報 の伝播 に関与 していると考え られ

(1)単 一 細胞内 シグナ リングの空 間特性 の解析 とモデルに

るが,そ の機能 を解明す る第二段階 として,電位依存性 チャ
ネルが関与 しない条件下 の伝播 を解析 し,受 動的神経細胞

関す る研 究

モデル として再構成す る。 このための準備 と して平成

血管内皮細胞 は血管 の走行方向 に添 って長軸を揃えた紡

年度 は以下 の二点を実施す る。第一 に高速

11

CCDカ メラを

錘形 を呈 している。 この特徴的形態 は血管周方向 の周期的
伸展刺激 によって作 られる。我 々 は伸展可能 な シ リコン膜

新 たに導入 し,電 位感受性色素 による単一神経細胞 か らの
高速光学的電位計測 が可能 な システムを構築す る。第二に

(lHz,20%長 の刺

激で血管周方向 の周期伸展刺激 に相当す る)を 与え ること

研究対象である海馬錐体細胞 の形態 と,樹 状突起 に存在す
る可能性 のあるイオ ンチ ャネルの特性 の数式的記述 を現有

によ り,不 定型 な細胞 を 1時 間程度 で伸展軸 に垂 直 に整列

の シミュ レータ内 に導入 し,再 構成 のための準備 を完了す

した紡錘形 に変化 させ ることに成功 している。 これ まで の

る。

生化学的・ 分子生物学的解析 で, この応答に関与す る主要

14)培 養神経細胞 による神経回路 の数理解析

な細胞内 シグナル分子 の同定 を行 い,<機 械受容 チャネルー
細胞内 Ca2+一 カルシニ ュー リンーsrcキ ナ ーゼー接着斑

これまでの神経回路 ダイナ ミクスの実験的研究 では,電
気活動 の多点同時測定 が困難 であったため,細 胞 レベルで

蛋 白質 チ ロシン燐酸化 ―細胞骨格 と接着斑 の空間再編成 ―
形態変化>と い うシグナ リングカスケー ドを明 らかに して

のダイナ ミクスの解析 は不可能 であ った。本研究 では,少

上 に培養 した細胞 に 1軸 周期伸展刺激

きた。 ところが このカスケー ドは刺激 の強 さを エンコー ド
して い るが方向 の エンコー ドには月1の シグナ リングカスケー

,

数 の細胞 か らなる培養神経回路を微小電極 ア レイ上 に形成
し,そ の電気活動を多点同時測定す ることにより,細 胞 レ
ベルでのダイナ ミクスの解析 と神経回路 モデルの形成を目

ドが必要 であることが判明 した。平成 H年 度 の 目標 は刺
激 の方向 を エ ンコー ドす る シグナル分子 とその シグナ リン

指す ものである。そのために,微 小電極上 に単純細胞 によ
る培養神経回路 を形成する技術を確立す ると共 に,多 点同

グカスケー ドの同定 である。我 々 はその鍵分子 が接着斑蛋

時測定 のための装置 の立 ち上 げを行 う。
幅)微 小脳神経回路 の数理 モデルに関す る研究

白質 であるイ ンテグリンと接着斑 キナ ーゼ (FAK)と 晩
んでいる。反応中の細胞 においてこれ らの分子 をライブイ
メージングして解析す ることによりこの仮説 を検証す る。
(2)神 経細胞 の物理化学反応数理 モデルに関す る研究

1)や 長期抑圧

ミッパ チ微小脳 について,平 成 11年 度 は,感 覚情報処
理 ,記 憶形成 ,運 動制御 などに深 く関与 して い ると考え ら
れているキノ コ体を形成す る神経細胞 (ケ ニオ ン細胞 )の

2)

数理 モデルを構築 し, この数理 モデルを用 いて樹状突起 の

は,脳 の視覚処理系 などにおける記憶・ 学習 の素過程 と考
え られてお り,そ の分子 メカニズムが解明 されつつ ある。

形態 と細胞応答特性 との関連 を解析す る。 また,平 成 12
年度以降 の神経回路 モデル構築 においては,神 経系 の最終

しか し近年 ,高 頻度刺激 は長期増強 を誘発 し低頻度刺激 は

出力 である行動 についての実験 デー タが必要 となるため
巣内 における ミツバ チの行動パ ター ンの計測,分 類 ,定 量

シナプス伝達効率 の長期増強 (注

(注

長期抑圧 を誘発す るといった単純 な描像 か ら,膜 電位 の振

,

動や グル タメイ ト以外 の伝達物質 による様 々な調節 といっ
た複雑 な描像 へ と変貌 しつつ ある。 この背景 には,複 数 の

的評価を行 うシステ ムを構築す る。

シナプス入力 により活性調節 される神経細胞内分子 メカニ
ズムとその非線型相互作用 が あると考え られる。 このメカ
ニズ ムの解明 を目的に,分 子 レベル化学反応 モデル構築 シ

(1)網 膜細胞 のイオ ンチャネル と シナプス機構 に関す る研

ステ ム とシ ミュ レーシ ョンのためのプラ ッ トフォーム開発
を目指す。 これを用 いてスパ イ ン内分子 メカニズムの骨格

に関 し,ア マ ク リン細胞間相互 の双方向性 シナプ ス機能 の
解明 のため,網 膜 スライス標本を用 いてパ ッチクラ ンプ実

を構築 し, シナプ スにお ける長期増強・ 長期抑圧調節機構

験を実施 し,ア マ クリン細胞 の シナプス前細胞 としての特
性 と シナプス後細胞 としての特性 を解明す る。 いずれ も

のモデル構築 を行 う。

2.細 胞生理 に基づ く仮想網膜 の実現 に関す る研究
究
網膜細胞 のイオ ンチ ャネル と シナプ ス機構 に関す る研究

,

(注

1)長 期増強 :強 い刺激を与えるとシナプス伝達効率が長期

(注

2)長 期抑圧 :中 程度の強度の刺激によリシナプス伝達効率

的に増強される現象
が長期的に減少する現象

0)神 経細胞 の シナプス統合過程 に関す る研究

膜電流 の定量的 な解析 を行 い Hodgkin― Huxleyの 式 に 当
てはめるべ きパ ラメー タを決定す る。また, シナプス後電
位 について もア ゴニス トによる コンダクタ ンスを定量的に
求 め,モ デルの作成 に直結す るような基礎的なデー タを得
ることを目標 にす る。 この 目標 を達成す るため,パ ッチク
ラ ンプ解析装置一式お よびステージ固定式正立顕微鏡を購

中枢神経細胞 は,そ の発達 した樹状突起 に多 くの シナプ
ス入力を受 け取 る。 シナプス入力 が統合 されるためには シ

入 し,実 験を開始す る。

ナプ ス部 に発生 した電位が樹状突起内を出力決定部位まで

(2

伝播 されなければな らな い。樹状突起 に分布す る多様 なイ

研究
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視覚系 における並 列情報処理 とコーディ ングに関す る

視覚系 の比較的低次 な レベルでは網膜部位局在が保持 さ

的 モデルを探求す る。さらに,動 的 ニ ューロンモデルの計

れ,各 受容野 は独立 して光情報 を処理す ると考え られてき

算を効率よ く実行 させ るための計算機 の設置 と整備を行 う。

たが,近 年 ,受 容野 が重な り合わない神経細胞同士で も同
期的 0周 期的 に発火す ることが報告 されるようになった。
この様 な時間的相関を持 ったスパ イク発火 の発生機構を網

0)色 彩知覚 の数理 モデルに関す る研究

膜標本を用 いて解析 し,数 理 モデルの構築を目指す。剥離

経系 が解 いてい ると考え られる計算課題 (逆 光学問題 )を

網膜標本 にマルチ電極法を適用 して神経節細胞 のスパ イク
発火 を記録 し,ど の様 な光刺激条件下で同期的 0周 期的発

明確化す るために,計 算論的な視点か らこれ ら現象を定式
化 し,そ の数理構造を明 らかにす る。さらに,数 値実験 に

火 が生 じるかを明 らかにす ると共 に,薬 理学的に同期的・

よ り視覚刺激 に対す る視覚系 の出力を シミュレー トし,現

周期的発火 に関与す る神 経回路を推定す る。また,剥 離網
膜標本や網膜 ス ライス標本 に細胞内記録法やパ ッチクラ ン

象 の定量的再現を目指す。また,計 算理論お よび神経回路
モデルの検証 に不可欠である心理物理実験を実施す る準備

プ法を適用 して, 2個 の神経細胞か ら同時記録を行 い,同
期的・ 周期的発火を生 じさせ る神経機構を解析 し,数 理 モ

として,基 本的な実験機器 の設置,理 論・ モデルを検証す
るための実験 プ ロ トコルを検討す る。

デルで シミュ レーシ ョンを行 う。

14)視 覚認知 にお ける脳のダイナ ミクスの研究

色覚現象 の中で も,外 界認知 に特 に深 く関わ っていると
考え られている色恒常性,色 彩透明視現象に関 し,視 覚神

0)網 膜神経回路 の数理 モデルに関す る研究

視覚認知行動下で複数 の領野 か ら同時 に多数 の ニ ューロ
ン活動を記録す る方法を開発す る。 このために電極,マ イ

網膜 の入出力を担 う視細胞 ,神 経節細胞 に関 し,光 信号
か ら神経情報 へ の変換機構 ,神 経イ ンパ ルス列へ の符号化

クロ ドライプな どの記録装置,大 量 のアナ ログデー タの高

機構 の解明 のため, これまでの神経生理学的な知見に基 づ
き,細 胞膜 のイオ ン電流機構 と細胞内情報処理機構 に基 づ

速サ ンプ リングと波形処理を行 う神経活動分離装置などを

いた数理 モデルを開発す る.視 細胞 については,色 覚 に関

論的 に解析す る手法を開発す る。

わ る錐体視細胞 の数理 モデルを構築す る。神経節細胞 につ

幅)運 動視 による空間認識 の神経網 モデルに関す る研究

いては,ア ナ ログ電位変化か ら神経 イ ンパ ルスヘ の変換 に

H年 度 は,こ れまでに開発 した「 動画像 か ら平 面
の空間認識を行 うアルゴ リズム」―
一― すなわち,動 画像 内
に生ずるオプティカルフローを,射 影幾何学 の複比変換お

開発す る。またこれによって得 られる大量 のデー タを情報

平成

関わ る細胞体 の数理 モデルを構築する。また,数 理 モデル
パ ラメー タ決定 ,数 理 モデルの検証 に必要 となる神経牛理
実験 のため,実 験機器 の設置,具 体的検証 プ ロ トコルの検

よび極変換 によ り統合 して平面 の空間認識を行 うアルゴ リ
ズム ーー を用 いて,MST野 神経網を モデル化す るための

討 を行 う
.

3.シ ステム・ 計算論的 アプ ローチによる視覚機能 に関す
る研究

基本検討を行 う。達成 目標 としては,こ のアルゴ リズムに
基 づいて,la)ま ず MST野 細胞の二次元配列構造 を決定 し

(1)視 覚野機能地図 の 自己組織化 の数理 モデルに関す る研

(b)次 にこの配列 とこれ までに モ デ ル化

,

究
視覚野 にお ける,方 位や方向選択性を有す る細胞 の受容
野 や,そ れに関係する コラム構造 が,視 覚経験 によってど
のよ うに適応的に変化す るかを解明す るために,視 床 ‐
視
覚野皮質 へ の神経結合 の 自己組織化 モデルを構築す る。 こ
こで得 られた モデルを単眼視 へ と適用 し,従 来行われて き

した MT野 細胞配
列 を結 ぶ神経網 (す なわち,MsT野 神経網 )の 数理 アル
ゴ リズムを明 らかにす る。

G)3次 元柔物体 の形状 イメー ジ認知 の数理 モデルの研究
3次 元柔物体 の形状 の動的変化 に対す るイメージ認知 の
心理実験,な らびに,数 理 モデルの構築 のための画像情報
の特徴抽出に関す る シミュレーシ ョンの実験用 デー タと し

た実験 と比較す ることによって,モ デルの検証をおこなう。

て使用す るため,訓 練 された多数 のモデルによる顔表情 の

また,当 該年度 は効率良 くシミュレーシ ョンす るための
計算機環境 の準備を行 う。

表出過程を ビデォ撮影す ることによ り表情 の動画像 デー タ
ベースを収集す るとと もに,そ の動画像解析 に必要 なソフ

(a

トウェアや画像処理 システムの整備など,基 本的な実験環

,

視覚認知 にお ける体制化 の数理 モデルに関する研究

網膜 に投影 された視覚 イメージが単 なる画素 の集合では
な く意味 のあるイメージとして解釈 され るのは,大 脳皮質

境を構築する。さらに,収 集 した顔表情 の動画像 に対 して

の視覚野が画素 どうしを関連 のあるイメージの部分 として

る心理学的評定実験を開始す る。
4.視 覚機能デバ イスの実現 に関す る研究

群化 した り,異 なるイメー ジに所属す るものとして分節化

認知 される表情 のイメージを定量化す るため,被 験者 によ

す る能力 を もってい るか らである。 こ うした視覚認知 の基
盤 を与え る能力 である群化 と分節化 は,視 覚野 ニ ューロン

(1)初 期視覚情報処理を行 うアナ ログ・ ビジ ョンチ ップに

の動的神経活動 の相関 によって説明 できる ものと期待 され

網膜機能 の局所適応機能について, コンパ ク トな CMOS

ている。 そこで,当 該年度 は群化 と分節化を説明 し得 るよ
うなニ ュー ロ ン間 の結合様式 とニ ュー ロン活動 に対す る動

基本回路を開発 し, これまで研究 して きた外網膜機能回路

関する研究

と合体 させる。 これによ り,明・ 暗領域 での エ ッジ検出を
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空間分解能 と連携 させて可能にす る。また,内 網膜機能 に
ついて も基本回路を検討す る。二次元動き検出については
,

最近実現 した相関 モデルに基 づ く一次元動 き検出回路 を二
次元配置 して,ベ ク トル和 による検出 に加えて,ス カラー
和 による検出方法 も検討す る。 これによ り,二 次元動 き検
出のための基本回路 の指針 を得 る。
(2 高次視覚情報処理を行 うアナログ・ ディジタル混在 チッ
プに関す る研究
視覚系 の生理および心理実験 か ら得 られて いる知見を も
とに,二 次元速度 に対 して選択的 に応答す る神経場 の 自己
組織化 アルゴ リズムを構築 し,そ のアナ ログ電子回路化 を
行 う。一方で,ア ナ ログ視覚神経回路 と,高 精度・ 信頼性
を有す るディジタル視覚神経回路 との融合を試み,現 実的
なアナ ログ・ ディジタル混在型集積回路 を実現す るための
基礎研究を行 う。最終 日標 は,ア ナ ログ・ ビジョンチ ップ
の初期視覚情報処理 とデ ィジタル後処理を組 み合わせて高
度 な視覚情報処理 を行 うハ イプ リッ ド視覚集積回路 の実現
である。その第一段階 として,本 年度 はハ イプリッ ド集積
回路 のアナ ログ/デ ィジタル・ イ ンター フェースの研究開
発を行 う。また,今 後 の試作準備 として,試 作集積回路 プ
ロセスにお けるデバ イ ス特性 の確認 ,お よび測定機系 の設
置 を行 う。
5.ニ ュー ロイ ンフォマテ ィクス構築 のための基礎研究

(1)脳 神経活動 デー タの数理解析法 に関す る研究
ロバ ス トな主 成分分析 (PCA),劣 成分分析 (MCA),
特異値分解 (SVD),独 立成分分析 (ICA)の よ うな先進
的 な信号処理 の技 術・ 手 法 を ,脳 波 (EEG),脳 磁 図
(MEG)の デー タに効率的 に適用 できる環境 の構築 を目標
として,ま ず,日 のまばたき,心 臓・ 筋肉 の活動 のよ うな
アーティファク トを抽出す る方法 を計算 ツール として支援

に表現 し,そ れを推定す るための手法 の開発 を目指す る。
中枢 へ の情報伝送系 はマルチチ ャネル システムであ り,ま
た,各 チ ャネルで伝送 される情報を コーディ ングす る際 に
与 え られる歪みは,相 互に非線形 に作用 して知覚 されるは
ずであ り, こうした系全体 は,外 界 か らの刺激 の統計的性
質 などに応 じて変化す る非定常な システムで ある。 こうし
た具体的 な課題を行 い,次 年度 か らは,脳 における情報表
現解明 のためのマルチチ ャネル システム解析 ,ス パ イク列
解析,コ ーディ ング,非 線形・ 非定常 システムの解析法 の
体系化 を目指す。
(3)ニ ューロイ ンフォマティクスのための コンピュー タ支
援環境 の構築 に関す る研究
豊橋技術科学大学 で開発 されてきた システム解析支援環
境 SATELLITEを ベ ース に視覚系 の ニ ュー ロイ ンフ ォマ
テ ィクス研究 のためのデス ク トップ 支援 環 境 (以 下
NI― DTE)を 構築す る。現 SATELLITEは UNIXシ ステ ム
,

において開発 され,近 年脚光 を浴 びて い る UNIXク ロー
ンのオペ レーテ ィ ング システ ム Linuxに お いて も動作す
るが,UNIXシ ステ ム は,そ の導入 および使用 に際 して

UNIXに 関す る高度 な専門知識 を必要 とす ることか ら,利
用者層 が情報系 の研究者 などに限 られて しまうことが予想
される。そ こで本研究 では,よ り多 くの研究者 が利用 で き
るよう,UNⅨ 版 のみでな く,Windows版 の NI― DTEを
併 せて開発す ることを第 I期 の達成 目標 とす る。平成 11
年度 は,NI― DTEの コアとな る NI‐ SATELLITEを 完成 さ
せることを目標 として,本 プ ロジェク トの研究者 にその開
発 ベースであ る現 SATELLITEを 公開 し,試 用経験 に基
づ く各研究者 のニーズ,意 見を集約 し,機 能 の追加 ,改 良
を行 なう。現 SATELLITEの 公開 に先立 って は, プ ロ グ
ラム全体 にわたる細部 の検証 ,マ ニ ュアルの整備 ,イ ンス

環境 へ実装す る。次に,ノ イズの影響 をおさえ,潜 在的 な
情報 を引 き出す方法,及 び特定 の視覚的,聴 覚的,体 性感

トール法 の簡略化 な どの作業 を進 め る。 こう した UNIX
版 のプ ログラム開発 ,イ ンス トール 0運 用試験 に使用す る

覚的 な刺激 に反応す る脳内部 の独立 な信号源 の位置を特定

高速演算 サーパ システ ムー式を新規導入す る。
に)視 覚神経系 の ニ ュー ロイ ンフォマティクスデータベー

す る方法 を実装す る。
(υ
脳神経 システム解析 のための数理 アル ゴ リズムに関す
る研究
脳 における情報表現 の解明,お よびモデル化 に必要 な特
徴量 の抽出手法 の確立 には,脳 内の情報伝送 における情報
表現 ,す なわち, コーディ ング様式 と, これによ り伝達 さ
れる情報量 と発生 され る歪み量 を評価で きる手法を体系化
す ることが肝要 である。平成 11年 度 で は,あ る与 え られ
た歪み量 ,例 えば,外 界認知 に必要 な歪み量を許容す る条
件下 で,外 界情報 を中枢 に伝達す る際 に必要な最低限 の情
報量 ,す なわち,一 種 の Rate― Distortion関 数 を定量的

ス構築 に関す る研究
研究者 がデー タを容易に蓄積・ 検索 で き,ま た利用 しや
す いデー タベースを実現す るためには,ユ ーザー となる他
の研究者 の意見 を取 り入 れ る必要 がある。 そこで実験系
理論系研究者 へ のアンケー トを行 ってユーザーの欲す るデー
,

タベースの仕様検討 を行 う。 ア ンケー ト結果 に基 づいて研
究者多数 の合意 が得 られるデー タベ ースの デー タ構造およ
びイ ンタフェースの仕様決定 を行 い,そ の仕様 に基 づいて
デー タベースの構築 に着手 す る。
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Ⅱ 平成 11年 度 にお ける実施体制
研

究

項

目

担

当

機

関

研究担 当者

1.神 経細胞 の数理的再構成 モデル構築 に関す る
研究

(1)単 一細胞内 シグナ リングの空間特性 の解析 名古屋大学医学部

正

博

市

り
‖ 一

寿

宮

川

義

川

名

明 夫

池

野

英

利

金

子

章

道

立

花

政

夫

神

山

斉

己

宮

下

真

信

田

中

曾我部

とモデルに関す る研究

(2

神経細胞 の物理化学反応数理 モデルに関す 帥富士 ゼロ ックス総合研究所

る研究

13)神 経細胞 の シナプス統合過程 に関す る研究 東京薬科大学生命科学部
(4)培 養神経細胞 による神経回路 の数理解析
拓殖大学工学部
15)微 小脳神経回路 の数理 モデルに関す る研究 姫路工業大学環境人間学部

博

2.細 胞生理 に基 づ く仮想網膜 の実現 に関す る研
究

(1)網 膜細胞 のイオ ンチ ャネル とシナプス機構 慶應義塾大学医学部
に関す る研究

(2

視覚系 における並列情報処理 とコーディン 東京大学大学院人文社会系研究科

グに関す る研究

13)網 膜神経回路 の数理 モデルに関す る研究

愛知県立大学情報科学部

システ ム・ 計算論的 アプ ローチによる視覚機
能 に関す る研究

(1)視 覚野機能地図 の 自己組織化 の数理 モデル 日本電気卿基礎研究所
に関す る研究

(2)視 覚認知 における体制化 の数理 モデルに関 理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター

繁

す る研究

0)色 彩知覚 の数理 モデルに関す る研究

豊橋技術科学大学情報工学系

中

内 茂

14)視 覚認知 における脳 の ダイナ ミクスの研究 岡崎国立共同研究機構生理学研究所

小

松

6)運 動視 による空間認識 の神経網 モデルに関

い富士通研究所

￨1上
サ

進

榊国際電気通信基礎技術研究所

赤 松

茂

英

樹
彦

す る研究

(0 3次 元柔物体 の形状 イメージ認知 の数理 モ
4

デルの研究
視覚機能 デバ イスの実現 に関す る研究

(1)初 期視覚情報処理を行 うアナ ログ・ ビジ ョ 豊橋技術科学大学電気電子工学系

米

津

宏 雄

雨

宮 好

ンチ ップに関す る研究

(a

高次視覚情報処理を行 うアナ ログ・ ディジ 北海道大学工学部電気工学科
タル混在 チ ップに関す る研究

仁

ニ ューロイ ンフォマティクス構築 のための基
礎研究

(1)脳 神経活動データの数理解析法に関す る研究 理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター

AndrzeiCichOCki

(2)脳 神経 システム解析 のための数理 アル ゴ リ 岐阜大学工学部

横

田

康

成

ズムに関す る研究
(3)ニ ュー ロイ ンフォマテ ィクスのための コン 豊橋技術科学大学情報処理 セ ンター
ピュー タ支援環境 の構築 に関す る研究

竹

部

啓

輔

(4)視 覚神経系 のニ ュー ロイ ンフォマティクス 帥富士 ゼロックス総合研究所

山

口

功

臼 井

支 朗

デー タベ ース構築 に関す る研究
研究管理

豊橋技術科学大学情報工学系
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リエ ゾ ン会議

Ⅲ

○臼 井

支

朗

曾我部

正

博

市

川

一

宮

り
‖ 博

豊橋技術科学大学

情報工学系教授

名古屋大学 医学部教授
寿 榊富士 ゼ ロ ックス 総合研究所主幹研究員

義

東京薬科大学

生命科学部助教授

池

野

英

利

姫路工業大学 環境人間学部助教授

金

子

章

道

慶應義塾大学

立

花

政

夫

東京大学

神

山 斉

田

中

小

松

英

￨1 上
り

属

所

員

委

医学部教授

大学院人文社会系研究科教授

己 愛知県立大学

情報科学部助教授
脳科学総合研究 セ ンター脳回路 モデル研究 チーム リーダー

繁

理化学研究所

彦

岡崎国立共同研究機構 生理学研究所教授
帥富士通研究所 ペ リフェラルシステム研究所専任部長

進

茂 榊国際電気通信基礎技術研究所 人間科学研究部第二研究室長

赤

松

米

津

横

田 康

宏

雄 豊橋技術科学大学 電気電子工学系教授
成

岐阜大学 工学部助教授
(注 :○ は研究管理統括者 )
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