(3)月 歯を倉J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

ベースなどのニ ュー ロイ ンフォマテ ィクス資源 ,ま たそれ
らを統合 したニ ュー ロイ ンフォマ ティクス研究支援環境 を

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
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

構築す ること,第 3に こうした資産 を基盤 として「 眼を創
る」
,す なわち,現 在 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。第 1の 目標である数理 モデルの構築 は,基 礎 と

専門・ 細分化 が極度 に進み,脳 神経系 の全体 としての機能

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 デルの検証 というプ ロセスか ら成 る。 こう

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

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

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

究支援環境 によ り加速化 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

を把握 ,理 解 できる許容量 をはるかに超えるものであ り

とで,よ リー層 の研究支援環境 の充実を図 ることがで き

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

研究を再 び加速す ることがで きる。また, こ うした知見 の
加速度的増大は視覚機能 デバ イスの開発 に対 して も,よ り

,

,

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
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
せるためには,情 報 の解析・ 処理・ 伝達・ 蓄積・ 統合・ 保
存・ 利用等 に関す る情報科学技術 の導入 が不可欠 である。

豊富 な情報を与える ことにな り,開 発 プ ロセ スの促進 に も
つ ながる。本 プ ロジェク トは, こうした実験的,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 き上げる ことが 目標 で

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

ある。

は, システムと しての脳機能・ メカニズムを考え・ 理解す

脳神経系 の機能単位 である単一神経細胞 について,そ の
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

,

る上で欠かす ことので きない仮説 の検証を強力 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 とは,そ うした研
究 に関連す るデー タベース,デ ー タ解析手法 とそれ らを統
合 した支援環境 を構築 し,そ の環境 の上で数理 モデルを構

1.神 経細胞 の数理的再構成 モデル構築 に関す る研究

る。 5つ のチー ムは次 のよ うに役割 を分担す る。 1.(1)は
神経細胞・ 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.
(2は 細胞応答 の調節・ 可塑性 に関わ る分子機構 のモデノ
イヒ
,

1暢 )は 神経細胞 の情報統合 に関 わ る シナプ ス統合過程 の
モデル化 ,1.14)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

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 ムである。す なわち,従 来 の

経細胞 の特性をモデル化,1.(51は

各分野 の研究を縦糸 とすれば,ニ ューロイ ンフォマティク

容 )か ら出力 (行 動 の発現 )に 至 る情報処理機構 が コンパ

スはそれ らの研究を結 び付 ける横糸であ り,実 験的手法 と

ク トに実現 されて い る昆虫 の脳 において,神 経細胞 の応答

数理・ 情報科学的手法 を融合 したアプ ロー チによる 21世

発生機構を解析 し,行 動発現過程 における単一神経細胞 の

紀 に向けた新 しい脳神経科学 の研究基盤 である。

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

2.研 究内容及び目標

た単一神経細胞 の数理 モデルを「 仮想細胞」 と して 1(31
がとりまとめる。得 られた数理 モ デ ル は realisticな 神経

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
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 (単 一神経細胞,網 膜
神経回路,視 覚野 )を 対象 とした数理 モ デ ル を構築す るこ

,入 力

(外 部刺激 の受

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 ることができ, 2, 3の 数理 モデルの最小機能単位 と

と,第 2に 脳神経科学的問題 を解決す るために情報科学的

して位置付けられる。
(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

な手法 を有効 に利用す るため実験デー タ解析手法,デ ー タ

関す る研究 (名 古屋大学・ 医学部 )
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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

構 が密接 に関連 して い ると予想 され る。 2.(4)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

のために,空 間特性 の定量的制御 と計測 が可能 な,機械刺

モデル研究,お よび実験的検証 を実施す るための基盤を構

激 による細胞 の形態応答 を対象 と して ,刺 激 の空間情報

築す る。各生理学的研究 で得 られた成果 は相互促進的 に働

(大 きさと方向 )が どのよ うな細胞内 シグナ リングを経 て

くのみな らず,最 終的 にはこれ ら全 ての知 見 が 2.(4)に よ

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
いて解析 し, この結果を他 の班員 1.(2, 1.0)の 協力 を得

り統一性 のある「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

て数理物理 モデル として再現す る。

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

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 ックス榊・ 総合研究所 )

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

(動

細胞応答 の調節・ 可塑性 に関 わる神経細胞内および神経
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
理化学反応 のモデルを構築す る。
(3 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 )
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
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
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。
(4)培 養神経細胞 による神経回路 の数理解析 (拓 殖大学・

,

,

す る。

(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
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
膜 ス ライス標本 に対す るパ ッチクラ ンプ法 によ り,ア マ ク
リン細胞 が もつイオ ンチャネル,お よ0ア マクリン細胞一
アマ ク リン細胞,ア マ ク リン細胞 一双極細胞間 の シナプス
特性 を解析 して,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。

(2

スマー ト極微小多電極 セ ンサの構築 と網膜細胞電位計

測 への応用に関す る研究 (豊 橋技術科学大学・ 工学部 )
信号処理集積回路上 に ミク ロンサイズの電極径・ 間隔 で

工学部 )

数千〜数万 の立体極微小多電極 セ ンサチ ップを構築す る。
これを用 いて, 3次 元 の細胞応答分布 を計測 で きるスマー

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

トセ ンサ構造 を完成 させ,2.13),2.(4)と 協力 しなが ら網膜
神経回路 の数理 モデルを構築す るための生理実験 に基づ く

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。

視覚系情報処理 モデルの検証 を行 う。
0)視 覚系 における並列情報処理 とコーディングに関す る

幅)微 小脳神経回路 の数理 モデルに関す る研究 (姫 路工業

研究 (東 京大学・ 大学院人文社会系研究科 )

大学・ 環境人間学部 )

網膜神経節細胞集合 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

微小脳 における感覚情報 の処理,記 憶 ,行 動発現 に関わ
る神経系 の基本的な メカニ ズム解明 を達成 目標 として, ミ
ツバ チにおける感覚受容 に関す る神経回路,記 憶形成 に関
す る神経回路,行 動制御 に関す る神経回路,個 体行動パ ター
ンについて数理 モデルを構築する
2.細 胞生理 に基づ く仮想網膜 の実現 に関す る研究

ると共に, 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 し,そ の数理 モデルを構築す る。
(4)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 )

1.で 得 られた単一神経細胞 レベ ルの特性 か ら神経回路
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
に基 づいた網膜神経回路 の数理 モ デ ルの構築 を行 う。 2.
(1)で は,イ オ ンチ ャネル, シナプ ス部 の特性 について,網

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
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
胞,情 報伝達機構 ,回 路構造 の数理 モデル化を行 うと共 に
,

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

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。
2.(2)で は,立 体構造 を もつ脳神経回路網 の時空間応答 を

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

計測す るための極微小多電極 セ ンサの実用化 を進め,多 層
構造 を もつ網膜神経機構 の実体 に基 づ く計測 を進める。 2

る研究

13)で は,

2次 元 に広がる神経節細胞層 で観察される同期的・

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

周期的発火パ ター ンに関与す る細胞 間神経機構 を剥離網膜

の識別 に関す る情報処理 (形 態視 )を 担 っている下部側頭

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 リン細胞 の活動 と神経節細胞 における符号化機

葉皮質に向か う経路 と,運 動や位置 の識別 (空 間視 )を 担

視覚野 における情報 の流 れは,大 まかには網膜情報を受

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
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,

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

(榊 富士通研究所 )

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

大脳 MST野 で「 平面 の空間認識」を運動視 によ り行 う

における情報処理機構 を対象 とす る。 具体的 には,3.(1)

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

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

とこれまでに固 めた「 MT野 で局所運動 を検出す る神経網

す る数理 モデルを構築す る。3.(2お よび 3.13)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

のモデル」 に基 づいて,網 膜 か ら MST野 まで の全神経 網

担 う体制化 (視 覚パ ター ン中か ら意味 のある「 まとまり」

(3億 本以上 と推定 )を 数式 で一本ずつ モ デ ル化す る。 こ

を抽出・ 分離す ること),対 象識別 において重要 な役割 を

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

担 う色覚に関す る数理 モ デ ル を構築す る。 3.15)で は空 間
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

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極

を構築す る。3.14)お よび 3.(0で は,連 合野 などの高次機

optical imaging,PET,f―

,

MRIな どを用 いて検証 す る方

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

法を開発す る。

(3.14):連 合野を含む複数領野か らの神経活動 の記録及 び

(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

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
理物理学的研究を融合 した手法 (3.G):形 状 イメー ジ認

(帥 国際電気通信基礎技術研究所 )

知 )に よリアプ ローチす る。 こうした脳 の高次機能 は,神
経活動パ ター ンに基 づ き最終的にはクオ リアとして知覚 さ

実験 によって得 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 さ

れることか ら,3.(7)に おいて クオ リア発現 に関す る理 論

せたアプ ローチによって,顔 形状 の動的な変化 によって生

3次 元柔物体 の具体例 として顔 を対象 にとりあげ,心 理

的研究を進 める。

じる表情 のイメージ認知を記述す る数理 モデルを構築する。

(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 (株 )0基 礎研究所 )

17)神 経活動 の時空間パ ター ンか らクオ リアを予測す る研

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 を取 りいれ,視 覚経
験 が視覚野細胞 の受容野 および コラム構造 へ与 える影響の
再現 と予測 が可能 な,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。

(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)

究 (金 沢工業大学人間情報 システム研究所 )
ある脳機能に対応す る特定 の部位 を予 め定義す ることな
く,神 経活動パ ター ンだけか ら,知 覚 されて い るクオ リア
を予測す ることを目的 とする。網膜,外 側膝状体 ,第 一次
視覚野 の詳細 な神経回路網 に基 づいて,最 低 で も異なる8
色 の刺激 について, シミュレー ションを行 ない,得 られた
神経活動 が生み出す多様体を導 き,色 のクオ リアに固有 の

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

対称性 を見付け出す ことを第一義的 な 目的 とす る。また
得 られた対称性 を持 つ 白黒明滅刺激 の色知覚 が,対 応す る

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

色 クオ リアを生 じさせ るかどうかを心理物理実験 によって

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

確認す る。

る数理 モデルを構築す る。
13)色 彩知覚 の数理 モデルに関す る研究 (豊 橋技術科学大

4.視 覚機能 デパ イスの実現 に関す る研究

学・ 情報工学系 )
視覚神経系 にお ける色情報処理 ,表 現 の理解を達成 目標

し,網 膜 か ら視覚野 に至 る動 きを中心 とした視覚情報処理
機構 と半導体デバ イス・ 回路機能を融合 した,新 しいデバ

として,計 算論的及 び心理物理的手法 によ り,色 知覚 の恒

イス・ 回路・ ネッ トワー クの実現 に関す る研究を行 う。 4.

常性 ,透 明視現象 ,色 情報表現を主 たる対象 とし,計 算理

(1)は 初期視覚機能を中心 と し,4.(2)は

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。

心 とした研究 と位置 づ け られ,最 終的 には,両 者 の成果 を

14)視 覚認知 における脳 のダイナ ミクスの研究

,

(岡 崎国立

視覚機能を半導体 の超高集積回路で実現す ることを目指

高次視覚機能 を 中

統合 し,超 高速 といった人間 の視覚系を超える能力を持 つ
アナ ログ・ ディジタルハ イプリッ ド視覚 デバ イスの開発を
目指す。 その過程 で,視 覚機能 の要素回路技術を構築する。

共同研究機構生理学研究所 )
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
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

これ らの研究過程 では,1.6)や 3.(5)を 初 め と した モ デ ル
化 の研究成果を逐次取 り入れなが ら研究を進 める。併せて

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

ハー ドウェアの視点 か ら「 視覚情報処理 と電子回路・ デバ
イスの適合性」を検討す ることによって,モ デル化研究 ヘ

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

のフィー ドバ ックも図 る。

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。

(1)初 期視覚情報処理を行 うアナ ログ・ ビジ ョンチ ップに

15)運 動視 による空間認識 の神経網 モ デ ル に関す る研究

関す る研究 (豊 橋技術

,
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科学大学・ 電気電子工学系 )

高等動物 の網膜機能 および下等動物等で見 られる動 き検

タベースを有効 に活用できるイ ンターネット対応型 の解析・

出 に関す る初期視覚機能を集積回路 チ ップで実現す ること
を目指す。そこでは,低 電力・ 高集積 が可能 なアナ ログデ

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

パ イス・ 回路・ ネッ トワー クの基礎技術を構築す る。

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。
14)視 覚神経系 の ニ ューロイ ンフォマティクスデー タベー

(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 (北 海道大学・ 工学部 )
動 き方向検出神経場 と二次元局所速度に対 して選択的 に
応答す る神経場 の 自己組織 アルゴ リズムを構築 し,広 域的

ス構築 に関す る研究 (富 士 ゼ ロ ックス佛・ 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

さらに,精 度・ 信頼性 に優 れるディジタル処理 チ ップとの

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
られたデー タを集約 し,文 献 , シミュレー タ等 の情報 と合

融合を図 る。
5.ニ ュー ロイ ンフォマ ティクス構築 のための基礎研究

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
的 に検索・ 提供 で きるデー タベースを核 とす る本 プ ロジェ

な動 き情報 を検出す るアナ ログ集積回路 の実現を目指す。

1.〜 3.の 研究を支援す る環境を構築す るために,5.(1)

ク トのプラッ トホームの開発・ 運用を達成 目標 とす る。ま

及 び 5。 (2で は,実 験 デー タ解析手法 を開発す る。 5.14)で
は,視 覚系 に関す る形態 ,生 理学的知見,数 理 モデル,関

た,5.13)で 開発 されるデー タ解析 および 5.(3)及 び 5.15)で
開発 されるモデ リング・ シミュレー シ ョン環境 と統合す る

連研究業績 を統合 したデー タベースを核 とす る本プ ロジェ
ク トのプラ ッ トホームを構築す る。 このデータベースには

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 フェース技術, も併 せて開発す る。

これまでの関連す る研究および本プ ロジェク トの各研究 で
提案 される数理 モデルが登録 され る。 5.0)及 び 5.(5)は こ

G)モ デ リング・ シミュレーシ ョン統合支援環境構築 に関

,

れ ら全てを効率的 に利用す るための研究支援環境 の構築 を
目標 として,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, リアルタイムシミュ
レー タ,パ ラメー タ推定機能 ,お よび,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 る支援環境 を構築す 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

す る研究 (デ ィーエスピーテクノ ロジー帥 )
UNIX版 の シス テ ム解析支援環境 SATELLITEを 基 に
Windows tt NI― SATELLITEの 開発 を行 う。 これ によ り

,

よ り多 くの研究者 に対 し利用 しやす い研究支援環境を提供
す ることが可能 となり本 プ ロジェク トを推 し進 める上で非
常 に有効 な手段 とな りうる。 そ の 後 , Windows tt NI―
SATELLITE・ 基本 システムの シミュレーシ ョ ン機能 を拡
張 し, リアルタイ ムシ ミュレーシ ョンまで可能 となるよう
に発展 させる。 これによ リモデル評価 のパ リエー シ ョンも
増 え,よ り効率的,か つよ り厳密な モデルの評価を行 うこ

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

とが可能 となる。

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

3.年 次計画

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。

(a

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 システム解析 に関す る計算 アル ゴ リズムの開発 を行 う。

(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 (長 岡工業高等専門学校・ 機械
工学系 )
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
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 を構築す る。さらに,ニ ューロイ ンフォマティクスデー

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 0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 と情瓢科学技術 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
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 0シ ミュレーシ ョン環境 ,モ デル
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
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
ンツール群 )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
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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

を遅滞 な く進 め られるよう研究を推進す る。

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

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

て開発 された手法 については,随 時,イ ンプ リメ ントし
各研究者 に提供す る。 1.〜 3.の 各研究 グルー プは,担 当

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

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
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

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

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

マティクス・ デスク トップ支援環境 として統合・ 完成 し
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

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

とりまとめを行 う。

第 Ⅱ期 では,各 研究を加速化 し,個 々のモデルの検証作

,

,

,

,

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
細胞内 シグナル分子 の同定
シグナル分子 の時空間パ ター ンの

イメ ー ジ ング

研究

(2

神経細胞 の物理化学反応数理
モデルに関す る研究

スパ イ ン分子 モデル構築

G)神 経細胞 の シナプス統合過程
に関す る研究

シナプス入力間の相互作用の解明 と再構成
ルの と りま とめ
微小電極 ア レイ上への

(4)培 養神経細胞 による神経回路

ネットヮークモデ

の数理解析

人工神経回路 による神経回路
ダイナ ミクスの研究

15)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

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
レヾラメータの推
ンナプス特性のモデノ

シナプス機構 に関す る研究
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信号処理集積回路 チ ップ上 への

(2)ス マー ト極微小多電極 セ ンサ

スマー トチ ップによ る

の構築 と網膜細胞電位計測 へ の
応用 に関す る研究

6)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

生体実験 に基 づ く視覚系
網膜 における同期的 0周 期的
発火機構 の解析 と数理 モデルの構
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

とモデノ
イヒ

視覚系における
L/0構 築
並列処理 モデノ

14)網 膜神経回路 の数理 モデルに
関す る研究

網膜神経回路のネットヮーク
モデル「仮想網膜」の開発
仮想網膜 に基づ く
網膜の情報処理機構の解明

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
の数理 モデルに関す る研究

視覚経験を取 り入れた
自己組織化 モデルの構築
神経ネットヮークの自己組織化
数理 モデルの実現および検証
入力層 と上位層間の結合を導入 した

(2)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

ほ)色 彩知覚 の数理 モデルに関す
る研究

色彩知覚に関する
計算理論 の構築
心理物理実験による計算理論 の検証・ 精緻化
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

(4)視 覚認知 にお け る脳 の ダイ
ミクスの研究

行動下における複数領野同時ニューロン
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
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
研究のとりまとめ
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5)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 タ上
モデル神経網の生理学的検証法の開発
研究のとりまとめ

G)3次

元柔物体 の形状 イ メ ー ジ

表情動画像 デー タベ ース収集 と
その心理 学的評定

認知 の数理 モ デ ルの研究

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

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

(7)神 経活動 の時空間パ ター ンか
らクオ リアを予測す る研究

刺激に対する神経活動の時空構造を求め
タキストスコー

明滅色覚 クオ リアの計測
色覚カラーチャー トの制作

4

とりまとめ

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・ ビジョンチ ップに関す る
研究
動き検出集積 システム
(4‑2)と の統合

(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

アナログーディジタル回路の適合性の基礎研究
アナログーディジタル視覚情報処理
アーキテクチャの開発
ハイプリッドビジョンチップの設計・
試作・ 測定。(4‑1)と の統合

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

動的独立成分分析による生体信号の非線型
フィルタ分離法の支援環境への実装
多チャンネル脳波信号の動的分離フィルタリング
学習アルゴリズムの支援環境への実装
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究

研

目

項

11 年 度

12年

13年

度

14年

度

15年

度

度

視覚情報のコーディング
マルチチャネル伝謎し
に関する研究
,

1 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

スパイク列情1暇からの特徴抽出法
,

7析 手法の検討

スパイク列の計算機上の効率的な表現法
の検討,解 析手法の実現支援環境への実装
ロジェク ト内

羹9ご 夕への応用
￨̲ T詣 言
SATELLITE α
プロジェクト内公開・ 改良

NI―

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

￨

ニューロイ ンフォマ'テ ィクス・デスクトリプ
支援環境(NI‐ DTE

Mっ 」

の構築 に関す る研究

の開発

DTEの 評価 改良,公 開,運 用
イ ンターネ ッ ト対応型 NI― DTEの
仕様策定,開 発
NI―

(4)視 覚神経系 のニ ュー ロイ ンフォ

,

デー タベースのデ― 夕構造,ユ ーザ4 ンタフェースの
仕様をプ ロジェク 卜内研究者多数 のイ意が得 られる形
「
で決定 し, システムの構築 に着手

￨

プ ロジェク ト内のヨ
枚理 モデル (単 一神経細胞,網 膜神経[ヨ路, 自己
組織化,色 覚,運 ヨ
助視など)を コンテ ンツとしたテス ト1菫用 の開始
ヽの公開。各研究 グループの利用を通 じた改良点
(プ ロジェク ト内ン
の洗 い出 し)と 解1斤環境, シミュ レーション環境 との統ィ
卦

マ テ ィクス デ ー タベ ース構築 に
関す る研究

1

卿
Windows版
￨ モデ リング シミュレーション

￨

:(数 理 モデル及 び
1格 運用開始 と理研
D公 開検討

の開発

ニューロイ ンフォマティクス研究を念頭においた
モデ リング・ シミュ レーション統合支援環境の構築

統合支援環境構築 に関す る研究

化

所

要

経

費

(合

計)

173百 万 円

173百 万 円

4.平 成 12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

ているが,方 向 の エ ンコー ドは接着分子 イ ンテグ リンで行

(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

われて いることを示唆す る結果を得 つつ あ る。平成 12年

関す る研究

度 は,引 き続 いて機械刺激 の方向 をエ ンコー ドす る シグナ
ル分子 とその シグナルカスケー ドの同定 に関す る研究を発

に してきた。 このカスケー ドは束1激 の強 さを エ ンコー ドし

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
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

(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
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

上 に培養 した細胞に 1軸 周期伸展刺激

展 させるとともに,機 械刺激 の大 きさを エ ンコー ドす る
<機械受容 チャネルーCa2+>シ グナル系 と,方 向 を エ ン
コー ドする<イ ンテグ リンー
FAK>が 細胞内で いかに統合
されるのか を解析す る。・

した紡錘形 に変化 させることに成功 した。さらに, これま

神経細胞 の物理化学反応数理 モデルに関す る研究
昨年度開発 した生化学反応 モデ リングシステ ム (Neuro

での生 化学的・ 分子生物学的解析で, この応答に関与す る

Mod)を ベースに して,神 経細胞 の形態 を扱 い, 3次 元

主要 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

空間 の中での生化学反応 モデルを構築 し, シ ミュレーシ ョ
ンできるシステムの開発 に着手す る。そのために, 1)計

接着斑蛋白質 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

測 された細胞形態 の数値化手法,2)細 胞形態 の 自動的 コ
ンパ ー トメ ン ト化手法,3)各 コンパ ー トメ ン ト固有 の生
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(動

化学反応 モデル割 り付け手法,4)計 算結果 の表示法,を 開

14)培 養神経細胞 による神経回路 の数理解析

発 し実装 しなければな らな い。 この うち,本 年度 は神経細
胞 の コンパ ー トメ ン トを作成 し,各 コンパ ー トメ ントに生

平成 12年 度 は,H年 度 に確立 した微小電極基板上 へ の
単純神経回路形成技術 を用 いて微小電極基板上 に単純神経

化学反応 モデルを割 り付 け (上 記 2,3),計 算結果 の時空
間表示を行 うシステ ム (上 記 4)の 開発 を目指す。次 に

回路を形成 し,64箇 所 の電極 か ら電気活動 を同時 に測定
す る。さらに,細 胞間 の信号伝達効率を変化 させ るような

本 システ ムを用 いて, これまでに構築 して きたスパ イ ン内
分子 メカニズムに基 づ くシナプ スの長期増強 (注 1)・ 長
期抑圧 (注 2)の 調節・ 修飾機構 のモデルをスパ イ ンと樹

薬品 を用 いて信号伝達効率 を変化 させ,電 気活動 の測定を
行 い,モ デル形成 のためのデー タを収集す る。 これ らの実

,

状突起 の形態 を考慮 したモデルに拡張 し,ス パ イ ン形状 や
各種 チ ャネルの配置などが長期増強・ 長期抑圧 とその調節・
修飾 に及 ぼす影響を調べ る。さらに,昨年度構築 した Neuro

Modを 用 い,各 種 チ ャネル,各 種 リン酸化反応 などの モ
デル化を行 い, コンピュー タ上 の仮想細胞実現 のための部
品作 りを進 める。 この部品作 りを加速す るために生化学反
応 モデ リング システムを NRVプ ロジェク ト内 に公開 し
,

各分野 の研究者 の研究 に利用 して いただ くと同時 に,創 ら
れた モデルを収集す る。また,こ のモデルを「 5.ニ ュー
ロイ ンフォーマティックス構築 のための基礎研究」 グルー
プが開発す る システ ムヘ提供 し,デ ー タベース構築 の材料
とす る。

験 デー タを用 いて,11年 度作成 した神経回路 モ デ ル を
より実際 の神経回路 の活動 を説明可能なモデルに修正 して
,

い く。

6)微 小脳神経回路 の数理 モデルに関す る研究
ミツパ チ微小脳 について,平 成 H年 度 に構築 したキノ
コ体 ケニオ ン細胞 を本プ ロジェク トの共通 プ ラッ トホーム
上 にイ ンプ リメ ントし,そ の上 で シミュレーションを可能
とす る。さらに, この数理 モデルを基礎に樹状突起形状 と
応答特性 の関連 を求 めるための形態 データに基づ くコンパ ー
トメ ン トモデルの構築 ,神 経回路 レベルでの機能 を調 べ る
ためのアプス トラク トモデルの構築 を進める。また,神 経
回路応答 の最終出力 である巣内及 び採餌時 における ミツパ
チの行動を計測 し, この実験 デー タを基に個体イ
テ動 の経時

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

的変化を再現す るグラフィックモデルを構築す る。

的に増強される現象
:中
2)長
程度の強度の刺激によリシナプス伝達効率
期抑圧
(注
が長期的に減少する現象

2.細 胞生理 に基づ く仮想網膜 の実現 に関す る研究

(注

(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
究

G)神 経細胞 の シナプス統合過程 に関す る研究

アマク リン細胞間 の双方向性 シナプス機能 と電位依存性

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。樹状突起 に分布す る多様 なイオ ンチ ャ
ネルが入力情報 の統合 に関与 して いると考え られるが,そ
の機能 を解明す る第一段階 として,電 位依存性 チャネルが
関与 しない受動的条件下 の シナプ ス統合過程 を解析 し,受
動的神経細胞 モデル として再構成す る。昨年度 はこのため
の準備 として超 高速 CCDカ メラを新 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 るとともに,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

イオ ンチャネルの特性解析 を行 う。平成 11年 度 に存在 を
明 らかに したアマ ク リン細胞間 の GABAA受 容体 を介す る
抑制性 シナプスの定量的解析を以下 の点 について進 める。

1)シ ナプス前細胞 として伝達物質放 出 のカル シウ ム電流
依存性 と伝達物質放出量制御 にお ける活動電位 の役割 を解
析す る。2)シ ナプ ス後細胞 と して GABAAA受 容体 を流
れるシナプス後電流 の コンダクタ ンスを定量的に求める。
いずれ も,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 し,モ デルの作成

ンチ ャネルの特性 の数式的記述 を現有 のシミュレー タ内に

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。
実験 はキ ンギ ョや マ ウスの網膜 スライス標本 にパ ッチクラ

導入 した。本年度 は受動的条件下 におけるシナプス統合過
程 の実験的解明 とその数理的再構成 を目標 として以下 の研

ンプ法を適用 して行 う。また,平 成 H年 度 に存在 を明 ら
かに した不活性化 の遅 いナ トリウム電流の特性 を解析す る。

究を実施する。①高速画像解析システムのインターフェー
スを改良し,操 作を容易にする。②電流注入に対する単一
神経細胞 の樹状突起各部位 における膜電位変化 を,導 入 し
た システムを用 いて計測 し,膜 抵抗及 び細胞質抵抗を推定

この解析 は定量化 の精度 を上 げるためにスライス標本 のほ
かに単離培養 アマ ク リン細胞 で も実験を行 い,ス ライス標

する。③決定 した特性をシミュレータに導入す る。④電位
感受性色素を単一神経細胞に注入 し,導 入 した高速 CCD
カメラシステ ムを用 いて,樹 状突起 スパ イクの伝導 と, シ
ナプス電位 の伝播 を観測す る。⑤実験結果 を シミュレー タ
によって再現 で きるように,イ オンチャネルの密度パ ラメー

本 の結果 と比較す る。また,ア マ ク リン細胞 へ入力す る双
極細胞 との同時記録 を行 い,生 理学的な特性 と形態 との関
連か ら双極細胞 とアマ クリン細胞間 の シナプ スの入出力関
係を定量的 に求 める。
(2 スマー ト極微小多電極 セ ンサの構築 と網膜細胞電位計
測 への応用に関す る研究

1.信 号処理回路 を搭載 した ICチ ップの ドレイ ン領域 に
単結晶 シ リコン電極 (1‑2u m径 ,10‑20um長

タを調節す る。
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)を 選択

的 に成長す る条件を確立す る。2.VLS(Vapor― Liquid―

Solid)成 長用 の金 が ドレイ ン領域 の MOSに 与 え る リー

当該年度 は平成 11年 度 に構築 したニ ューロンネットヮー
クモデルを精緻化 し,視 覚 イメージの体制化 における神経

ク電流等を調査 し,そ の最適構造を検討す る。 3.各 電極

メカニ ズムに迫 る。

か ら信号を計測できるよ うに,電 極間 の絶縁を行 う方法を

まず最初 に,視 覚野 ニ ューロ ンが視野空間上 の反応領域
に提示 された縞模様状 のパ ター ンに対 して興奮 しどのよ う

検討す る。4。 以上 の結果か ら,数 ミク ロ ンの シ リコン電
極を用 いて網膜細胞応答実験を行 い,開 発 したセ ンサチ ッ
プの機械的,電 気的,生 理的特性 に関す る基礎デー タを収
集す る。

にスパ イク放電を発射す るのか とい う問題 にアプ ローチす
るために,動 的 ニ ューロンモデルか らなるネ ッ トヮークを

G)視 覚系 における並列情報処理 とコーディングに関す る

用 いて シミュレーシ ョンを実行す る。その際,網 膜 か ら視
覚野 ニューロンまでのフィー ドフォヮー ド神経結合 はすでに

研究

当該研究チームによって自己組織化 モデルのシミュレー シ ョ

脊椎動物網膜 における同期的・ 周期的発火機構 に関する
数理 モデルを構築す るのに必要な以下 の生理デー タをカエ

ンから得 られているものを仮定 して計算を行 う。次に,視 覚
野内 の神経結合を考慮 し,個 々の ニ ューロンの視野 におけ

ルやマ ウスか ら収集する。①神経節細胞 の樹状突起 の空間

る反応領域外 に提示 された刺激 によって,そ れぞれのニュー
ロンのスパ イク系列 がどのように修飾 され得 るのかを検討

的配置を明 らかにす るために,細 胞内染色法を適用 して細
胞形態 を計測す る。②神経節細胞 へ のシナプス入力を解析
す るために,剥 離標本あ るいはスライス標本 にパ ッチクラ
ンプ法を適用 して, シナプス後電流 の
を検討す る。
―
シ
シ
ス
ナプス
興奮性
入力 と抑制性 ナプ 入力を生理学的・ 薬

す る。 このよ うな修飾作用に関す る電気生理学的研究 には
,

文献上多 くの蓄積 があるので,モ デルの妥当性を検証す る
と同時 に,修 飾作用 に必要な基本的 メカニズムに対 して モ
デルか ら予言 を与 える可能性 を期待 で きる。また,当 該研

理学的に分離 し,各 シナプス入力 に関与す る伝達物質受容

究 チームで別 のプ ロジェク トとして行 ってい るネ コの視覚

体を同定す る。また, これ ら受容体 のキネテ ィクスを明 ら
かにす る。③ シナプス入力を修飾す る膜電流系 (Na電流・

野 にお ける光計測実験 の結果 との比較を通 して,よ り現実
的なモデルヘ と精緻化する ことがで きるものと考え る。

K電 流・ Ca電 流など)を ス ライス標本 や単 離細胞 を使 っ
て解析 し,数 理的に記述す る。④ 2個 の神経節細胞か ら同

13)色 彩知覚 の数理 モデルに関す る研究

時記録 を行 い, シナプス入力 の同期性 に関 して分析する。
(4)網 膜神経回路 の数理 モデルに関す る研究
前年度 ,そ の基本機構 のモデル化 に成功 した視細胞 ,神

には,統 計学習理論 に基づ く support vector machineの
枠組み に基 づ き,ス パ ース色表現 の数理 モデル化 を進 め

経節細胞 のよ り詳細 なモデル化 とその実験的検証を進 める

色 の視覚探索,視 覚的注意,カ テ ゴ リカル色知覚や色記憶
等,ス パースな色表現 に深 く関連 していると考え られてい

と共 に,水 平細胞,双 極細胞 ,ア マ ク リン細胞 の数理 モデ
ルを構築す る.各 々の神経細胞 について,神 経生理学的な

色 のスパ ース表現 に関す る計算理論を構築す る。具体的

,

スパ ース色表現 の計算論的意味を明 らかにす るとともに

,

細胞内情報伝達機構 に基 づいたモデル構築を進 める.各 々

る色覚現象 との関連性 について考察を進 める。また,昨 年
度構築 した色彩透明視 に関す る計算理論を,ス パ ース色表
現 に基づ く形態 に拡張すべ く,心 理物理実験結果 に対す る

の神経細胞 は数種類 のサブタイプに分類 されてい るが,サ
ブタイプとイオ ン電流機構,細 胞内情報伝達機構 との関連

デー タ解析を行 い, これまでの計算理論が ベース としてい
た色覚 の三色性 によって説明 できる色覚現象 の レベル とス

を解析す る。また,各 々を数理 モデルを接続 した網膜神経

パース色表現を導入 しなければ説明できな い現象 の レベル

回路全体 の数理 モデルを構築す るため,各 神経細胞間 の シ

を区別す る。

ナプ ス伝達機構 の数理 モデル化を行 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

14)視 覚認知 における脳 の ダイナ ミクスの研究

実験 によって得 られて い る特性 を基に,イ オ ン電流機構

,

.

る研究

平成 11年 度 に開発 した多 ニ ュー ロン同時記録及 び解析
のための システムを用いて,視 覚認知行動時に大脳視覚野
,

(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

前頭連合野を含む脳内の複数の部位 から同時に多数 のニュー
ロン活動を記録 し, これの情報論的解析を行 う。サルに は

自己組織化 モデルによって得 られた神経 ネ ットヮー クを

複数 の視覚刺激 の中か ら状況 に応 じて適切 な刺激 を選択す

使 って,(1)外 界刺激 に対す る個 々のモ デ ル視覚野細胞 の

る課題を行わせる。 この時 に,刺 激 の分析 に関わ る視覚野

時空間応答を詳細 に調 べ,そ の応答特性に基 づいた コラム

の活動 と刺激 の選択 に関わる連合野 の活動 が,そ れぞれど

構造 を再現す る。また,(2個 々のモデル細胞 の時間応答
と生理実験結果 との比較 を通 して,モ デルを精緻化す る。

のよ うに生 じ,ま た両者 の間 でどのような相互関係 が ある
かを明 らかにする。また視覚行動 に関 わ る神経 ネ ットヮー

さらに,《 31モ デルを両眼入力系へ と拡張 し,静 的な (運
動視を含 まない)両 眼入力 の計算機実験をお こな う。

クの動作様式をより詳細 に明 らかにできるよ う,更 に多チ ャ

(a

G)運 動視 による空間認識 の神経網 モデルに関す る研究

視覚認知 における体制化 の数理 モデルに関す る研究

ンネルの記録解析 システムの開発 を継続す る。
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平成 12年 度 は,前 年度 に明 らかに した MST野 神経網
の数理 アルゴ リズム"お よびこれまでに固めた MT野 で

路 を探求す る。

局所運動 を検出す る神経網 のモデル"に 基 づいて,網 膜 か
ら MST野 まで の全神経網を数式 で一本ずつモデル化する。
また,こ のモデル神経網 を コンピュー タ上 に構築 二― す

プに関す る研究

なわち,「 MT野 神経網 シ ミュレー ションユニ ッ ト」 およ
び「 MST野 神経網 シミュレーシ ョンユニ ット」 を構築 ―

(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

「 動 き方向検出神経場」 の 自己組織 ア ル ゴ リズム を構築
し,そ れをアナ ログ電子回路 で具現化す る。 また二次元局
所速度 に対 して選択的 に応答する神経場 の 自己組織 アルゴ
リズムを集積回路化 し,広 域的 な動 き情報 を検出す るハ ー

一 す るために,基 本部分 の ソフ トを開発試作す る。 さ ら
に,次 年度 の 実画像 での実証"の ために,剛 膜像 シミュ

ドウェアの実現 を目指す。一方 で,実 時間処理 が可能 なア
ナ ログービジ ョンチ ップと精度・ 信頼性 に優 れ るディジタ

レー ションユニ ット」を構築 して準備す る。

ル処理 チ ップとの融合を試みる。 それによって,実 用的 な
アナ ログーディジタル混在集積回路を実現す るための基礎

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 ,お よび,そ の数理 モデル構築 にむけた画像情報
の特徴抽出処理 に関す る シミュレー シ ョン実験 とに使用す

研究を行 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

る表情 の動画像 デー タベースに関 して,統 計的 に信頼 で き
る結果を得 るのに不可欠な規模 の実験 デー タを確保するた

(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

めに原画像 デー タの編集・ 抽出 などの整備作業 を行 う。そ
して, これ らの顔画像 デー タに対 して人間が認知す る表情

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

のイメージを定量化す るために,被 験者 の主観評定 に基づ
く心理実験 を本格的に展開す る。さらに 3次 元柔物体 の も

として,ま ず,目 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

つ動的 な特徴 を動画像解析 の手法 によって抽出す るアルゴ
リズムの検討 と,顔 表情 の動画像 デー タを対象 としてその

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

有効性 を検証 す るための シミュレー ション実験 を開始す る。
(動
神経活動 の時空間パ ター ンか らクオ リアを予測す る研

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

究
① よ く知 られて いる網膜 ,外 側膝状体,一 次視覚屋 の神
経回路網 の詳細 な知識 に基づいて,色 ￨こ 応答するネッ トワー
クの シミュレーシ ョンを行 う。 この時,第 2グ ループの研
究 との情報交換 を密に し,そ の結果 も利用 できるようにす
る。②時空間的 に離 れた神経活動 が我 々の知覚を作 りあげ
ているという実験事実 に基づいて構築 された,各 ニ ューロ
ン毎 に異 なる時間パ ラメー タを持 つネ ットワークモデルで
,

このシミュレーション結果 を解析す る。具体的には 各ニュー
ロンの活動 によって張 られる座標系 の曲率 テ ンソルを各神
経活動空間 の時空点 において計算す る。③上記 と平行 して
翌年 の実験的検証 のための自黒明滅刺激装置の試作を行 い
,

,

予備実験 を行 う。
4.視 覚機能 デバ イスの実現 に関す る研究

す る方法 を実装する。
(a 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。 スパ イク列が伝える重要な情報 の
一部 には,マ ルチチャネルを介 して伝送 されるスパ イク列
の位相,す なわちスパ イクが生 じる時間 の タイ ミングが含
まれて い る.こ うしたスパ イクの位相情報 は,ス パ イク密
度 に変換 された場合 には失われるため,従 来 の解析 では見
過 ごされた情報 が含まれている可能性 が高 い。平成 12年
度 では,ま ず,ス パ イク列 の時間差 が意味を与 える,つ ま
り,ス パ イク列 のスパ イク密度 を時間 の関数 とみた確率過

(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
網膜機能 について,局 所適応機能 を有す る外網膜機能 の
小規模集積回路 を試作 して調 べ,大 規模化 したときの問題
点 を抽出 して基本回路を確立す る。次 いで,内 網膜機能 の
基本回路化を始 め,外 網膜回路 0ネ ッ トワー クとの接続を
検討す る。動 き検出機能 については,一 次元動 き検出の基
本回路 を改良す る。 これを基 に して,接 近す るターゲ ット

程 に対す る Shannonの 情報量 に代 わ る新 たな尺度 を考案
す る.そ の上で,マ ルチチャネルスパ イク列伝送 における
伝送 の最適化原理 を考え,マ ルチチ ャネルスパ イク列情報
伝送 モデルを構築す 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
これまでに改良 を行 ない,平 成 11年 度 にプ ロ ジェク ト
メ ンバ ーに公開 した NI― SATELLITEの 改良 を続 けると

の網膜 に映 る像 の拡張速度 (角 速度 の変化 )を 出力す る回
路・ ネッ トワー クを中心に して,二 次元動 き検出の基本回
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ともに,NI― SATELLITEを 一般公開す るために, メー リ
ング リス トなど,サ ポー ト体制を確立す る。前年度 か ら検

討を進 めて きたニ ューロイ ンフォマテ ィクス 0デ スク トッ

DTEの 仕様 につ いて,平 成 12年 度半 ばまで

他 グループの数理 モデル,関 連 デー タを蓄積 してテス トを
開始 し,デ ー タ構造,ユ ーザイ ンタフェースについてユー

に詳細 な仕様 を決定 し, そのプ ロ トタイプを構築す る。

ザとなる他 の研究者か らのフ ィー ドバ ックを取 り入れて拡

Digital UNIX,Solarisな どの市販 の ワー クステ ー シ ョ
ン用 の UNIXで は,一 般 に TeX,Tgifな どのような論文作
成 に使 われるフリーソフトウェアはユーザがそれぞれ コンパ

張,改 良 に着手す る。 システ ムの改良,テ ス ト, フィー ド
バ ックの連鎖を行 うことにより,将 来 ユーザが実地 の研究
に利用 できるようなシステムのための基盤確立を目指す。

イル・ イ ンス トールす る必 要 があるため,新 たに UNIXシ

6)モ デ リング 0シ

ステムを導入 したとき,そ れを実験 か ら論文作成 まで の研

す る研究

究活動 に利用す るまでに多大 な時間を消費 して しまう。 こ

研究項 目(3)「 ニ ュー ロイ ンフォマティクス研究 のための
コンピュー タ支援環境構築 に関す る研究」 における平成

プ環境

NI―

ミュレーション統合支援環境構築に関

うした ソフ トウ千アの導入作業 は,研 究活動 に直接関係 の
ないもので あ り,可 能 な限 り簡単に導入できることが望 ま

11年 度 の成果 であ る UNIX tt NI― SATELLITEを ベ ー ス

しい。 そこで,NI― DTEは ,各 種 UNIXを 対象 と して
コンパ イル済みのソフ トウェアを用意 し,そ れ らを簡単に

としたニュー ロイ ンフォマティクス研究支援環境を WindOws
上に実現す る。また,プ ラットフォーム非依存型 プ ログラ

,

導入,利 用 できる形 で提供す る方針 で開発 を進める。

ミング言語

(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

owsの 双方 で動作可能なモデ リング 0シ ミュレーシ ョン統

ス構築 に関す る研究

合環境を構築す るため,uNIX tt NI―

研究者 が数理 モデル研究 に関するデー タを容易 に検索

(」

AVAを 予定 )を 用 い,UNIXお よび Wind
SATELLITEに 対 す

る要望等を反映 させ,他 の シミュレー タ用に記述 された数
理 モデル も扱 えるような枠組み も念頭 において,詳 細な仕

,

参照で き,ま た数理 モデルを効率的に蓄積 して再利用 でき
るようなデー タベ ース シス テ ムを実現す るために,平 成

様 (計 算機内部 での微分方程式 の記述法や有効なモデル推
定 アル ゴ リズムの実現等 )を 検討す る。

H年 に構築を開始 したプ ロ トタイプにプ ロジェク ト内の
Ⅱ 平成 12年 度 にお ける実施体制
研

究

項

目

担

当

機

関

研 究 担 当者

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

曾我部

とモデルに関す る研究
神経細胞 の物理化学反応数理 モデルに関す 船富士 ゼロックス総合研究所

(動

る研究

0)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

宮

り
‖ 博

義

(41 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

川

名

明

夫

池

野

英 利

(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

金

子 章

道

に関す る研 究
(21 スマー ト極微小多電極 セ ンサの構築 と網膜

豊橋技術科学大学工学部

石

田

誠

東京大学大学院人文社会系研究科

立

花

政

夫

愛知県立大学情報科学部

神

山 斉

己

宮

下

信

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
細胞生理 に基 づ く仮想網膜 の実現 に関す る研
究

細胞電位計測 へ の応用 に関す る研究

0)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

(4)網 膜神経回路 の数理 モデルに関す る研究
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 日本電気い基礎研究所
に関す る研 究
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真

研

(2

究

項

目

担

当

機

関

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

研究担 当者
田

中

繁

中

内 茂

樹

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

小

松

彦

G)運 動視 による空間認識 の神経網 モデルに関 榊富士通研究所

川

上

進

赤

松

茂

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

英

す る研究

(0 3次 元柔物体 の形状 イメージ認知 の数理 モ

い国際電気通信基礎技術研究所

デルの研究

(7)神 経活動 の時空間パ ター ンか らクオ リアを 金沢工業大学人間情報 システム研究所
4.

田 森

佳

秀

米

津 宏

雄

雨

宮

仁

予測す る研究
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
ンチ ップに関す る研究

(2

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

好

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 理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター

Andrzei CichOCki

究

(a

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

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

デー タベ ース構築 に関す る研究
モデ リング 0シ ミュレーシ ョン統合支援環
(励

デ ィーエス ピー テ クノ ロジー船

藤

井

康

夫

豊橋技術科学大学情報 工 学系

日 井

支

朗

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 長岡工業高等専門学校
ピュー タ支援環境 の構築 に関す る研究

功

境構築 に関す る研究
研究管理
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Ⅲ

委

員

○臼 井

支

赤 松

所

豊橋技術科学大学

茂

帥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
姫路工業大学 環境人間学部助教授
榊富士 ゼロ ックス総合研究所 主幹研究員

野

英

利

市

り
‖ 一

寿

金

子

章

道 慶應義塾大学

神

山 斉

己 愛知県立大学
進

医学部教授

情報科学部助教授
m富 士通研究所 ペ リフェラルシステム研究所専任部長

松

英

彦

文部省

曾我部

正

博

名古屋大学

立

政

夫 東京大学

小

情報工学系教授

朗

池

￨1上
サ

属

岡崎国立共同研究機構生理学研究所教授
医学部教授

田

中

繁

大学院人文社会系研究科教授
理化学研究所 脳科学総合研究 セ ンター脳回路 モデル研究 チームチーム リー ダー

宮

り
‖ 博

義

東京薬科大学

横

田 康

成 岐阜大学

米

津 宏

雄

花

生命科学部助教授

工学部助教授

豊橋技術科学大学

電気電子工学系教授
(注 :○ は研究管理統括者 )
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