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「低侵襲型及び非侵襲型 BMI のための脳活動推定，脳情報解読，階層運動制御アル
ゴリズムの研究，及び統合データベースプラットフォームの構築」
Research about Estimation of Brain Activity, Decoding, Hierarchical Motor Control Algorithms for 
Minimally-Invasive and Non-Invasive BMI, and Construction of Data-base Platform
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■ 研究内容

研究開発拠点の代表機関として，本提案課題の4つ
の研究開発要素のうち (1)皮質脳波(ECoG)によるBMI

の開発と臨床実験，(2) 非侵襲型BMIを活用したリハビ
リテーション手技・機器の開発と臨床実験，(3) NIRS-

EEGの組み合わせによる高精度脳活動計測装置の開
発，の3つを分担する参画機関と連携し，上記3つの目
的で必要とされる脳活動推定，脳情報解読，階層運動
制御アルゴリズムの開発を担当する。また，自然科学
研究機構と連携して，本提案第4の主要目的のうち，
(4)サルを用いた柔軟多機能マルチ電極開発と，各種
計測法による脳活動・行動・認知情報の同時記録統合
データベース構築のうち，プラットフォームの構築を
担当する。自然科学研究機のサルのマルチ電極による
ニューロン発火活動データを中心とする各種計測法に
よるデータに加えて，参画機関が各種計測法により記
録した脳活動データも公開する。また脳活動推定，脳
情報解読，階層運動制御アルゴリズムを公開し，国内
のBMI研究全体への貢献を目指す。
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■ Research works

As the representative of the R & D hub institutes, 
ATR is responsible for the estimation of brain activity, 
the decoding of brain information, and the development 
of hierarchical motor control algorithms.  These 
activities are required to pursue the following three 
subprojects out of the four in our proposal: (1) 
development and clinical testing of ECoG based BMI, 
(2) development and clinical testing of novel 
rehabilitation techniques and apparatus using non-
invasive BMI, and (3) development of a high-accuracy 
brain activity measurement system by combining 
NIRS and EEG, in cooperation with the participant 
institutes engaged in these three subprojects. In 
addition, through cooperation with NIPS, ATR is 
constructing the platform for the fourth subproject: (4) 
the development of a fl exible multifunctional multi-
electrode array and the construction of an integrated 
database system for simultaneous recordings of brain 
activity, behavior, and cognitive information using 
multiple measurement techniques. ATR will open to 
the public neural fi ring data measured by the multi-
electrode array in the monkey cortex at NIPS, as well 
as brain activity data measured by different 
measurement techniques at the other participant 
institutes. ATR will also open to the public algorithms 
for estimating brain activity and decoding brain 
information and algorithms for hierarchical motor 
control.  In this way, ATR aims to contribute to the 
overall success of BMI research in Japan.
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