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
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と,第 2に 脳神経科学的問題 を情報科学的 な手法 を有効 に
利用 して解決す るために,実 験 データ解析手法やデー タベー
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 Visiome

試験 研 究 の 全 体計 画

1.研 究の趣 旨

Platformを 構築す ること,第 3に こう した資産 を基盤

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

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

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

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 となる実験 デー タの取得 ,デ ー タの解析 ,モ

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

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。 こうしたそれぞれのプ ロセスはニューロイ ンフォ

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

マティクス研究支援環境 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

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

登録 され ることで,よ リー層 の研究支援環境 の充実 を図 る
ことができ,研 究を再 び加速す ることがで きる。また, こ

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

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 り豊富 な情報を与 えることにな り,開 発 プ ロセ

,

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

スの促進 にもつながる。本 プ ロ ジェク トは, こうした実験

せ るためには,情 報 の解析・ 処理・ 伝達・ 蓄積・ 統合・ 保

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

存・ 利用等 に関す る情報科学技術 の導入 が不可欠 である。
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
,

ことが 目標である。

1

は, システ ム としての脳機能・ メカニズムを考え・ 理解す

神経細胞 の数理的再構成 モデル構築 に関す る研究
脳神経系 の機能単位 である単一神経細胞 について,そ の

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

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。 4つ のチームは次 のよ うに役割 を分担す る。 1.(1)は

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

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

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

イヒ
(2は 細胞応答 の調節・ 可塑性 に関わ る分子機構 のモデノ
,

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

1.0)は 神経細胞 の情報統合 に関 わ る シナプ ス統合過程 の

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

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

モデル化,l14)は 培養 中枢神経回路網 の振舞 い を解析 し

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

経細胞 の特性 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

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

を統合 した単一神経細胞 の数理 モデルを「 仮想細胞」 とし

数理・ 情報科学的手法 を融合 したアプ 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。

て 1.13)が とりまとめる。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

2.研 究内容及び目標

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

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

(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

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

関す る研究 (名 古屋大学医学部 )
神経細胞内 の情報処理 (シ グナ リング)の 空間的分業 の

神経回路 ,視 覚野 )を 対象 とした数理 モ デ ル を構築す るこ

メカニズムを解明す るためのモデル系 の確立を目指す。 こ

単位 として位置付け られる。
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れまでに,伸 展依存性形態応答にお いて,刺 激 の空間情報

究 (慶 応義塾大学医学部 )

(大 きさと方 向 )が 形態 に変換 される過程 の主要 な シグナ

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

ル伝達系 が明 らかになって きてお り, これを元 に初歩的 モ
デルをつ くるとともに,解 析 とモデルの詳細化を行 い, 1

リン細胞 が もつ イオ ンチャネル,お よ● アマク リン細胞―

(2)l13)の 協力を得 て,刺 激感知 か ら形態応 答 に至 る過

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

程を再現す る数理 モデルを構築す る。

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。

(a

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 ックス榊中央研究所 )

(2

細胞応答 の調節・ 可塑性 に関わる神経細胞内および神経

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 (東 京大学大学院人文社会系研究科 )

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 レベルの

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

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

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,逃 避行動に反映 されるのかを神経情報科学

大学生命科学部 )

的 に解析 し,そ の数理 モデルを構築す る。

0)網 膜神経回路 の数理 モデルに関す る研究

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

(愛 知県立大

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

学情報科学部 )

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 に解析す るとともに,本 グループの研

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

究成果を統合 した数理 モデルを「仮想細胞」 として再構成

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

す る。

胞 ,情 報伝達機構 ,回 路構造 の数理 モデノ
イヒを行 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

14)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 )

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

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

3

る研究

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

視覚野 にお ける情報 の流れは,大 まかには網膜情報 を受

理 モデルである人工神経回路を実現す る。

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

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
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

葉皮質 に向か う経路 と,運 動や位置 の識別 (空 間視 )を 担
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

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

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

に基 づいた網膜神経回路 の数理 モデルの構築を行 う。

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

2.(1)で は,イ オ ンチ ャンネル, シナプ シス部 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。2.(2で は, 2次 元 に広 が る神経節細胞層 で

にお ける情報処理機構 を対象 とす る。 3.(1)で は第一次視
覚野 の特徴である機能地図 の 自己組織化 に関す る数理 モデ

観察 され る同期的・ 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

,

ルを構築する。3.(0お よび 30)で は視覚 パ ター ン認知 に
おいて重要な役割を担 う体制化 (視 覚パ ター ン中か ら意味
のある「 まとまり」を抽出・ 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

胞 にお ける符号化機構 が密接 に関連 していると予想 される。

る。3.151で は運動視 による空間認識 に関す る数理 モ デ ル

2.G)で は,生 理学的知見 に基づいた網膜神経細胞 モ デ ル

を構築す るとともに,3.CDと 協力 し,そ の情報表現 を生

網膜神経回路 モデルを構築 し,モ デル研究,お よび実験的

理実験により検証す る。高次機能 が関与す る視覚認知機能
に関 しては,神 経生理学的 な手法 (3(4):連 合野 を含 む

,

検証を実施す るための基盤を構築する。各研究で得 られた
成果 は相互促進的 に働 くのみな らず,最 終的 にはこれ ら全

複数領野か らの神経活動 の記録及びその解析手法 の確立

ての知見が統一性 のある「 仮想網膜」 として記述 される。

3.GO:一 次視覚野 における広域情報 の統合機構 の解明 ),

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

心理物理学及 び計算論 的研究 を融合 した手法 (3(0:高
次視覚認知機能 モデル), システ ム解析的手法 (3.e):立
体視 の脳内機構 )お よび,神 経回路 モデルを仲介 とす る合

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。

(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

,

成的手法 (3.侶 ):文 字 や図形 パ ター ンの認識機構 ,特 に
ボ トムア ップ信号 と トップダウ ン信号 の相互作用機構 の解
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明 )に よ リアプ ローチす る。 さらに, こうした脳 の高次視
覚機能 は,神 経活動パ ター ンに基づ き最終的にはクオ リア

(京 都大学大学院情報学研究科 )

として知覚 されることか ら,3.17)に おいて クオ リア発現

過程,③選択過程 の 3つ の下位過程 に分 けて神経回路 の レ
ベルで モデル化す る。特 に,神 経生理学 や認知心理学 さら

に関す る理論的・ 実験的研究を進 める。
(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 本電気帥基礎研究所 )
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

視覚認知過程を①物体表現記憶過程 ,②情報保持・ 操作

には神経心理学 などで知 られて い る現象 を説明で きるモ デ
ル化 をめざす。 さらに物体表現記憶過程では,物 体 の脳内
表現形成過程 と照合過程 に分けて モデル化 を試みる。

(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 (金 沢工業大学人間情報 システム研究所 )

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

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

理 モデルを構築す る。

く,神 経活動パ ター ンだけか ら,知 覚 されているクオ リア

(2

を予測す ることを目的 とする。MEG計 測 によ り得 られ た

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

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
対称性を見付け出す ことを第一義的 な 目的 とす る。また

,

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

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

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
る数理 モデルを構築す る。

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

(豊 橋技術科学大

確認す る。す なわち,実 際 の色刺激 に対応す る MEGの 応
答 か ら,色 の神経活動 による時空間 コーディングを予想 し

視覚神経系 における色情報処理 ,表 現 の理解を達成 目標

この予想 に基づいて作 られた明滅刺激 が,元 の色束1激 の色
と相関を持 つか どうかを調 べ る。

0)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 彩,透 明

(D

視現象 ,色 情報表現 を主たる対象 とし,計 算理論お よび視

工科大学 )
神経回路 モデルを仲介 とす る合成的手法 を用 いて,脳 の

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)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 )
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
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

視覚パ ター ン認識機構 の神経回路 モデルの研究 (東 京

高次中枢 における視覚情報処理機構 の解明 を目指す。すな
わち,生 理学的・ 心理学的実験 デー タを情報処理 という立
場 に立 って整理 しなお し,そ の神経回路 モデルを構築する。
構築 したモデルの反応を計算機 シミュレー ションによって
求 め,生 物 の脳 の反応 と比較 しなが ら,モ デルの反応 が脳
と同 じになるように修正を加えてい く。視覚系 の諸性質 の
中で も,特 に,視 覚パ ター ンの認識機構 に注 目 して,神 経
回路 モデルを構成 して い く。

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。

0)視 覚皮質 における両眼情報処理 の機構 に関す る研 究

5)運 動視 による空間認識 の神経網 モ デ ルに関す る研究

(大 阪大学大学院基礎工学研究科 )

ステ レオ視 の基盤 となる,一 次視覚野 に始 まる両眼情報

(富 士通榊 )

大脳 MST野 で「平面 の空間認識」を運動視 によ り行 う
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

の統合機構を,さ らに高次な領域 まで含めた神経回路網 の
数理 モデル発展 させるため,大 脳皮質上 での情報 の流 れに

とこれまでに固 めた「 MT野 で局所運動を検出す る神経 網

沿 って,生理学的実験研究 とモデル構築 を同時 に行 う。
α
O 一次視覚野 のニューロン活動修飾 のネ ッ トヮー クメカ

のモデル」 に基 づいて,網 膜 か ら MST野 まで の全神経網

ニズム (大 阪大学健康体育部 )

(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

脳 において視覚情報処理 の高速化を実現 し, リアル タイ
ムで行動 に反映 させるためには,行 動上重要 な情報 を選択

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

的 に処理・ 出力す るメカニズムが必要 である。一次視覚野
に見 られる,広 範囲視野 の刺激布置 に依存 して ニ ュー ロン

す る。また,モ デル神経網 の妥当性を検証す るために,微
小電極 などを用 いて神経生理学的 に検証す る実験方法 を開
発 し,モ デルか ら予測 される MST野 細胞応答 の時系列 シ
ミュレー シ ョンを行 う。 その予測細胞応答 に基 き,3.lD

の応答性 が調節 される「 刺激文脈依存的活動修飾」 は, こ
の視覚情報処理 の効率化 のために広域 のニ ュー ロン活動 に
応 じて個 々の ニ ュー ロンの出力を最適化す る現象 である。

に協力 して大脳 MST野 での検証実験 を進める。
(0 高次視覚認知機能 の ニ ュー ラル ネ ッ トワー クモ デ ル

本研究 では,網 膜 ―視床 ―一次視覚野 一視覚前野 とい う階
層的 ネ ットヮー クと一 次視覚野内 の機能的 ネッ トワークの
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中で,「 刺激文脈依存的活動修飾」が どのよ うな メカニ ズ
ムで形成 されているのかを明 らかに し,視 覚情報処理 にお

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

ける広域 の機能統合様式を解明す ることを 目標 とす る。
こD 運動視機能 にお ける MST野 の情報表現 に関す る研究

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
く視覚系情報処理 モデルの検証を行 う。

(玉 川大学工学部 )

5

トセ ンサ構造を完成 させ ,2.(2,2G)と 協力 しなが ら網

ニ ュー ロイ ンフォマティクス構築 のための基礎研究

空間認識 のための視覚的運動分析を行 っている視覚 の高

1.〜 3 の研究を支援す る環境 を構築す るために,5(1)

次中枢 である MST野 の神経細胞 の反応特性 と視覚的認知

では新 しい シミュレーシ ョン環境 として期待 され る シミュ
レーションサーパ の開発 を行 い,具 体例 として,入 力 (外

特性 の対応関係を調 べ,空 間認知 の脳内情報表現を明 らか
にす る。また,3.6)の 研究 で構築 された モ デ ル神経網 が
生理学的に妥当であることを検証す るために,モ デルか ら
予測 される細胞応答 を シ ミュ レー トし,そ の予測応答 を

MST野 で実験的 に検証す る。

4

視覚機能 デバ イスの実現 に関す る研究

部刺激 の受容 )か ら出力 (行 動 の発現 )に 至 る情報処理機
構 が コンパ ク トに実現 されている昆虫脳の行動発現過程 に
おける神経細胞,神 経回路 モデルをイ ンプ リメ ン トす る。
5。 (2)及 び 5G)で は,神 経 システ ム解析 ,モ デ リングをター

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

ゲ ットとした実験 デー タ解析 アルゴ リズムとソフ トウェア
ッールを開発す る。5(4)で は,視 覚系 に関す る形態 ,生

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

理学的知見,数 理 モデル,関 連研究業績を統合 したデー タ
ベースをを核 とし,本 プ ロジェク トの成果 を統合 した形で

イス・ 回路・ ネ ッ トヮー クの実現 に関す る研究を行 う。 4
初期視覚機能を中心 と し,4.(2は 高次視覚機能 を中

公開 ,利 用可能 にす る Visiome Platformを 構築す る。
このデー タベースには, これまでの関連す る研究関連情報

心 とした研究 と位置 づ け られ,最 終的 には,両 者 の成果 を

および,本 プ ロジェク トにおける各研究 テーマの成果 であ

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

る実験デー タ,数 理 モデルなどが登録 される。5。

(1)は

,

16)で

(5)及 び 5

はこれ ら全てを効率的 に利用す るための研究支援環境

目指す。その過程 で,視 覚機能 の要素回路技術を構築する。

の構築 を目標 に,神 経科学分野 におけるモデル研究を促 色

413)で は,立 体構造 を もつ脳神経回路網 の時空間応答 を

支援す るユーザ環境 として,5。 (21,5。 (3)に おいて開発 さ
れる実験 デー タ解析,モ デ リング手 法や ,5(1),5。 (4)で

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。 こ
れ らの研究過程 では,1.14)や 3(5)を 初 め とす るモ デ ル化

開発 されたデー タベース, シミュレーションサーパ の効率
的 な活用 ,さ らには研究室 レベルでの各種情報 の管理 を支

の研究成果を逐次取 り入れなが ら研究を進 める。併 せて
ハ ー ドウェアの視点 か ら「視覚情報処理 と電子回路 0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
のフィー ドバ ックも図 る。

公開,利 用 し,プ ロジェク トメ ンパ ーである各分野 におけ
る実際 の研究者か らのフィー ドバ ックに基 づ き改良を行 っ

(1)初 期視覚情報処理 を行 うアナ ログ・ ビジョンチ ップに

てい く。

関す る研究 (豊 橋技術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

(1)微 小脳神経回路 の数理 モデルに関す る研究

,

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
バ イス・ 回路・ ネ ットヮー クの基礎技術を構築す 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

援す るソフ トウェア環境 PersOnal Visiomeを 構築す る。
これ らはプ ロジェク ト進行中はプ ロジェク トメ ンパ ー間 で

(姫 路工業

大学環境人間学部 )
新 しい シミュレーション環境 として期待されるシミュレー
シ ョンサーバ の開発 を行 い,具 体例 として微小脳 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 と,視 覚 を中心 とする ミツパ 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

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
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。

,

行動制御 に関す る神経回路 ,個 体行動 に関す る数理 モデル
を シミュレーシ ョンサーバヘ イ ンプ リメ ン トす る。

(a

さらに,精 度・ 信頼性 に優 れるディジタル処理チ ップとの

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)

融合を図 る。
(3)ス マー ト極微小多電極 セ ンサの構築 と網膜細胞電位計

ニ ュー ロイ ンフォマ ティクスにお いて利用 で きる 立成
タ解析
分分析,高 次相関法などに基 づ く効果的 な実験 デ ー̀虫

測 へ の応用 に関す る研究 (豊 橋技術科学大学電気電子工学

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
計測 デー タに対す るノイズ除去 ,特 徴抽出,信 号源 の推定

系)
信号処理集積回路上 に ミク ロンサイズの電極径・ 間隔 で
数千〜数万 の立体極微小多電極 セ ンサチ ップを構築す る。

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。
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0)脳 神経 システム解析 のための数理 アル ゴ リズムに関す

3.年 次計画

る研究 (岐 阜大学工学部 )

本 プ ロジェク トでは,脳 神経神経系 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

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。

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

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

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

ス構築 に関す る研究 (富 士 ゼ ロ ックス榊中央研究所 )
視覚神経系 に関す る単一神経細胞 レベル,神 経回路 レベ

れにもとづ く視覚系 の ニ ュー ロイ ンフォマテ ィクスの展開

ル(網 膜 ), システム レベル (視 覚野,視 覚中枢 )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 られたデー タソフ トウェアを集約 し,デ ー タ解析

を目標 としている。第 I期 では,メ ンパ ーそれぞれの研究
を推進す るとともに,全 体 としては,モ デ リング・ シミュ
レーシ ョン環境 ,解 析理論,モ デルデー タベ ースなど,各

か ら文献検索 , シミュレーシ ョンまで統合的 に支援できる

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

システム VisiOme Platformの 運用を達成目標 とし,デ ー
タベース と解析環境およびシミュレーシ ョン環境を統合す

素 に関 して議論 を進 め,Visiome Platformの 概念 とそ
の基本仕様を策定 した。す なわち,そ れぞれのグループが

ることにより,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を開発す る。

(5)ニ ューロイ ンフォマテ ィクスのためのコンピュー タ支

その上で数理 モデルの構築,登 録 , シミュレーション,検
証 などを実行 で きる環境仕様を明確 に し,そ のプ ロ トタイ
プ版を作成・ メ ンパ ー内 に公開 し,更 なる検討 の上 ,運 用

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

版 の仕様 を策定 した。 1〜 3の 各研究 グループは,担 当す

学科 )
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

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
ドバ ックし,Visiome Platform開 発 の指針 とした。 デバ

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 プ ロセスを効率良 く行 うための

イス開発 グループは,視 覚系数理 モデルの デバ イス化 に関

解析支援デ ス ク トップ環境 を構築す る。開発 は UNIXシ
ステ ム上で行 い,5.(2,5.0)で 開発 され る解析 アル ゴ リ

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 イス化を遅滞 な く進 め られ る

ズムの実装 ,さ らに,5(4)で 開発 されるニ ューロイ ンフォ
マテ ィクスデー タベースや海外 の関連 サイ ト等を有効 に活

よう研究を推進 している。

用できるインターネ ット対応型の支援環境 PersOnal Visiome
について も研究を進 め,常 時,プ ロジェク トメ ンパ ー ヘ

知心理 の分野を充実す べ く, 3人 の新 しいメ ンパ ー (斎 熱
佐藤,乾 )の 参加を御願 い した。メ ンパ ー間 の協力・ 充実

の公開 を通 じて改良 を重ね,最 終的 にはフ リー ソフ トウエ

を図 るとともに,各 メ ンバ ーの研究 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

第 Ⅱ期 においては,高 次視覚機能に関す る神経生理 ,認

アとして一般に公開す る。
(61 モデ リング 0シ ミュレーシ ョン統合支援環境構築に関

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

す る研究 (デ ィーエス ピーテクノ ロジー帥 )

り,視 覚高次機能 モデル とあわせて,策 定 された仕様 に基

豊橋技術科学大学で開発され 平成 12年 度 プ ロジェクト
メンバーに公開 したUNIX版 システム頌肇Fメ彰尊卿暁SATELLITE

づ き第 Ⅱ期 において開発 され る Visiome Platformに 逐

におけるシ ミュレー ション機能 を発展 させた,モ デリング・
シミュレーシ ョン統合支援環境を構築す る。 この システム

次登録 してい く。 なお,こ れ まで 3.(0(3次 元物体 の形
状認知 )と して参加 いただいた赤松 メンバ ーに代わ って
乾 メンパ ーの参加を願 った。 また,3幅 )を 担 当 されて い
,

によ り,モ デル評価 パ リエー シ ョンが増 え,よ り効率的か
つ より厳密 なモデル評価 を行 うことがで き,さ らに リアル

心理に関 して多 くの実績 と活発 な研究を展開 している NTT

タイ ムシ ミュレーションまで可能 となる事 か ら, これ まで
不可能 とされて きたモデルベースのオ ンライ ン生理実験が

の視覚研究 グループの協力 が得 られた事 か ら,第 Ⅱ期 にお
いて外部協力者 として参加を御願 い した。第 I期 で構築 し

可能 とな り,脳・ 神経系 に対す る新 しい実験研究 に基 づ く

た数理 モデル,デ ー タベース,解 析手法 などの ソフ トウエ

た川上 メンパ ーは岡本 メ ンパ ー と交代 した。 さらに,視 覚

成果 が期待 され る。なお,開 発 は,よ り多 くの研究者に対

ア資源 も,今 後 ,Visome

し利用 しやすい研究支援環境を提供す るために,WindOws
システム上で行 うが ,将 来 的 には UNIXシ ス テ ム におい

VisiOmeの 上に統合 し,一 般公開 に向 けて , その運用形

Platformお よび

Personal

態・ 組織化などについて検討を進 める。 また,平 成 14年

て も利用可能 とす ることを念頭 に,5.15)と 綿密 な連携 を

9月 2日 か ら4日 まで,慶 応義塾大学医学・ 生命科学国際

もって進 める。

シンポジウム

(メ

ンパ ーの金子章道慶應義塾大学教授 が組

織委員会委員長 )が 慶應義塾大学三田 キ ャ ンパ スで開催 さ
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れる予定 であ り,Hubel博 士 や Wiesel博 士 と言 ったノー
ベル生理学賞受賞者 を始め,各 国 の新進気鋭 の視覚生理関

共催を御願 い して いる。会期中 は,Visome Platformを
公開展示す るとともに,メ ンパ ー もシンポジスととして参

係 の研究者が参加 される予定 であることか ら,本 プ ロジェ
ク トの成果 を広 く公開 し評価 を受 けるベス トな機会 であり

加 し研究成果を発表す る予定 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
(1)単 一細胞内 シグナ リングの空

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

間特性 の解析 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 る研究

0)神 経細胞 のシナプス統合過程

スパ イ ン分子 モデ

1突

起の受動的特性の解明 と

に関す る研 究

シナプス入力間 の
単一神経細胞 モデ
ノ
ンの 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

ヮークモデ

ネ

の数理解析

'ト

人工神経回路 による神経回路
ダイナ ミクスの研究

2.細 胞生 理 に基 づ く仮想網 膜 の実
現 に関す る研 究

(1)網 膜糸田胞 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
シナプス特性のモデノ

シナプス機構 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 ングに関す る研究

ンナプス特性 のモデル化

網膜 における同期的・ 周期的
発火機構の解析 と数理 モデルの構築
視蓋 ニューロンにおける
パ ターンの解析 と数理 モデルの構築

視覚中枢 における
情報統合のモデル化
視覚系 における
並列処理 モデルの構築
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G)網 膜神経 回路 の数理 モ デ ルに
関す る研究

単離網膜神経細胞の数理 モデルの開
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

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

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
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
モデルの精級化
モデルの検証 と
のとりまとめ
色彩知覚 に関す る

G)色 彩知覚 の数理 モデルに関す

による計算理論の検証・ 精級化

る研究

(41 視覚認知 における脳 の ダイ

ミクスの研究

色彩知覚 の数理 モデルの実現お よび実験的検証

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
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
究のとりまとめ

(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

細胞応答 シ ミュ レーシ ョンと
生理学的検証法 の開発
とりまとめ
物体表現記憶過程 0情 報保持/操 作過程・
選択過程 のモデル化,統 合および検証

G)高 次視覚認知機能 の ニ ュー ラ

のとりまとめ

ル ネ ッ トヮー クモ デ ル
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に対する神経活動の時空構造を求め

神経活動 の時空間パ ター ンか

(動

らクオ リアを予測す る研究

明滅色覚 クオ リア

カ ラー チ ャー ト

の とりまとめ
視覚パ ター ン認識機構 の神経回路 モデルの構築

(0

視覚パ ター ン認識機構 の神経
回路 モデルの研究

発
開
巽
ゃ
￨

モデルの構築を

e)視 覚皮質 における両眼情報処

:「 F実:「

Fl

必要な量の生理学的実験データを確保
モデルの全体像を確定,デ ータより

理 の機構 に関す る研究

のとりまとめ

00

‑次 視覚野 のニ ュー ロン活動

麻酔 したネコにおける視床 。一次視覚野での

修飾 のネ ッ トヮー クメカニズム

実験 データ量の確保・ 分析
とりまとめ

GD

運動視機能 にお ける MST野

の情報表現 に関す る研究
モデル神経網からの予測の生

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

局所適応型網膜回路,二 次元動
き検出ネットヮークの基礎開発
網膜機能の高度化 と
二次元動き検出回路の開発

研究

(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

動 き検出集積 システム

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

関す る研究

(3)ス マー ト極微小多電極 セ ンサ

ハイプリッドビジョンチップの設計 。
。測定。 4(1)と の統合
信号処理集積回路チップ上への
極微多電極の設計・ 試作

の構築 と網膜細胞電位計測 へ の

スマー トチップによる生理実験方法
の構築 と最適 チップ構造の確立

応用に関す る研究

生体実験に基づ く視覚系信号処理

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)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
シミュレーション
サーパの構築

神経細胞,視 覚行動 モデルのシミュレーション
サーバヘのインプ リメント,研 究まとめ
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研

(2

究

項

目

脳神経活動 デー タの数理解析

11年

12年

度

13年

度

14年

度

15年

度

度

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

法 に関す る研 究

脳波信号の動的分離フィルタリング
ズムの支援環境への実装
貪出
i体 信号解析法の開発

〕
分析への応用

0)脳 神経 システム解析 のための

視覚情報のコーディ
マルチチャネル伝選
￨

スパイク列情報からC

数理 アルゴ リズムに関す る研究

(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
仕様をプ ロジェク 卜内研究者多数 のイ
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[]路 , 自己
菫用 の開始
組織化,色 覚,運 ヨ
勤視 など)を コンテ ンツとしたテス ト樋
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
ざ
斤環境, シ ミュレーシ ョン環境 との統イ

マ テ ィク スデ ー タベ ース構築 に
関す る研 究

t

プロジェクトの新規研究成果 (数 理 モデル及び
関連データ)を取 り込んだ本 略運用開始 とプロ
ジェクト外への公開検討 (理 研BSIへ の 移植 )
￨

￨

NI―

(5)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

SATELLITE C

プロジェクト内公開・ 改良
ニューロインフォマテ｀
ィクス・デスクトップ
支援環境(NI― DTE

の構 築 に関す る研究

NI―

DTI の開発
NI― DTEの 評価 改良,公 開,運 用
Persohal Visiome の仕様策定,開 発
,

Windows版
(6)モ デ リング シミュレーション

￨

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
￨
リアルタイムシミュレータの開発 と実用 化

統合支援環境構築 に関す る研究

研究のとりまとめ

所 要 経 費 (合

計)

173百 万円

173百 万円
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173百 万円

191百 万円

4.平 成 14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

実験 デー タを収集 して精度 の高 いモデルの構築 を目指す。
樹状突起 の能動的特性 をモデルシミュレーターに導入 し

(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

イオ ンチ ャネルのキネティクスと密度パ ラメー ターを実験

関す る研 究

結果 にあわせて調節す る。 このモデルを用 いて樹状突起 ス
パ イクの発火開始部位 と伝導方向を決定す る要因 を探索す

,

第 Ⅱ期 の 日標実現 に向けて下記 の内容 の研究を実施する。
前年度 まで の研究 で,方 向性 のある機械刺激 (カ ベク トル)
の強度 は,機 械受容 チャネ ル/細 胞 内 Ca2+濃 度 で感知 さ
れ,そ の方向 は,細 胞骨格 /接 着斑系 で感知 され,形 態 の
変化 は接着斑 の異所的再分布 によって実現 されることなど
が分 か って きた。本年度 は,接 着斑蛋白質 (イ ンテグリン)
の再分布機構 など,未 知 の シグナル機構 を明 らかに してい
くとともに,形 態応答過程で の主要 な シグナル分子 の ライ
ブイメージングを実現す る。また, これまでの実験成果 に

る。
に)培 養神経細胞 による神経回路 の数理解析
平成 14年 度 には前年度 に作成 した少 数 の神経細胞 か ら
なる単純神経回路 の シミュレーションが可能 な人工神経回
路 のプ ロ トタイプを用 いて,各 種刺激 に対す る神経回路 の
時空間応答特性を調 べ る。それと同時に,培 養神経回路 を
用 いた刺激応答特性 の実験 デー タとの比較を行 い,実 際 の
神経回路 の応答特性をより忠実 に再現す るよう機能 の高度

基 づいて定性的 なモデル構築を行 って,実 験 の指針 にす る
とともに,最 終的 な数理 モデル構築 へ の足 がか りとす る。

胞 か らなる神経回路 の機能を実現可能 な人工神経回路 の実

(2

神経細胞 の物理化学反応数理 モデルに関す る研究

現を図 る。さらに, シミュレー タとして これまで使用 して

第 I期 (昨 年度までの 3年 間)に 開発 した A― Cellお よ
び A Cell‑3D(仮 称 )の 機能拡張を行 い,① 神経細胞 の電
気的等価回路 のモデ リングを可能な システムとし,② 3次

きた NEURON以 外 に,SATELLITEを 用 いて人工神経 回

化を図 る。また,細 胞 の数を順次増加 させ,よ り多 くの細

路 の実現を図 る。
2 細胞生理 に基づ く仮想網膜 の実現 に関す る研究

元 シミュレーション結果の動画表示機能,印 刷機能,新 規
電位依存性チャネルの登録機能を追加する。一方,第 I期

(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

で行 ったシナプス長期増強・ 長期抑圧 のモデル・ 予測・ 実

前年度までの研究では,培 養 アマ ク リン細胞 の細胞体 と
樹状突起上 に同時 にパ ッチクラ ンプを行 い細胞体 で発生 し

験的検証を踏 まえ, タ ンパ クやイオ ンの神経細胞内局在 に
よるシナプス間相互作用 と長期増強・ 長期抑圧 の修飾 メカ
ニズムを検討す る。 これによ り複数 シナプ スが同時 に,異
なる頻度 ,異 なるパ ター ンの入力を受 けたときの シナプス
修飾現象 ,お よびメカニズムを明 らかにす る。

G)神 経細胞 の シナプス統合過程 に関す る研究

究

た活動電位 が樹状突起 へ伝導す ることを明 らかに し,細 胞
体 と樹状突起 の電流電圧応答 に基づいてアマ ク リン細胞 の
モデルを作成 した。平成 14年 度 には このモデルを多細胞
のネ ッ トヮー クヘ広げる。 その 目的 はウサギの網膜神経節
細胞で古 くか ら知 られて いる動 く標的 に対す る方向選択性

第 I期 の成果 を踏 まえつつ,単 一神経細胞 にお ける シナ

がどのよ うな神経回路によ って形成 されるかを明 らかにす

プス統合過程 の実験的解析 と,実 際 の細胞 の特性 を具備 し
たモデル神経細胞 の構築 とを行 う。本年度 の実験的研究 は

ることである。 これまでの報告 ではこの機構 にアマク リン
細胞 が関与 していることは多 くの研究者 が認 めるところで

樹状突起 スパ イクの開始部位 の光学的解析 と,独 立的 な 2
シナプス入力 の統合過程 の光学的解析 とを行 う。昨年度 に

あるが,そ の詳細 に関 しては意 見 の隔 た りがある。一 つの
主張 はアセチ ル コ リン作動性 の starburstア マ ク リン細

導入 した新 しい光学系 の導入 が終了 し,期 待 どうりの優 れ

胞 が中心的役割を果たす というものである。一方 ,GABA

た能力 を示す ことが確認 で きたので,電 位感受性色素 を単
一神経細胞 に注入 し,高 速 CCDカ メラシステムを用 いて

作動性 の抑制性 アマ ク リン細胞 が必要 であるという考え方

樹状突起 の能動的特性 の解明を目指す。また,単 一神経細
胞樹状突起 において複数 の シナプス入力 が統合 される過程

記録を行 って生理実験 の上で GABAの 役割 を確 かめ ると
同時 に,モ デルの上で抑制回路 がどのよ うに して方向選択

を解析す るために,独 立 した 2経 路 か らの シナプス応答 の

性を生み出すかを検討する。

加算を観察す る。電気生理学的測定 による解析 の成果 は既

(2

に昨年度 に論文 として公表 した (Enoki et al.2001)。

研究

,

本

年度 はこの研究を更 に進 め,光 学的観察を行 う。さらに

,

第 I期 に論文発表 した (Inoue et al.2001)樹 状突起 の
受動的特性 について,よ り詳細 な解析を行 う。 モ デ ル神
経細胞 の構築 については,第 I期 に構築 した受動的 モデル
を基に して,樹 状突起 の能動的特性 を具備 したモデルの構
築 を進める。既 に予備的 な研究 は開始 している。我 々 自身
の実験 デー タを解析 して モデルに組 み込むと共 に,内 外 の

もある。われわれはアマ ク リン細胞 と神経節細胞 か ら同時

視覚系 における並 列情報処理 とコーディ ングに関す る

網膜 で発生 した同期的・ 周期的 スパ イク発火 が視覚中枢
でどのように利用 されて行動 に結 びつ くのかを明 らかにす
ると共に,網 膜 か ら視覚中枢 (視 蓋 )に 至 る並 列情報処理
とコーディングの様式を数理 モデル化す ることを 目標 とす

る。具体的には,① カエル網膜 のデ ィミング検出器へのシ
ナプス入力を解析 し,そ れ らが膜特性 によってどのよ うに
統合されるかを実験的に明 らかにすると共に,数 理 モデル

―‑800‑―

を構築する。② カエルの視蓋 ニューロンか ら光応答を記録
し,網 膜 ディミング検出器の出力がどのように統合される
のかを明 らかにする。また,視 蓋 ニューロンのスパ イク発
火パ ターンと逃避行動 との相関関係を調べ る。③ カエルに
逃避行動を引き起 こす光刺激パ ターンと網膜及び視蓋 のス
パ イク発火パ ターンとの対応関係 を明 らかにする。④特定

を,プ ロジェク トの生理実験 グループ との協力を得 て,数
理 モデルの精緻化 をおこなう。

(2

視覚認知 における体制化 の数理 モデルに関す る研究
平成 14年度 は,こ れまでに構築 したスパ イク放電型 ニュー

ラルネ ットヮー クモデルを基本 モデル として,任 意 の視覚

の機能タ ンパ クを欠損 したマウスと野性型 のマウスの網膜

刺激 を提示 できるように入力側 のモデルを拡張 し,視 覚 イ
メー ジの体制化 における神経 メカニ ズムの解明 に必須要件

神経節細胞 か ら光応答を記録 し,ス パ イク発火パ ター ンの
生成 にこれ らのタ ンパ クがどのように関与 しているのかを

である視覚束1激 にお ける文脈効果 についてさらに研究を深
める。平成 13年 度 までは,視 覚野 の ニ ュー ロ ン活動 を生

明 らかに し,数 理 モデルに組み込む。
13)網 膜神経回路 の数理 モデルに関す る研究

理実験 と比較可能 な レベルで シ ミュレー トす るために,ス
パ イク放電型 ニ ュー ラルネッ トワー クモデルの構築 に専念

前年度 までに構築を進めて きた視細胞 ,水 平細胞 ,双 極
細胞,神 経節細胞細胞体 に関す る細胞 レベルのモデル,お

して きたが,当 該年度 はその モデルを視覚野 の 3次 元的層

よび,視 細胞 と 2次 ニ ューロンの シナプ ス伝達機構 モデル
を組み合わせ,ネ ットヮー ク レベルのモデル化を進 め,視
細胞 ,水 平細胞,双 極細胞 か ら構成 される外網膜 の神経回
路 モデルの完成を目指す。さらに,網 膜 の出力を担 う神経
節細胞 について,外 網膜神経回路 か らの出力 を受ける樹状
突起 の形態やそのイオ ン機構 を組み込んだ詳細 なモデル化
を進める。

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

(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
平成 14年 度 は,第 I期 に構築 した (網 膜 )一 視床 (外
側膝状体 )一 視覚野入力層 (Ⅳ 層 )の 神経 ネ ッ トヮー クの
自己組織化理論 に基 づ き,Ⅳ 層 ―上位層 (Ⅱ /Ⅲ 層 )間 の
神経投射 に関す る数理 モデルを構築す る。大脳皮質視覚野
の入力層 (Ⅳ 層 )に は,最 適方位 と直交す る方向 に明領域
と暗領域 が分離 した,単 純型 と呼 ばれる細胞 が存在 してい
る。また,受 容野 の物理的パ ラメータ (方 位 /方 向 ,眼 優
位性 など)に 基 づいた機能地図構造 が存在 している。上方
Ⅳ層 か らの投射 を受 ける上位層

(Ⅱ

/1層 )に は,方 位 や

方向選択性 を有 す るが明暗領域 の分離 がない複雑型細胞 が
存在 して い る。当該年度 は,第 I期 で提案 した神経 ネ ット
ワー クの 自己組織化理論 とその シミュレーション結果を使 っ

構造を考慮 したモデルに拡張 し,① それぞれのニューロン
の受容野周辺部への刺激が中心部への刺激 による反応 に及
ぼす修飾作用,並 びにその修飾作用 の要因 となっている視
覚野内の神経結合を同定する。② このような文脈効果が視
覚 イメージの体制化 ,特 にゲ シュタル ト心理学 における

,さ らに可能であれば「 共
「 類同の要因」 と「 近接 の要因」
通運命の要因」 とどのように関係す るのかについて考察す
る。さらに,③ 異なるニュー ロンユニ ット間 に生 じるスパ
イク系列の相関効果が,文 脈効果 とどのように関係付け ら
れるのかについて検討する。
0)色 彩知覚の数理 モデルに関する研究
平成 13年 度までに初期視覚およびより高次 の過程にお
ける色表現および色情報処理を探 るべ く,① 色彩透明視現
象および②色 に対す る視覚的注意 に関す る心理物理実験 お
よびそのモデル化を進 めてきた。 これ ら数理モデルのうち
① についてはこれまでに得 られた実験デー タをほぼ説明で
,

きるまでになってお り,平成 14年 度 は, これ ら数理 モデ
ルの記述 レベルをより神経系 における実現性 に関連付けた
形 に改良す ることで,よ り完成度 の高 い数理 モデルの実現
を目指す。具体的には数式記述 された知覚的成立条件 に対
し,ど のような検出メカニズムが存在すればそうした判断
が可能かを考察 し,任 意の刺激条件 に対す る知覚判断 を予
測可能 な数理 モデルを構築す る。一方,② に関 してはよ り

モデルの構築を目標 とす る。 このとき,視 床か らの入力 と

精密な予測 を可能 とするにはさらに実験的 にデータを収集
する必要がある。そこで,色 情報 に誘導 された視覚的注意
の時空間分布 に焦点を絞 り,計 測実験を行 い,そ の特性 を

して左右眼,ON/OFF中 心型 ,lagged/nonlagged型 の異

数理 モデル化す るとともに,そ の検証を行 う。

なる視覚経路を含む モデルを構築 し,実 験 との対比 をおこ

に)視 覚認知 における脳のダイナ ミクスの研究

な う。 Ⅱ/Ⅲ 層細胞 は,古 典的受容野 の周辺領域 へ の視覚

大脳皮質視覚野の V4野 と前頭連合野で同時に多数のニュー
ロン活動 の記録を行 い, これ ら二つの領域 において視覚認
知行動時に生 じるニュー ロン活動の関係 を分析す る。特 に

て,複 雑型細胞 の受容野お よび機能地図形成 に関す る数理

刺激 によって応答が修飾 される,文 脈依存性 が あることが
知 られて い る。 このよ うな受容野 の応答特性 について,(2
グループと協力 して研究 を進 める。具体的 には,自 己組織
化理論 で得 られた機能地図を使 って,仮 想的な視覚入力を
与 えたときの神経 ネットヮークのダイナ ミクスをシミュレー
トす る。 この結果を,数 理 モデルヘ と反映 させ る。また

,

細胞 の時空間応答特性や文脈依存性に関す る生理学的知見

視覚刺激の分析 に関わ る視覚野 の活動 に見 られる状況依存
的な活動変化 と,前 頭連合野 の活動がそれぞれどのように
生 じ,両 者の間でどのような相互関係があるかを明 らかに
するために 5(2,5(3)の 協力を得て多変量 自己回帰 モデ
ルによる解析を行 う。また,新 たな視覚探索課題 を導入す
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ることによ って ニ ュー ロン活動 に含まれ る非感覚性 の信号

覚を生 じさせない,互 いに異なる明滅刺激を与え, これ ら

の性質 をよ り明確 にす ることをめざす。導入す る課題 では

の刺激 を組 み合わせた時 のみ,色 のクオ リアが生 じること

記録 している細胞 の受容野内 の刺激 の色 と形 (感 覚信号 )

を確認す る。更 に,実 際 の色刺激 が,ど のよ うな物理的性

を一定に保 ちなが ら他 の刺激 の色と形を操作することによっ

質 を持 つか詳細 に調 べ,分 光輝度を調節することによって

て,日 標 となる刺激 の 目立 ちやすさを変 えた場合 に非感覚

網膜錐体 の応答速度 の違 いが,明 滅誘導色 を引 き起 こす と

,

,

性 の信号 にどのような影響 が生 じるかを調 べ る。さらに

い う仮説 が誤 ってい ることを検証す る。実験的検証 のため

得 られた結果 を上記の モデルに当てはめることによ リモデ

の白黒明滅刺激装置 の試作 は平成 12年 度 に完了 して い る

ルの妥当性 を検証す る。

ので,こ れを用 いた認知心理実験 を行 う。 また,平 成 13

G)運動視 による空間認識 の神経網 モデルに関す る研究

年度 に,MEG計 演1を 精密 に行 い解析す る手法 を確立 で き
たので,MEG計 測 の結果 を基に,色 の時空間 コ…デ ィ ン

,

平成 14年 度 は,前 年度 までに コン ピュー タ上 に構築 し
てその構造及 び機能 の解析・ 評価 を行 った「 網膜 か ら大脳
MST野 までの全神経網 モデル」 に対 し, その生理 的妥 当
性 を検証す るために,細 胞応答 シミュレーシ ョンユニ ット

グを見 出す研究 を試みる。す なわち,実 際 の色刺激 に対応
す る MEGの 応答か ら,色 の神軽活動 による時空間 コーディ

を構築 して モデルの生理学的な検証方法を開発す る。連続

ングを予想 し, この予想 に基 づいて作 られた明滅束1激 が
元 の色刺激 の色 と相関 を持 つかど うかを調 べ る。

的 な網膜像入力 を想定 した時系列の細胞応答 シミュレーショ
ンによ リモデル MST細 胞 の予測応答を正確 に シ ミュ レー

侶)視 覚パ ター ン認識機構 の神経回路 モデルの研究
文字や図形 などの視覚パ ター ン認識機構 の神経回路 モデ

トす る。 この予測応答 を 3.GDに 提示 して, サ ルの 大脳

ル構成 に取 り組 む。第 I期 では,特 に階層神経回路内 のボ
トムアップ情報 の役割 に注 目 して モデルを構築 したが,平

MST野 における検証生理実験をサポ ー トす るとともに
生理実験の結果 を MST野 神経網 モデルにフ ィー ドバ ック
す る。また,直 線物体 も含 めて統一的 に空間認識す る神経
,

網 をモデル化す るために,ア ルゴ リズムの開発を行 う。
G)高 次視覚認知機能 のニ ュー ラルネ ットワークモデル
①物体表現記憶過程 :ま ず物体 の全方位 の見えを入力 し
て,物 体 の典型的 な見えを獲得す るような人エ ニ ュー ラル
ネ ットヮー クモデルの構築 を目指す。つ ぎに獲得 した物体
表現 を用 いて,二 つのプ ロセ ス (2次 元照合と 3次 元照合)
に基づいて物体認識を行 うモデルの構築を行 うとともに
心理実験で得 られたデー タとの比較を行 い,モ デルの妥当
,

性 について検証 を行 う。②情報保持・ 操作過程 :ワ ーキ ン
グメモ リ機能 における情報 の保持・ 操作を念頭 に置 いたモ
デルを提案す る.回 帰結合を もつ ことによ リモデル内部 に

,

成 14年 度以降 は,階 層的 な神経回路 の中 での ボ トム ア ッ
プ信号 と トップダウ ン信号 の相互作用 の役割 に注 目 して研
究を進 める。① ヒ トは,パ ター ンの一部がほか の物体 で隠
されて いて も,そ のパ ター ンを正 しく認識 し,隠 れている
箇所 の形状を推測 で きるが多 い。隠 されたパ ター ンの認識
機構 についてはすでに平成 13年 度 にモデ ル化 に成功 して
いるので,平 成 14年 度 は,隠 れて い る箇所 を修復す る機
構 のモデル化 に取 り組む。構築 した神経回路 モデルのシミュ
レーションを行 い,生 理学心理学的実験 デー タと比較検討
す ることによ ってモデルを改良 して い くとともに,脳 がパ
ター ンの部分的欠損をどのよ うに して補 い視覚情報 を処理
しているかを推測 してい く。②視覚系における階層的な情
報処理 に注 目 して,パ ター ン認識機構 の神経回路 モデルを

ダイナ ミクスが表現 され る リカ レントネットヮー クモデル

構築する。平成 14年 度 は特 に,追 加学習機構 の実現 に重

を用 いて,複 数 の情報 の保持・ 操作 を扱 うことによ り,課
題中 のニ ュー ロン活動 の ダイナ ミクスをワーキ ングメモ リ

点を置 く。すなわち,い ったん学習 が完成 した後 に新 しい
パ ター ンを追加 して学習出来 る新 しい学習方式を考案す る。

システ ム全体 か ら説明す ることを可能 とす る。③選択過程

(9)視 覚皮質 における両眼情報処理 の機構 に関す る研究

:任 意 の時間注意 を保持 しつづ け,そ れを解除 して別 の位
置 に移動 させ るとい うメカニズムを,従 来 のワーキ ングメ

の もととなる両眼視差 を視野内 の小 さな領域 で行 ってい る

モ リモデルの考え に発火同期 の考えを取 り入れて モデル化

ことがわかった。 しか し, このよ うな部分部分 の ローカル

す る。また,サ ッカー ドを行 って も注意 の向け られる刺激
が不変 である事を説明す るために,サ ッカー ドに対 して不
変 な顕著性 マ ップ座標系 の検討および座標変換系 のモデル

な情報 がどのよ うに統合 されて,つ じつ まのあ った立体 と

これ までの研究で一次視覚野 の複雑型細胞 はステ レオ視

して知覚 されるのかは未知 である。平成 14年 度 には,前

化を行 う。

年度 に開発 した,一 次視覚野 (Vl)か ら V4に おける生理
学的実験 に適 した両眼視覚刺激提示装置を使用 し,ネ コ及

(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

びサルの一次視覚野 (Vl)お よび二次視覚野

究

心 に実験を本格的 にお こなう。また, これまで一 次視覚野

(V2)を 中

平成 13年 度 に,明 滅誘導色彩知覚 が網膜 の錐体 の物理

の複雑型細胞 の数理 モデルを開発 して きたが,そ の成果 を

特性 ではな く,大 脳皮質由来 の もので あることを検証する
実験 の 目処 がついた。平成 14年 度 は, これを精緻化す る

拡張 し,二 次視覚野 (V2)以 降 の大脳視角領域 におけ る
数理 モデルに拡張す る。 このモデルによ り,生 理学的実験

実験を行 う。具体的には,左 右眼に,そ れぞれ誘導色彩知

結果 の予測 を行 い,デ ー タとの整合性を検討 し,必 要 な数
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理 モデルの修正 をおこなう。
CO 一次視覚野 の ニ ューロン活動修飾 のネ ッ トワー クメカ

プに関す る研究

ニ ズム

平成 14年 度 は, これまで構築 して きたハ イ プ リッ ドビ
ジョンチ ップのプ トロタイプおよび要素回路 を大規模集積

ー 次視覚野 (Vl)の ニ ュー ロ ン活動 は広 い視野 内 の刺
激布置 に依存 して主 に抑制性 の活動調節 (刺 激文脈依存的

化す る。 そのために,利 用す る LSIプ ロセス (米 AMI
Semiconductor lnc.0.5umプ ロセス )お よびデパ イ スの

修飾 )を うけるが, これは Vlを 中心 とする視覚情報処 理
ネ ットワー クに対す る入力状況 に応 じて Vlニ ュー ロ ンの
出力を最適化す る意義 を もつ と考え られる。 このメカニズ

パ ラメー タ調整 および LSIフ ロ アプ ラ ンの最適化 を行 う

ムを解明す るために,ま ず麻酔下 のネ コ・ サルの Vlの 活
動 を神経生理学的に観察 し,刺 激文脈依存的修飾 における

し,実 時間 で画像 の特徴抽出を行 う ビジョンチ ップの実現

視床外側膝状体 および Vl内 神経回路 の寄与 の あ りかたを
検討す る。特 に,外 側膝状体 における受容野周囲刺激 によ
る反応抑制 と Vlに おけるそれ との差を定量的に調 べ,Vl
内 の興奮性 ネ ットワー クおよび抑制性 ネッ トワー クの関与
について も調 べ る。 これによ り視床―皮質投射 ,皮 質内神
経回路 がボ トムア ップ入力 に対 してどのよ うな統合特性を
示す のかを検討す る。さらに,注 視課題 を トレーニ ングし
たサルで,視 覚弁別遂行中の Vlニ ューロンの活動 を記録
し,特 に受動的注意・ 能動的注意 がボ トムア ップ的 な処理
にどのような影響 を与えるのかを解析す る。
CD 運動視機能 における MST野 の情報表現 に関す る研究
平 成 14年 度 は, 自己運 動 に よ り生 じる視 野 の運動
(Visual Flow)が 高次視覚野 の MST野 のポピュレーシ ョ
ン活動量 として情報表現 されて いることを実証す る。 この
ため,等 速並進 ,回 転,接 近 と離反 というモー ドの異 なる

(デ バ イス シミュレーシ ョンとデバ イス作製・ 評価 )。 それ

によって,高 密度集積

(VGA〜 XGA画 像 サイズ)を 達成

を目標 にす る。
(3)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
これまでの 2年 間 の成果 を お、まえ,Siプ ロー プを集積
回路上 に多 チャンネルで設計・ 試作 し,生 体実験 を通 して
提案す るスマー ト電極 セ ンサの有効性 を示す。先ず,測 定
,

用電極 として Siプ ロー プの形状 を実 際 の実験 を とお して
検討す る。強度耐性 のあるプ ロー プ形状 として,円 錐型 が
有望 されてお り, これを成長条件 の最適化 によ り実現す る。
成長 には,精 度 の良 い Siガ ス流量制御 パ ル プを用 いる。
更 に,プ ロー プの高 い信頼性 もため,プ ロー プ側面 の絶縁
皮膜技術,先端電極種 を検討す ることで,本 Siプ ロー ブ
を生体内挿入型電極 として確立す る。混載す る制御系 の回
路 においては,Siプ ロー プの ア ドレス選 択 (CMOSシ フ
トレジス ター)等 のデジタル回路,低 雑音増 幅器 (」 FET

Visual Flowを シ ミュ レー トす る運動画像 を コンピュー

混載 CMOS)を 試作・ 評価す る。Si(111)上 の回路 の正
常動作 を既に確認 してお り,多 チ ャ ンネ ル Si電 極 チ ップ

タグラフィックスによ り作成 し,そ の認知特性を ヒトの心
理実験 によ り測定 し,同 じ刺激 に対す るマカクザルの MST

を完成 したい。 チ ップの評価 として,先 ず ス ライ ス した細
胞 の電位測定を行 う。将来的にチ ップの脳内埋 め込み も視

野細胞 の反応特性 との対応関係 を求 める。また,接近や離
反を コー ドす る MST野 細胞 が,3.15)で 開発 された網膜 ―

野 に入 れてお り,長 期埋 め込み型 として,生 体適合性 の絶
縁技術 とチ ップのパ ッケージ関係 を検討す る。そのための
金 ポールボンデイ ングも行 える信号配線用 ボ ンダー装置 を

MST野 モデル神経網 か ら予測 され る反応特性 を示すか否

(1)初 期視覚情報処理を行 うアナ ログ・ ビジ ョンチ ップに

購入す る。更に,細 胞電位 の記録・ 評価 の簡易化 を図 り
検出された信号及 び,発 火分布を画像表示 す るため の計測
器 の構築 もお こな う。来年度 は, こ うした,セ ンサデバ イ

関す る研究

スの構築 か ら生体実験 による評価 まで の一連 を確立す る こ

網膜機能 については,前 年度 に考案 した広 ダイナ ミック
レンジの局所適応機能 を有 す る外網膜機能 の集積回路 の試

とを 目指 し研究を進 める。

かについて も検討 を始 める。
4.視 覚機能 デバ イスの実現 に関す る研究

,

作 を進 め,二 次元画像 の エ ッジ検出機能 を確認する。動 き
検出 については,二 次元空間を直進 して くる夕…ゲ ッ トに
対 して網膜に映 るターゲットの角速度 を検出するネットワー
クの集積回路 を試作す る。一方 ,樹 状突起 における シナプ
ス結合 の空間配置 に基づいたネットワー クについて も集積
回路化 し,動 き検出機能について実験結果 と回路 シミュレー

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)微 小脳神経回路 の数理 モデルに関す る研究
平成 14年 度 は,採 餌,帰 巣時 の ミツパ チ行動 と視覚情
報処理 との関連 に関す るモデルを構築す ると共 に,細 胞
,

神経回路 ,行 動 モデルに関す る シ ミュレーシ ョン機能 を提
供す るアプ リケーシ ョンサ ーパ (シ ミュレーションサーバ)
のプ ロ トタイプを実現す る。す なわち,嗅 覚 ,視 覚 ,聴 覚

シ ョン結果 とを比較 ,検 討す る。オプティカルフローにつ

など豊富 な感覚 と歩行 ,飛行 など高度 な行動様式 を有 しな

いては,ネ ッ トワー クを集積回路化 して,そ の機能 を確認
す る。ターゲ ッ トの簡単 な形状認識 については,局 所 エ ッ

が ら,ほ 乳動物 に比 べて少数 の神経細胞 で構成 される昆虫
微小脳 は,神 経回路機構 に対す るニ ュー ロイ ンフォマテ ィ

ジ検出機能 を統合 した モデルを検討す 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

クス的 アプ ローチの適用にお いて有効 なモデル系 の一 つ と
考え られる。昆虫 は個体の入手が容易で,行 動 の計測 も実
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施 しやすいことか ら,感 覚受容か ら行動発現 までの分子
神経 レベルでの計測 と実際 の行動を同時 に計測す ることが

(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

比較的容易 であ り, 1と 協力 しなが ら神経細胞 レベルか ら
ボ トムア ップ的に構築 したモデル と刺激 に対す る行動様式

平成 14年 度 は,第 I期 において策定 した要求仕様 に基
づいて本格運用 のための システムの構築を行 う。 システ ム

か ら トップダウン的 に構築 したモデルを連結 してい くこと

を構築 した後,試 験をかねて プ ロジェク トメ ンパーの研究

が可能 と考 え られる。

成果である数理 モデル,実 験 デー タおよび解析 ツールの登
録・ 検索・ 再利用 を実際 に各 メ ンパ ーに行 って もらい,不

,

(2

ス構築 に関す る研究

脳神経活動 デー タの数理解析法 に関す る研究

脳電位 (EEG)や 脳磁位 (MEG)の 信号 は,様 々な脳
の部位 の活動 に由来す る信号 が混合 した ものであ り,ノ イ
ズの影響 も受 けて い る。 このよ うな場合 に,同 じ試行 を く

具合点 やさらなる改良点を修正す る。 その修正 の後,プ ロ
ジェク ト内での レビューを経 て公開す ることについて合意
が得 られた段階 で, システ ムをイ ンター ネッ ト上で公開す
る。公開後,実 際 に世界中の研究者 か らのフ ィー ドバ ック

りかえ して加算平均をとるので はな く, 1回 の試行 のデー
タか ら視覚誘発電位 などを抽出するためのよ り良 いアル ゴ

を得 なが ら,継 続的 に改良・ 保守を行 う。また,以 上 のよ
うな数理 モデルデー タベースシステムの構築作業 と平行 し

リズムを開発す ることを 目指 している。本研究では,二 次
の統計量 と高次 の統計量を組み合わせて用 いて,時 間的 な

て,Visiome Platformを 構成す る もうひ とつの要素 で
ある シミュレーシ ョンサーバ,な らびにPersonal Visiome

構造 のある信号 や,特 定 の統計的な性質を持 つ信号 をデー
タか ら分離す るアルゴ リズムを開発 してきた。その他 に も
独立成分解析, ブライ ン ドセパ レーシ ョンなどの新 しいア

との連携 について検討を行 い,最 終年度 における Visiome

ルゴ リズムを開発 して きてお り, これ らの技術 を もとに

環境 の実現を目指す。

この 目標 を達成す るための技術を開発す る。さらにこの技

(5)ニ ューロイ ンフォマティクスのための コンピュー タ支

術 を用 いて,試 行 ごとの誘発電位 の違 いを研究 したり, リ
アルタイ ムで誘発電位を抽出す ることによ り脳波を用 いた

援環境 の構築 に関す る研究
平成 13年 度 に開発 しプ ロジェク トメンパ ーに公開 した

マシンイ ンター フェイスヘ応用 した りす ることを 目指 して

研究支援 システム Personal Visiome(ニ ュー ロイ ンフォ
マティクスのためのデスク トップ環境 :NI― DTEか ら名称

,

Platformな らびに Personal Visiomeを 含 めた Visiome

,

い る。また,同 様 にこれまで開発 してきた技術 に基づいて
EEGか ら眼球運動 によるアー テ ィフ ァク トを除去 す るた
めに有効 なアルゴ リズムを開発 し,そ の性能評価を行 なう。
このよ うな手法により,眼 球運動 に伴 う脳電位 の抽出が可
能 にな り,眼 球運動 の際 の脳内 での情報処理 の研究 に貢献
,

,

を変更 )に ついて,機 能追加 ,修 正 を行 い,簡 単 な操作 で
Personal Visiomeを 導入・ 利用可能 とす るためのイ ンス
トールパ ッケージを作成す る。また, これ までに開発 した
ニ ューロイ ンフォマ ティクスのための システ ム解析支援環
(NI― SATELLITE)の 改良を継続 す る。 さ らに,平 成
13年 度 に作成 した NI― SATELLITEの 公開用 ホームペー ジ

で きるものと思われる。また, これ ら開発 された手法 を
ユ ーザイ ンター フェースを備えた信号処理支援環境に実装

境

す ることを予定 して い る。

G)脳 神経 システム解析 のための数理 アル ゴ リズムに関す

の内容を充実 させる。
(0 モデ リング・ シミュレーシ ョン統合支援環境構築 に関

る研究

す る研究

脳 における情報表現 を解明す るためには,脳 内 にお ける
情報伝送 の媒体 である神経細胞か ら発 せ られるスパ イク列

平成 14年 度 では Windows tt NI― SATELLITEに リア ル
タイム処理機能を持たせ る目標 か ら, まず初 めに NCSモ

を解析す るための手法 を体系化する ことが肝要 である。 こ
うしたことか ら, これ まで スパ イク列 に対 し,精 度 の高 い

ジュールに リアル タイ ム処理機能を追加す るための検討 を

,

情報量推定法,時 間的 なパ ター ンを捉える尺度,2つ のス
パ イク列 の間 の関係,あ るいは因果的関係 の強 さを反映す

行 う。NCSモ ジュールで使用す る NCS言 語 は,神 経回路
モデルのみな らず連続系 モデルまで対応 で きるよう汎用的

る尺度 などを提案,あ るいは開発 して きた。本年度では

に作成 されている。 このため神経回路や電気回路,制 御 モ
デルなど リアル タイ ム処理 が必要 な用途 に もNCSモ ジュー

有用 と考え られ る手法,尺 度 を更に開発す ると共に,す で

ルを利用 できると考え られる。そ して リアル タイム処理 で

に提案 した手法 ,尺 度 について も,計 算効率 などの意味で

必要 となるモデル周期毎 の外部入 出力機能 を追加 し NCS
モジュールの リアル タイ ムシ ミュレーシ ョンを実現す る。

,

よ り効率的な実現法を考案 し,全 体を体系化す る。
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Ⅱ 平成 14年 度 における実施体制
研

1.

究

項

担

目

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

宮

り
‖ 博

義

川

名

明

夫

金

子

章

道

立

花

政

夫

神

山 斉

己

宮

下

信

田

中

繁

中

内 茂

樹

小

松

英

彦

本

浩

明

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 富士 ゼ ロ ックス榊中央研究所
る研 究

8)神 経細胞 の シナプス統合過程 に関す る研究
14)培 養神経細胞 による神経回路 の数理解析

東京薬科大学生命科学部
拓殖大学工学部

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
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

(2

グに関す る研究

G)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 日本電気船基礎研究所

真

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 理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター

(a

す る研究
豊橋技術科学大学情報工学系
13)色 彩知覚 の数理 モデルに関す る研究
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

G)運 動視 による空間認識 の神経網 モデルに関 富士通帥

岡

す る研究
高次視覚認知機能 の ニ ュー ラル ネットワー 京都大学大学院情報学研究科
クモデル

(0

乾

敏

郎

(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

田 森

佳

秀

予測 す る研究
(0 視覚パ ター ン認識機構 の神経回路 モデルの 東京工科大学

福

島 邦

彦

大

澤

五

住

佐

藤

宏

道

斎

藤

秀

昭

米

津

宏

雄

雨

宮

好

仁

石

田

研究

0)視 覚皮質 における両眼情報処理 の機構 に関

大阪大学大学院基礎工学研究科

す る研究

uO

一次視覚野 のニ ュー ロン活動修飾 のネ ット 大阪大学健康体育部
ワー クメカニズム
運動視機能 における MST野 の情報表現 に 玉川大学工学部

CD

関す る研究

4.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

(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

0)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

細胞電位計測 へ の応用 に関す る研究
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誠

究

研

5

項

目

担

当

機

関

研 究担 当者

ニ ュー ロイ ンフォマテ ィクス構築 のための基
礎研究

(1)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

池

(2

Andrzei CichOCki

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

野

英 利

究

0)脳 神経 システム解析 のための数理 アル ゴ

岐阜大学工学部
リズムに関す る研 究
14)視 覚神経系 の ニ ュー ロイ ンフォマテ ィク 富士 ゼロ ックスい 中央研究所
ス デ ー タベ ース構築 に関す る研究

横

田 康

成

山

口

功

(5)ニ ュー ロイ ンフ ォマ テ ィクスのための コ 長岡工 業高等専門学校

竹

部

啓

輔

ンピュー タ支援環境 の構築 に関す る研 究

16)モ デ リング・ シ ミュ レー シ ョン統合支援 デ ィーエ ス ピー テクノ ロ ジー閉

藤 井

康 夫

環境構築 に関す る研 究

6.研 究管理

豊橋技術科学大 学情報 工 学系

臼 井 支

朗

リエ ゾ ン会議

Ⅲ

委

員

所

康

朗 利 住 己 輔 樹 義 功 成

支 英 五 斉 啓 茂 博

池 大 神 竹 中 宮 山 横

井 野 澤 山 部 内 川 口 田

∞

豊橋技術科学大学
姫路工業大学
大阪大学

情報工学系 教授

環境人間学部

助教授

大学院基礎工学研究科

愛知県立大学

豊橋技術科学大学
東京薬科大学

教授

情報科学部 助教授

長岡工業高等専門学校

総合情報処理 セ ンター

情報工学系

生命科学部

富士 ゼロ ックス帥
岐阜大学

属

助教授

助教授

中央研究所

工学部 助教授
(注 :○ は研究管理統括者 )
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