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■ 研究内容

BMI研究はこれまで脳活動センシングと情報抽出技
術の改良開発に重点がおかれてきた。われわれはこ
れを補完する要素技術への画期的アプローチとして，
脳梗塞の回復やヒトの学習に重要な役割を果たす脳
の可塑性がBMIの開発と利用にも重要であることを実
証し，脳可塑性を利用したBMIの効率化手法を開発す
ることを本研究の目的とする。このために，侵襲的およ
び非侵襲的脳活動計測によってヒト脳機能を精密に
把握し，ヒトの非侵襲的脳刺激を用いた介入を加える
ことでBMI操作に適した脳活動を誘導する技術（例え
ば，脳波振幅増大）の開発を目指す。既存のBMI技術
の改良と新たな技術開発を促し，非侵襲式運動出力
型BMIの操作性向上につながると期待される。
また，BMI技術の新しい可能性として，治療型BMI

つまりBMIのリハビリテーションへの応用も研究中で
ある。だが，こうした観点からの治療型BMI技術の研
究開発は国内外でも数少ない。われわれは，脳プロB

課題のなかで，BMIと脳可塑性を研究テーマとし，BMI

と脳可塑性に関する臨床的研究および脳可塑性を
利用したBMI効率化の研究開発を遂行するなかで，

新しい非侵襲的なヒト脳可塑性誘導手法を開発した
（Koganemaru et al., 2009, Thabit et al. in press）。今後の
研究計画としては，この新しく開発された手法を治療
型BMIに臨床応用することを目指している。

「ＢＭＩ操作性向上を可能とする脳可塑性誘導手法の研究開発」
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■ Research works

Previous studies in brain-machine interface (BMI) 
focused on the research and development of the 
technology to detect brain activation and to extract 
information. In contrast, the aim of our project is to 
understand the relevance brain plasticity for BMI 
studies and to develop a new method to facilitate the 
man-machine alignment in BMI by exploiting the 
brain plasticity because we have been studying the 
human motor plasticity and its application to neuro-
rehabilitation. For example, we can imagine that the 
development of the brain wave-enhancing technology 
would enable us to increase the S/N ratio of the 
electroencephalographic signal. We will also try to 
map various human brain functions in detail by non-
invasive and invasive methods. Our project will lead 
to the innovation in BMI, especially in the fi eld of 
non-invasive motor output-type BMI. 

Currently, we are putting our efforts in researches of 
the therapeutic BMI or neuro-rehabilitation using 
BMI, which have been rarely studied so far. We have 
accomplished the development of new methods to 
induce human motor plasticity noninvasively using 
transcranialmagnetic stimulation (TMS) (Koganemaru 
et al., J Physiol 2009; Thabit et al., J Neurosci. in 
press). We are planning to clinically apply these new 
techniques to neuro-rehabilitation in the context of 
therapeutic BMI.
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