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新学術領域『予測と意志決定』と計算理論

川人	光男
ATR 脳情報通信総合研究所・所長

　新学術領域『予測と意志決定』は、代表者である沖縄科学技術大学院大学教授の銅谷賢治さ

んの計算理論（モデルフリー対モデルベース強化学習）をいわば狂言回しとして、現代神経科

学の花形である研究トピックス：意志決定に関するいくつかの重要で困難な研究課題を、工学、

心理学、神経科学さらには臨床精神医学の研究者の総力をあわせて解決しようとするものです。

本領域が真に挑戦的であるのは、単に異分野の違う技術と興味そして価値観を持った研究者が

協働すると言うことだけで無く、脳科学で最も難しい問題、つまり階層を超えで行動、神経回路、

分子を貫くメカニズムを理解することを中心に据えている点にあると考えます。アドバイザー

を仰せつかった私も、ロボット、ヒト行動実験、ヒト脳活動イメージング、サルの単一細胞記録、

そしてプルキンエ細胞のスパイン内のシナプス可塑性の分子レベルでのモデリングまで、様々

な階層の研究に携わった経験からして、階層を超えて厳密に理解することがどんなに困難であ

るか身にしみています。これを打破する可能性は計算理論と、オプトジェネティクスやデコー

ディッドニューロフィードバック法などの因果的な実験手法にあると考えています。

　本領域も丸３年の節目が近づき、素晴らしい成果が目立ちます。ほんの少しだけ例に挙げさ

せていただくと、Pan	&	Sakagami(2012)	Eur.	J	Neurosci が、前頭前野外側部が推移的推論に対

応した報酬予測ができるのに対して、大脳基底核線条体にはそのような能力がないことを示し

ているのは、大きな発見と言えるでしょう。また、Takahashi	H	et	al.	(2012)	PNAS が、不公平、

正直、義憤とセロトニントランスポーターの密度の関係を明らかにし、意志決定を制御する分子・

遺伝子について、大きな成果を挙げておられます。

　A02の目的であるニューロン回路のどのようなダイナミクスによって脳内シミュレーション、

価値評価、行動選択が実現されるのかを明らかにするのは、上記の理由から本質的に困難であ

ると考えています。ですから、1 点の光でも差せば、大成功と言えると思います。これまでに

準備は十分なされていると実感できますが、最後の天才的な 1 滴のアイデア、そして革新的実

験パラダイムを必要とする予感がします。大きな期待を持って見守っております。

巻 頭 言   
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▼疋田　リレー対談の第 5 回目として、京都大学
大学院医学研究科メディカルイノベーションセン
ターの疋田から理化学研究所の岡本さんに引き継ぐ
形で対談をすすめます。対談の前に、研究室を案内
いただきました。岡本さん自らが設計されたゼブラ
フィッシュの水槽群は圧巻でした。
　わたしたちはマウスで大脳基底核神経回路をしら
べていますが、ゼブラフィッシュでも大脳基底核や
大脳皮質の回路がそろっているということですよ
ね。
■岡本　そうです。まだ機能的には証明されていな
いけれど、分子的にはそういう結果が出ています。
わたしたちはトランスジェニックゼブラフィッシュ
をやっと作り終え、それぞれの操作をやろうとして
いるところです。
▼疋田　機能的にはそれぞれの役割の違いがあるか
もしれないけれども、大脳基底核の神経回路として
はマウスとゼブラフィッシュを同じように考えてい
いというわけですね。
■岡本　そうです。

ゼブラフィッシュとマウス

▼疋田　岡本研究室では独自の技術を用いて、神経
回路を可視化し操作できる多くのトランスジェニッ
クゼブラフィッシュを作成し、解析されています。
■岡本　ゼブラフィッシュの方が早いと思ってやっ

ていますが、遺伝子導入に適したウイルスがなく
て、すごく困っています。マウスは最近ウイルス
が発達してきて、目的の神経回路特異的な Cre ト
ランスジェニックマウスさえあれば、神経回路特異
的なマーキングや操作のためのモデルマウス作製工
程が短縮できます。それに対して、ゼブラフィッ
シュでもようやくトランスシナプティックに染まる
esicular	stomatitis	virus、ＶＳＶなどのウイルスが
出てきたところです。これらのウイルスを両方使う
と、キャッチアップできるかもしれないですね。あ
るいはノックアウトゼブラフィッシュは CRISPR な
どの最新技術で簡単にできるかもしれない。
▼疋田　岡本研究室では、ゼブラフィッシュに加え
てマウスとかラットも用いた研究もされています
が、それはどういう比較をしながら進めているので
すか。
■岡本　ゼブラフィッシュで見つけたことがマウス
で見られたら、ヒトでも共通するだろうと考えてい
ます。また研究対象として大きい方がいいところは
ありますよね。自由運動中の脳活動を見るときに、
あまり大きな装置をゼブラフィッシュにはつけられ
ない。たとえば内視鏡のようなものをゼブラフィッ
シュにつけようと思ってもできない。そういうとき
にはマウスやラットのように脳が大きい方がいい面
はありますよね。
▼疋田　逆にマウスやラットでは顕微鏡下で脳の一
部しか見ることができないですが、ゼブラフィッ
シュは顕微鏡下で脳全体を見られるんですか。
■岡本　稚魚ならできるけれども、親はちょっと難
しいですね。ただ終脳だけだったらかなりの部分を
見ることができます。
▼疋田　表面から深いところまで。
■岡本　ええ。だいたい今の技術だと 500 ミクロ
ンぐらいまで深いところを見られるでしょう。そこ
まで見ると、大脳基底核に相当するところまで達す
るので、終脳と大脳基底核の両方を見ることができ

疋田　貴俊
京都大学大学院医学研究科　メディカルイノベーションセンター　特定准教授

　「予測と意思決定」リレー対談：第 5 回　　　　



7

ます。
▼疋田　とても興味あります。
■岡本　終脳と大脳基底核の活動の相関関係を見た
いと思っています。
▼疋田　からだや頭蓋骨を透明化しなくても可能な
のでしょうか。
■岡本　透明化しなくても。ところで、透明な魚っ
て結構いるみたいですよ。
▼疋田　もともとですか。
■岡本　たとえばハゼは透明なのが多いみたいで
す。ただハゼでも神経系はミエリンの影響で白っぽ
く、透明ではないですね。ゼブラフィッシュでも色
素を抜いていけば、より透明になっていきます。僕
らは頭蓋骨を開けて脳活動を顕微鏡下で見ています
が、色素を抜けば頭を開けなくても見えます。
▼疋田　泳いでいる魚の脳がぴかぴか光ったりした
ら面白いですね。
■岡本　そうですね。
▼疋田　迷路を動いているときに活動している神経
細胞が光って上から観察できると素晴らしいです。
■岡本　迷路行動などの複雑な行動は、時間的な行
動プログラムだから、神経回路一周回ってるだけで
はないですよね。一回、大脳皮質が活躍して、大脳
基底核があって、モーターアウトプットがあって、
それで終わるわけではなくて、複雑な行動プログラ
ムの場合は何回か神経回路をくるくる回っていると
いうことじゃないかと思います。
▼疋田　大脳基底核神経回路の特徴は回るところ、
つまり、ループ構造に意味があるはずですけど、そ
の意味づけはあまりなされてないと思います。
■岡本　アトラクターが遷移していくような、ある
インプットが入ったらこういうコンビネーションが
起こって次はこうなってその次はこうみたいな、回
路機能が見えたらかっこいいですよね。
▼疋田　大脳基底核ではそのようなシーケンシャル
な回路機能が大事ですね。鳥の歌声のようなシーケ

ンシャルな行動も大脳基底核を介しています。
■岡本　そこが見えるといいですね。
▼疋田　そうですね。ゼブラフィッシュでも鳥の歌
声のような順番が決まっている行動もありますか。
マウスもあまりないですが。
■岡本　Y 迷路を複雑にして、右に曲がって左に曲
がってそこを越えたらゴールみたいなことぐらい
は、魚でも覚えるみたいです。ちょっとそれって、
多少モデルベースですよね。
▼疋田　そうですね。モデルベースですね。
■岡本　ちょっとね。次の角を曲がってとかそうい
うのを覚えなくちゃいけないというのはね。
▼疋田　前の情報をもとに次を選択しなければいけ
ないところが。
■岡本　そうですね。ここで右に曲がったから次の
ステップに進む、と自分で判断しているわけだから。
▼疋田　マウスの Y 迷路の実験は非常に単純で、
前に入った場所と違う方向に入るというのがマウス
の習性ですが、それに対して学習障害では、順番に
行かなくなるという様子を見ています。
■岡本　そのようなワーキングメモリーが魚は非常
に弱いみたいで、その前に何をしたかすぐに忘れる

（笑）。そういうところはありますね。
▼疋田　訓練をして、前の情報を使わなくて、あっ
ち行って、こっち行って、というふうになってしま
うとモデルフリーになるということですよね。
■岡本　前にかかわらずいつも右に行くとか。わた
したちは成魚で学習実験を行っていますが、海外の
研究室では幼魚を使った学習実験が先日の学会で発
表されていました。単純な行動学習で、間違うと手
綱核が興奮します。そうすると、幼魚は大脳皮質、
終脳が発達してないはずなので、行動学習に終脳が
不要ということになります。わたしたちが取り組ん
でいる能動回避行動学習と、彼らの研究は何が違う
かと考えると、学習のモデルで比べると、わたした
ちのほうには、TD 学習のコンポーネントが入って

　「予測と意思決定」リレー対談：第 5 回　　　　

岡本　仁

ゼブラフィッシュとマウスから探る意思決定の神経回路

理化学研究所　脳科学総合研究センター　副センター長
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いるわけですね。それはたぶん終脳が入ってくれな
いと困るところがある。彼らのほうは、モデル的に
は、右か左かといった単純な行動学習だと、レスコー
ラ＝ラワグナー・モデルのような簡単なモデルで説
明できないことはない。したがって直接的には大脳
皮質、終脳の関与がなくてもできるのかなと思いま
す。プレディクションエラー（予測誤差）の計算は
どこかでしているが、それが使われる場所はひょっ
としたら違うのかなという気はします。
▼疋田　最初の段階では終脳を使わなくてもできて
しまうかもしれない。
■岡本　できてしまうかもしれないのかなと。

最古の学習マシンとしての脚間核

■岡本　手綱核が投射する脚間核も重要だと思って
ます。脚間核は終脳ができる前に試作品として作ら
れたとわたしは思ってます。本当に終脳がまだ発達
していないような lamprey やアメフラシにもちゃ
んと脚間核があります。
▼疋田　マウスの脚間核がなんでああいう構造（図
参照）してるか不思議です。

■岡本　あれは解きほぐすと小脳と非常に似ていま
す。くるくる回ってるわけじゃなくて、中に入った
らに回り込む感じに二分されてるんですね。細胞を

広げたら、小脳の平行繊維と非常に似た構造になっ
てます。そういう意味では小脳と同じように学習マ
シン、パーセプトロンと思ってます。
たとえば痛みとかの脚間核への入力は、手綱核とは
独立に入ってくるので、ちゃんとパーセプトロンと
しての形を持ってるのですね。だから脊椎動物に
なったとき、最初に「まあ試しに作ろうや」って、
はじめに作った学習マシンだと思っています。
▼疋田　いちばん単純な、より本能的な行動を。
■岡本　本能でも、学習する。逃げるかすくむとか、
ある種のパターン認知の結果、「これは危険」とか、

「これは安全」と意思決定する。
▼疋田　感情の情報をもとにした、より単純な生存
に必要な行動でしょうか。
■岡本　そこを脚間核が担っていると思っています。
▼疋田　それでは学習マシンとして、大脳、小脳よ
りさらに古い。
■岡本　いちばん古い。小脳は無顎類にはないんで
すよ。アメフラシとかヤツメウナギ、ヌタウナギに
はないんですね。Hagfish と lamprey とかには小脳
はほとんどないです。サメになって急に小脳が出て
くる。あれも面白い。なんで急に小脳が生まれたの
か。lamprey とかは、海の底にいて、上から落ちて
くる糞とか死骸を食べているから、ほとんどちゃん
と泳がないので、姿勢制御とか小脳の機能は必要な
い。進化的には、まず脚間核があって、その次に小
脳が生まれて、その次に大脳皮質が発達してと順番
に学習マシンを作ってるようなところがあります。
▼疋田　ゼブラフィッシュが変態する前の幼魚のと
きにも脚間核があるんですか。
■岡本　はい。何か機能しているはずです。海外の
研究室では、幼魚で神経全体の機能を観ようとして
いるところがあります。幼魚であってもすごい個数
の神経細胞の活動を、リアルタイムじゃないけれど
も、見るわけです。そういう回帰分析を経時的にやっ
ていくと、ある行動だけに付随した、活動する神経

　「予測と意思決定」リレー対談：第 5 回　　　　

疋田　貴俊
京都大学大学院医学研究科　メディカルイノベーションセンター　特定准教授

図　マウスの脚間核（大阪バイオサイエンス
研究所　山口隆司博士提供）
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細胞が、自動的に浮き上がってくる。非常に単純な
コンポーネントみたいなのがあって、その組み合わ
せだけに反応する細胞が回帰分析や主成分分析で浮
かび上がってくるようです。このような手法は大脳
基底核と大脳皮質の関係を解析していくときにも必
要だろうなと思っています。ゼブラフィッシュで使
われている手法やアルゴリズムというのは使えるよ
うになるはずです。リグレッサ－がたとえば 100
とか、ありとあらゆる考えられる行動を軸にとって
計算すると結構リグレッサ－が小さくなって、本当
に使われているリグレッサーの軸は非常に少なかっ
たりする。ブレイン・アクティビティ・マッピング・
プロジェクトとかで使われるのでしょう。どうやっ
て観察された脳活動を解析するかが、これからの課
題ですね。
▼疋田　たしかにそうですね。
■岡本　このような理論手法を開発する人が日本に
あまりいない。海外のゼブラフィッシュの研究業界
では物理学とか工学出身の人たちが入ってきて、理
論的な手法開発をすすめています。日本の神経科学
でもそのような方向性が必要ですね。

ドーパミンと学習行動

■岡本　学習や意思決定行動で、非常に短い時間差
でのドーパミンのアクションの説明では納得できな
い面もありまして、もうちょっと待ってから振り返
らないとできない学習にもドーパミンは関与してる
でしょう。たとえば 1 個のシナプスの中だけでお
さめられるようなタイムラグっていうのは、長くて
も数秒ですよね。それだけで説明していいのかなと
いう気がします。
▼疋田　ドーパミンだとトーン、要するにシナプス
１個１個というよりは、その周辺全体のドーパミン
量が上がるとか下がるというのが大事そうなので、
たとえば回路を何回回ったから学習がより強化され
るとかにドーパミンの挙動が関与しているかもしれ

ません。
■ 岡 本　synaptic	eligibility とか、シナプスの中で
の synaptic	eligibility	trace という意味じゃなくて、
ひょっとしたらどこか回路の中に埋めこまれている
ところがあってもおかしくない。ワーキングメモリー
とかとも関係するのかもしれないけれど、もうちょっ
と研究の余地があります。脳をスライスにして、回
路を切っちゃったら分からなくなってしまいます。
▼疋田　特に大脳基底核研究でいままで問題があっ
たのは、スライスにしたためにドーパミンのトーン
が全部ゼロになってしまっている状態でしか見られ
てなくて、最初はどんな電気生理しても線条体では
全部長期抑圧になって、長期増強が見られなかった。
■岡本　今は？
▼疋田　今は線条体スライスの場合ですと、回路を
ミミックするように刺激や神経伝達物質を加えた状
態で長期増強も長期抑圧も直接路、間接路でそれぞ
れ出るというのが知られてきています。
■岡本　アップステート、ダウンステートのような
神経活動の微妙なフラクチュエーションの解析はカ
ルシウムインディケーターでは不十分で、感度のい
いボルテージセンサーを使わないといけないのかも
しれない。
▼疋田　個体が学習行動をしている状態でも、その
ような神経活動が見えるようになると良いですね。
本日はどうもありがとうございました。

岡本　仁
理化学研究所　脳科学総合研究センター　副センター長

　「予測と意思決定」リレー対談：第 5 回　　　　ゼブラフィッシュとマウスから探る意思決定の神経回路
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Distinct Roles of Segregated 
Transmission of the Septo-Habenular 
Pathway in Anxiety and Fear

Yamaguchi T, Danjo T, Pastan I, Hikida T, Nakanishi S, 
Neuron, 78, 537-544, 2013

　ヒトを含めた多くの動物は、感情を持ち、その表出
には脳の各部位が関係すると考えられています。しか
し、脳内で構成される多様で複雑な神経回路の存在と、
感情自体を客観的に評価できる指標の少なさのため
に、脳のどの部位がどんな感情に関わっているかを正
確に規定することは難しく、「不安」や「恐怖」といっ
た類似の感情になれば、その担当部位の詳細な区分が、
より困難になります。
　本研究では、生物学的にヒトと近縁であり、遺伝子
操作が可能であるマウスを研究モデルとして、脳内の
神経回路と情動行動との関係の解明を試みました。そ
の結果、脳内の三角中隔核および前交連床核は、手綱
核という同一の神経核へ入力する一方で、手綱核内に
おいて、異なる部位に投射することを発見しました。
そして、その異なる二つの神経回路が、それぞれ「不安」
と「恐怖」を独自に司っていることを突き止めました。
まず、逆行性神経トレーサーを用いて、中隔核に属す
る三角中隔核および前交連床核が、内側手綱核への主
要な入力核であることを示しました。さらに、アデノ
随伴性ウィルスを用いて、順行性に神経細胞を蛍光標
識し、三角中隔核と前交連床核が、それぞれ内側手綱
核の腹側もしくは、背側に分かれて投射することを明
らかにしました（図1）。
　そして、遺伝学的手法を用いて、三角中隔核もしく
は、前交連床核の神経細胞を特異的に除去したマウス
を用いて、行動解析を行いました。その結果、三角中
隔核の神経細胞を除去したマウスでは、高所等の普通
のマウスは好まない空間においても、積極的に侵入や
移動するといった行動が見られました。過去の薬理学
や行動学の知見から、この行動は、「不安」様行動が
減弱した結果だと考えられました。一方で、前交連床
核の神経細胞を除去したマウスでは、電気ショックを
与えたときの、すくみ行動の亢進や、ショックを受け
た部屋に対する、より強い記憶の獲得が見られました。
これらの行動は、より強く「恐怖」を感じ、恐怖行動
が亢進した結果だと考えられました（図2）。

　以上のことから、三角中隔核と前交連床核は、解剖
学的に分離した投射を内側手綱核に送り、この解剖学
的に異なる2つの神経連絡は、機能的にも分離され、「不
安」と「恐怖」の調節に、それぞれ関係していること
が分かりました。また、内側手綱核は、脚間核に主要
な投射を送り、脚間核の下流にはセロトニン神経が集
まる縫線核が存在します。今回の研究で明らかにされ
た中隔核と内側手綱核間の2つの神経経路は意思決定
行動にも影響を与えると考えられます。

論文紹介
山口 隆司（大阪バイオサイエンス研究所　システムズ生物学部門）

特集 2　論文紹介

図 1

図 2
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小林 康（大阪大学大学院生命機能研究科）

Fixational saccades reflect volitional 
action preparation

Masayuki Watanabe, Yuka Matsuo, Ling Zha, Douglas P. 
Munoz and Yasushi Kobayashi
J Neurophysiol July 15, 2013 110:522-535, 2013

眼の小さなゆらぎから「うっかり」を読み取る
　視野内のある一点を見つめているときでさえ、われ
われの眼球は止まることなく、常に小さく揺らいで
います。この小さな揺らぎは「固視微動（こしびどう）」
と呼ばれ、おもに「ものを見ること」に関係すると考
えられてきました。また、これまで固視微動はわれ
われの意思とは無関係に起こると思われていました。
　大阪大学の小林康准教授の研究グループは阪大医
学系研究科、
カナダクイー
ンズ大学との
共同研究によ
り固視微動が
運動意思など
の脳の状態に
よってダイナ
ミックに変化
することを発
見しました。
	　次々と目の前に現れる視覚対象に対してわれわれ
はすばやく眼を動かして視線を移動させます。この
視覚対象に向かう視線移動をプロサッケードといい
ます。
　わたした
ちは視線移
動で「あっ
ち向けほい
ゲーム（視
覚対象が呈
示されたら、
その反対側
に目を向け
る）」をする
ことができます。この視線移動による「あっち向けほ
い」をアンチサッケードといいます。アンチサッケー
ドを成功させる心構えは、呈示された視覚対象に対し

てうっかり視線移動してしまうのをぐっとがまんする
ことです。がまんし損なうとアンチサッケードは失敗
してしまい、呈示された標的を見てしまいます。
　大阪大学生命機能研究科の小林康准教授の研究グ
ループは運
動準備中の
固視微動の
中でマイク
ロサッケー
ドという成
分 を モ ニ
ターすれば、
第三者がア
ン チ サ ッ
ケードの成
功失敗を予測することが出来ることを発見しました。
　被験者がアンチサッケードの準備が正しくできて
いて、アンチサッケードが成功する試行では、運動
準備中のマイクロサッケード頻度が普段より少なく
なっています。逆に、アンチサッケードが失敗する試
行ではマイクロサッケード頻度が増えています。つ
まり、眼の小さな揺らぎで「あっち向けほい」ゲー
ムでの運動準備中の「うっかり度」を予測すること
が出来るわけです。

　このように「眼の小さな揺らぎ」から運動を行う
「意思決定、準備過程での脳の状態」を読み取ること
ができることがわかったので、今後はこの研究を「集
中度検知コミュニケーションツール」や「脳の病気の
早期発見」などに役立てていきたいと思います。この
研究は 2013	年５月号の Journal	of	Neurophysiology	
ONLINE に掲載されました。

参考文献：Watanabe	M,	Matsuo	Y,	Zha,	Munoz	DP,	
Kobayashi	Y:	J	Neurophysiol	110:	522-535,	2013
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　「包括脳」第 14 回夏のワークショップが、2013 年	8
月 30 日に名古屋国際会議場で開催されました。今回の
テーマは「心の仕組みとその障害」です。私は、所属す
る ATR の認知機能研究室で、ヒトの意思決定機構と精神
疾患の関わりについて研究しているため、本ワークショッ
プの内容には非常に興味がありました。当日は、文字通り
世界の最先端で研究されている 3 人の先生方による刺激
的なご講演が行われました。

　最初のご講演は、Read	Montague 先生（Virginia	Tech	
and	University	College	London）により行われました。
Read 先生からは、Computational	Psychiatry という研究
分野の紹介がありました。Read 先生曰く、この分野の目
的は、精神疾患の認知・神経機構をモデル化した上で、
脳画像イメージングと認知行動実験とを組み合わせるこ
とを通じて、精神疾患の診断や治療に繋げることです。
Read 先生の研究でも、精神疾患患者における意思決定機
構の異常に注目しており、健常者と精神疾患患者を対象に
実施した実験から観測された行動指標と、脳活動との関連
を解析されていました。複数の実験において、行動指標と
脳活動共に、健常者と精神疾患患者間で有意な差が出てお
り、診断補助や治療効果測定に役立つのではないかといっ
た印象を持ちました。

　次の Bita	Moghaddam 先生（University	of	Pittsburgh）
からは、統合失調症についての新たな疾患モデルの提唱が
なされました。統合失調症は、思春期・青年期に発症し、
その後も慢性化や再発が多いことで知られています。この
統合失調症の原因について近年の研究成果を踏まえると、

これまで有力であった「ドーパミン仮説」に対して、Bita
先生の自説でもある「グルタミン仮説」がより妥当な仮説
であるとの主張を展開されておりました。

　最後に、ADHD や強迫性障害（OCD）といった精神疾
患に関連する、‘ 衝動性 ’ と ‘ 強迫性 ’ の神経機構について、
Trevor	W	Robbins 先生（University	of	Cambridge）から
のお話がありました。診断上は異なる病名を持つ複数の精
神疾患を、衝動性と強迫性を軸に持つ次元において統一的
に整理した、極めて示唆に富む内容でした。個別の疾患の
議論においても、特に OCD についてのご講演内容は、ヒ
トやラットを用いた数多くの研究成果を引用されながら、
自説を展開されていました。OCD は私の研究と密接に関
わっている疾患でもあることから、日頃論文でしか名前を
見たことがない先生のお話を直接聞けたことは、極めて貴
重な機会だったと思います。

　その後は参加者も交えた総合討論に移り、会は終了し
ました。会に参加して印象に残ったことは、講演者の方々
がそれぞれ、臨床研究と基礎研究間、あるいは分子・遺
伝子などミクロレベルの研究と fMRI 等を用いたマクロレ
ベルの研究間を、縦横無尽に繋げて議論を展開されてい
たことです。自身の専門に閉じこもらず、本ワークショッ
プのような多様な研究者が集う場に参加し発表・議論し、
そこで生まれたネットワークを新たな研究へと繋げるこ
とが、今後ますます重要になるであろうと強く印象付けら
れました。今後も、このような貴重な会が継続的に開催さ
れることを願っています。

「包括脳」第 14 回夏のワークショップに参加して
高木 優（奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士前期課程 1 年）

特集 4　大会参加記

名古屋国際会議場



13

　過ごす時間を合目的的に留めることは、ヒトにとって生
きる力そのものであるものの、反面死の状態に近い。死
を遠ざけるために死に寄ることは、協調生命一般の宿命
であるだろう。しかるにヒトは、死を遠ざけるためヒト
を生に寄せる。これがヒトがその社会に孕む脆弱性の一
側面であるだろう。ヒトと世界の間は一回ねじれている。
生命にとって、情動とは選択の裏打ちとして千代に彼らの
繁栄をもたらしてきた強靭な守護神であっただろう。一方
ヒトにとり情動とは、いくらかの例外を除いて、もはや有
り難い存在とは言えないのではないか。例えば恐怖とは
一般に対峙対決の対象であり、欲とは謹慎の対象である。
いずれもがわずかな好ましい選択を幅広く妨害する。情動
が導く奔放な振る舞いに行為を委ね、選択を誤らない小バ
エはありふれているが、ヒトには真似し難い。その理由は
一つには、ヒト渾身の予測から予測の標的までが見返りを
期待されながらヒトによって支度されているからである。
これは日毎生じる自由意志が、他人の意図を源流とするこ
とを意味する。このため個人が奔放でありえない。他人の
画策と一続きである自分の自由意志が他人の利益と一続
きであるためである。無用な不利益がここに循環する。さ
てヒトに口寂しさを喚起しない社会とはいかなる社会で
あるだろうか、それは資本主義経済とどのように両立する
か。ヒトは衝動を、好ましい結果の原因となせるだろうか。
それはいかなる教育の結果実現されるだろうか。私たちに
は少なくとも、生物をある行動へと誘導する動機の作動に
ついて理解する枠組みが、またそこから派生する気遣い、
とりわけ子供に向ける具体的な心配が不足していると私
は考える。

	
　木犀の香り立ち込める快晴の京都で、私は予測と意思
決定の国際シンポジウムに参加した。10 月 14 日の体育
の日は私の所属する同志社大学の授業日であったため、私
は 13 日の日曜日のみの参加となった。学内でたびたび開
かれる勉強会の主流は分子生物学であり、不安や強迫的な
心象の出生と秘密を明らかにしたい私に、ユビキチンや

CaMK や環状 AMP についての議論を提供してくれるもの
だから、なるほど細胞が精緻、柔軟に保存し運営してきた
仕組みに乗って初めて私たちが為すべきことを為し得る
のだという畏敬とともに、時代の潮流を見誤ったような寂
しい気持ちを覚えていた。

	
　予測と意思決定のシンポジウムは銅谷賢治先生の開会
の辞で始まった。銅谷先生はモデルフリーやモデルベー
スといった基本的な学術領域の定義に加え、ご自身や
Shultz、Daw、鮫島先生などによる、新学術領域の確立を
決定づけるような研究の概要を説明して下さった。修士
一回生で初学者の私にはこのような俯瞰的な経緯のナビ
ゲートは大変有り難いものであった。
　セッションの中で私は岡本仁先生の研究に特に注目し
た。ゼブラフィッシュを用い、赤ライト点灯に続き弱い
電気嫌悪刺激を加えると、条件付け学習が成立するも
のの、コントロールがその場から水槽内の別区画に逃
避するのに対し、遺伝子組換えにより dorsal	habenula-
interpeduncular	nucleus 経路を特異的に抑制したゼブラ
フィッシュにおいては、すくみ行動が表れるという内容
だった。赤いライトと嫌悪刺激の条件付けが成立した後で
なければすくみ行動はみられないことから、この経路は恐
怖を受けた際の反応選択に関与している可能性があるとい
うことだった。私は迂闊にも小さな魚は生来の設計に依拠
して場当たり的な生活をしているのかと侮っていたが、条
件付け学習ができ、モデルベースで将来の災難を予見し対
策をとっておけるという事実に驚いた。一体すくみ行動が
ゼブラフィッシュの生態のどのシチュエーションにおいて
最適な選択であるのか私にはわからないが、この実験では
逃避がより優れており、ライトの観測から嫌悪刺激を連想
するまではよかったものの、アイデアを企画し実行に移す
までの何ができなくなっているのか、興味が尽きない。

　私は会場の芝蘭会館で大いに熱を感じた。当面は状況把
握のための勉強に専心する必要があるが、一日も早く科学
や専門となる分野の成立ち、またその目標とするところを
深く理解し、貢献できる科学者の一員となることを目指し
たい。

International symposium on "Prediction and Decision Making" に参加して
中野泰岳（同志社大学）
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特集 4　大会参加記

　「新学術領域研究：予測と意思決定の脳内計算機構の
解明による人間理解と応用」の第６回領域会議が、１１
月２２日から２４日にかけて沖縄科学技術大学院大学の
シーサイドハウスにて開催されました。２２日はチュー
トリアル、２３、２４日は計画班の先生方による研究発
表や公募班の先生方によるポスター発表が行われました。
私は今回初めて領域会議に参加させて頂きましたが、哲学
や心理学から神経科学、工学と多岐にわたる分野の研究者
の最先端の研究を拝聴する事ができ、とても勉強になりま
した。
　初日は、東京工業大学の杉山先生、ATR の森本先生に
よるチュートリアルが行われました。細胞生物学がバック
グラウンドの私にとっては、生命現象を理数モデルで表そ
うとする事は身近でした。しかし、今回聴かせて頂いた
内容ほど応用分野にまで発展していないのが現状であり、
ここまで基礎研究と応用研究をつなげようとしている領
域がある事に大変感銘を受けました。
　2 日目、3 日目は計画班の先生方の研究発表が行われま
した。特に 2 日目は、モデル生物を用いた神経回路を中
心とする研究の発表が行われました。私はマウスを用いた
研究を行っているので、サルやラット、セブラフィッシュ
を用いてどのように研究をされているのか、興味をもっ
て勉強させて頂きました。最も印象に残ったのは、理研
BSI の岡本先生がお話されたゼブラフィッシュを用いた神
経回路と意思決定に関する研究です。発生学上、セブラ
フィッシュとヒトの発生過程は近く、近年では脳の様々な
領域がゼブラフィッシュとヒトの間で保存されている事
が分かっています。岡本先生らは、手綱核を介する神経回
路が意思決定の制御にどのように関与するかに注目して
おり、今回は手綱核の機能を欠損させたゼブラフィッシュ
を用いて、忌避刺激に対するゼブラフィッシュの行動を観
察されていました。その結果、腹側手綱核が忌避学習に必
須な領域である事が示されました。さらに後日、BSI の岡
本先生の研究室を訪問させて頂く機会があり、実際にセブ
ラフィッシュの飼育施設や実験システムを拝見させて頂
きました。実験環境が広々としており、またとても面白い
システムを利用した実験も行っており、大変興味深い経験
をさせて頂く事ができました。
　私がこの領域研究に参加させて頂くにあたり、最も興味
を持った点は、「モデルフリー」と「モデルベース」とは
何か、これらをどのように使い分け組み合わせているの
か、それらについて様々な分野においてどのように研究さ
れているのか、という点でした。これらについて考えさ
せてもらえる機会が分科会でもたれました。私が所属した
グループは、機械系の研究者と生物系の研究者が混ざって
おり、それぞれの立場から見た「モデルフリー」「モデル

ベース」の定義を考える所から始まりました。話し合いの
中では「モデルフリー」の定義が難しく、事前知識がない
状態の事という考え方と自分の経験をもとに反射的に行
う状態の事という考え方の双方があがりました。「モデル」
という考え方の質の違いが浮き彫りになった瞬間でした。
本領域におけるモデルフリーの考え方は後者ですが、モデ
ル・フリーという単語からは前者の考え方が連想される
のも現実であり、お互いの認識を確認する良い機会となっ
たと感じました。このモデルフリーとモデルベースを証明
するための実験を考える所まではたどり着きませんでし
たが、モデルフリーでも解ける課題とモデルフリー・モデ
ルベースの双方によって初めて解ける課題を設定すると
いう案が良いのではないかとなりました。他グループが
提案していた、オレンジジュースとリンゴジュースを使っ
てラットやマウスに課題を解かせる方法は、端的に意思決
定を可視化できる方法の一つだと思います。
　今回の領域会議を通して、私の中の大きな課題であっ
た「モデルフリーとは、モデルベースとは何か」について、
様々なアプローチから考える事ができました。さらに興味
深い事は、モデルベースは、いずれモデルフリーになる瞬
間がくるという事です。モデルフリーとモデルベースで働
いている脳の領域が異なっていますが、そのきっかけとな
る瞬間や詳細な機序は分かっていません。しかし、この複
雑なネットワークを組み合わせ、そして組換えつつ、日々
の意思決定は下されています。普段の研究では、どうして
も分子的な面からのアプローチになってしまっています
が、視野を広げて、様々な面から各々の現象を考えていく
事も大事である事を改めて痛感しました。
　3 日間という短い時間でしたが、当分野が初めての私に
とって、とても貴重で濃密な経験をさせてもらえました。
この場を借りて、御礼申し上げます。

新学術領域研究「予測と意思決定」第６回領域会議に参加して
森田 真規子 （京都大学大学院医学研究科　メディカルイノベーションセンター）
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	 	 As	 a	 PhD	 student	 in	 Doya	 Unit , 	 i t 	 was	 a	 great	
opportunity	 for	me	 to	attend	 the	 tutorials	of	The	6th	
Research	 Area	Meeting	 Grant-in	 Aid	 for	 Scientific	
Research	on	Innovative	Areas:	Elucidation	of	the	Neural	
Computation	 for	Prediction	and	Decision	Making	held	
at	 Seaside	House,	Okinawa	 Institute	 of	 Science	 and	
Technology	on	November	22th.	The	talks	 illustrate	 the	
insights	of	Computational	Methods	 for	Prediction	and	
Decision	Making	from	three	different	perspectives.	First	
talk	was	given	by	Dr.	Sugiyama	from	Tokyo	Institute	of	
Technology.	By	 introducing	Vapnik’s	principle	 --	 "When	
solving	a	problem	of	interest,	do	not	solve	a	more	general	
problem	as	an	 intermediate	step.	Try	to	get	 the	answer	
that	you	 really	need	but	not	a	more	general	one.",	he	
suggested	a	more	straightforward	way	to	detect	changes	
in	multi-dimensional	data	problems,	which	 is	directly	
estimating	change	 in	probability	distributions	 instead	
of	estimating	probability	distributions	of	 two	data	sets	
and	comparing	 them.	Even	 though	 I’m	not	working	on	
the	theoretical	machine	learning	by	myself,	 I	can	benefit	
from	this	profound	idea,	and	have	chances	to	implement	
it	 in	my	future	robotics	research.	It’s	actually	a	powerful	
tool	to	solve	a	lot	of	real-world	problems,	such	as	speaker	
identification,	 test	 segmentation,	 age	prediction	 from	
face,	 and	especially	 for	 the	 case	of	high	dimensional	
environment	of	computational	neuroscience,	 it	 is	more	
than	useful.	(Judy)	

	 	 The	 second	 tutorial	 by	 Dr.	Morimoto	 introduced	
Reinforcement	Learning	 for	high	dimensional	systems.	
He	 introduced	 in	a	comprehensive	manner	the	classical	
theory	behind	Reinforcement	Learning	and	its	extension	
for	continuous	time	settings	with	continuous	action	and	
state	 spaces.	The	continuous	 framework	 is	 important	
in	order	 to	handle	 real	 time	robotic	control	problems.	
Moreover,	Dr.	Morimoto	presented	remarkable	 results	
of	 learning	experiments	for	the	motor	control	of	a	high	
dimensional	humanoid	robot	with	help	of	the	continuous	

Reinforcement	Learning	 framework.	The	 robot	 is	able	
to	 learn	to	touch	an	object	 in	 front	of	him	with	help	of	
a	stick	 that	must	be	operated	with	both	of	 its	arms.	 It	
was	 inspiring	to	see	the	performance	of	 the	continuous	
Reinforcement	Learning	 framework	and	 the	 types	of	
control	problems	that	can	be	solved	with	it.	(Chris)

	 	 Finally,	Dr.	 Ito	 from	OIST	presented	 'Model-based	
analysis	 for	research	on	decision	making'.	The	exciting	
talk	began	with	 imagining	 the	covered	 inside	of	a	 toy	
cylinder	by	pulling	string,	which	are	attached	to	the	two	
poles.	He	mentioned	that	 the	model-based	analysis	 like	
this	example	 is	 to	construct	behavioral	models	before	
understanding	 the	 inside	 itself.	 It	 is	hypothesized	 that	
the	basal	ganglia	 implement	a	decision	making	model.	
In	his	 talk,	 the	model-based	analysis	 is	 to	 fit	 animal	
behaviors	into	the	 ‘model’	of	RL,	and	this	analysis	finally	
allows	us	 to	 find	 the	brain	 regions,	which	code	some	
parameters	 in	 the	model.	The	analysis	 is	composed	of	
three	steps:	performance	evaluation	of	models,	parameter	
searching	 in	a	selected	model,	and	 the	analysis	of	 the	
neural	correlation	with	estimated	variables.	We	 looked	
through	all	steps	with	basic	background	of	the	parameter	
estimation	from	the	Bayesian	framework.	Consequently,	
his	revised	RL	model	had	the	best	performance,	and	he	
showed	that	the	different	 local	activities	of	the	striatum	
contain	different	 internal	variables	of	 the	model.	While	
he	pointed	out	 two	big	 issues	about	 ‘what	 is	 the	best	
model?’	and	 ‘what	 is	the	size	of	the	neuronal	population	
coding	 internal	variables?’,	Dr.	 Ito	gave	us	the	beautiful	
example	mixed	with	statistical	methods	and	neuroscience,	
and	 I	am	 imagining	 the	possibility	of	 the	analysis	 for	
seeing	a	relationship	between	the	model	and	other	brain	
areas	 like	the	prefrontal	cortex.	Contents	of	 the	tutorial	
are	multidisciplinary,	 and	several	great	 researches	 in	
interdisciplinary	fields	are	 introduced	by	the	 lecturers.	 I	
appreciate	this	wonderful	opportunity	to	see	people	from	
different	fields	as	well	as	to	overview	brilliantly	evolving	
fields.	(Hiro)

Grant-in Aid for Scientific Research on Innovative Areas: Elucidation of the Neural Computation 
for Prediction and Decision Making, The 6th Research Area Meeting, Tutorial

Wang, Jiexin（京都大学）、Reinke, Chris（沖縄科学技術大学院大学）、濱田太陽（沖縄科学技術大学院大学）
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高校生体験理科教室「見て触れて感じる先端科学　脳と量子とエネルギー」
坂上 雅道（玉川大学脳科学研究所）

　2013 年 8 月 23 日、玉川大学を会場として、高校生体
験理科教室「見て触れて感じる先端科学　脳と量子とエネ
ルギー」が開催されました。この理科教室は、玉川大学工
学部・同大学院工学研究科・同脳科学研究所・同学術研究
所・同量子情報科学研究所、文部科学省科研費補助金	新
学術領域研究「ヘテロ複雑系システムによるコミュニケー
ション理解のための神経機構の解明」、文部科学省科研費
補助金	新学術領域研究「予測と意思決定の脳内計算機構
の解明による人間理解と応用」、脳の世紀実行委員会が主
催しました。
　会は、主催者を代表して、大森隆先生（玉川大学工学部）、
津田一郎先生 ( 北海道大学：新学術領域研究「ヘテロ複雑
系システムによるコミュニケーション理解のための神経
機構の解明」代表 ) と、私、坂上雅道 ( 玉川大学：新学術
領域研究「予測と意思決定の脳内計算機構の解明による人
間理解と応用」代表代理 ) による、参加する高校生達への
メッセージで始まりました。その後、30 数名の参加者は、
７つのコースに分かれて体験学習を行いました。各コース
は、それぞれ、1.「決断とかけひきの科学＜意思決定・神
経経済学＞」（鮫島和行講師）、2.「脳のつながりを探る＜
MRI による神経線維追跡＞」（蓬田幸人講師）、3.「脳に
記憶を書き込もう＜神経生理・海馬の記憶＞」（井出吉紀
講師）、4.「目は口ほどにものを言う＜眼球計測からわか
る心の動き＞」（岡田浩之講師）、5.「あなたは人間関係に
疲れていませんか？＜唾液から調べる社会的ストレス＞」

（高岸治人講師）、6.「氷のつくる神秘の世界＜極低温が作
り出す非日常現象＞」（松下将講師）、7.「光のちから＜光
エネルギーの変換と利用＞」（小原宏之・小島比呂志講師）
というテーマで行われました。

　2 時間半の体験学習では、玉川大学脳科学研究所および
工学部にある、実際の研究で使用されている機器が使わ
れ、参加した高校生は最先端の研究の一端に触れること
ができたのではないでしょうか。たとえば、2 の「脳のつ
ながりを探る＜ MRI による神経線維追跡＞」では、MRI
を使った脳構造の撮像（図 1）だけでなく、脳内の神経連
絡を調べる最新技術である「拡散テンソール画像（DTI）」
の解析の体験もしてもらいました（図 2）。5 の「あなた
は人間関係に疲れていませんか？＜唾液から調べる社会
的ストレス＞」では、自己紹介前後に唾液中のαアミラー

ゼの測定を行い、アミラーゼが緊張によるストレスとどの
ように関係しているかを調べました（図 3）。
　体験学習終了後、参加者・講師全員の前で、各コースの
代表者による実習のプレゼンテーションがありました。準
備の時間をあまりとれないところでの発表ではありまし
たが、それぞれの感動や驚きが良く伝わってくるものでし
た。中には、プレゼンテーションを英語でこなすツワモノ
も見受けられました。

　会は、大森・津田両先生の講評で締めくくられましたが、
意欲と好奇心あふれる参加者に恵まれ、とても充実したも
のとなりました。小規模な会ではありましたが、参加者の
科学への理解と関心を高めるという点では、極めて有意義
であったと思います。また、今回は比較的若い研究者が体
験学習の講師を務めましたが、彼らにとっても、自分たち
の行っている最先端科学を好奇心旺盛な高校生に丁寧に
説明するという機会が持てたことは、自らの行っている仕
事がどう社会とつながるかを理解する良い機会になった
のではないでしょうか。

特集 5　アウトリーチ活動報告

図 1　MRI 撮像の体験

図 2　拡散テンソール画像の解析体験

図 3　唾液アミラーゼ測定
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ニュース

・杉山将先生（東京工業大学大学院情報理工学研究科）が書籍を出版されました。

　　「イラストで学ぶ	機械学習	」

　　最小二乗法による識別モデル学習を中心に	

　　（KS 情報科学専門書）	出版社 :	講談社

・島田敬士先生（九州大学基幹教育院）が、スマートフォンを使って収集された観光行動ログを解析するこ

とで、今いる場所から次のおすすめスポットへのリンクを地図上に表示するアプリケーション「TraCom

（Trajectory	Communication）」を開発しました。開発し

たアプリは、長崎市のまち歩き観光「長崎さるく」とコ

ラボレーションして、「九州大学イメージ・メディア理解

研究室とのコラボさるく」として社会実験を実施し、メ

ディア報道されました。

　http://www.kyushu-u.ac.jp/pressrelease/2013/2013_09_18.pdf

平成 26 年度の主なイベント

・第 7 回領域会議（2014.	6.	6	-	8　北九州学術研究都市）

・Decision	making	in	worms,	insects	and	vertebrates.	Symposium	at	the	11th	International	Congress	of	

	 Neuroethology		（2014.	7.	28	-	8.	1	札幌コンベンションセンター）

	 http://www.icn2014.jp

・脳と心のメカニズム第 15 回夏のワークショップ（2014.	9.	14	学術総合センター内一橋講堂）

ニュース・イベント
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