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認知学習分野

小嶋辞三 ･正高信男 ･中村克樹 ･南雲純治 り

<研究概要>

冬)霊長類の聴覚と音声に関する研究

小嶋碑三

1頭のチンパンジーで､聴覚見本刺激と視覚テス ト刺激による異種感覚間見本あわや課題に

より､両感覚間の統合過程を検討している｡とくにオノマ トペを利用したモノの名称の理解を引

き続き調べている｡また､1預のチンパンジーの音声の初期発達を調べ､加えて母子間の音声的

な交互作用を検討している｡これまでのチンパンジーの聴覚と音声の研究を､ヒトやニホンザル

と比較しつつ､総括的に取りまとめている｡
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a)老齢ザルの認知機能の研究

小鴨締三 ･土田順子 2)･久保南海子 3)

加齢に伴う認知械能の低下を明らかにする目的で､老齢ニホンザルの学習セット形成､連続

位位逆転､空間記憶の成続を若年のサルと比較している｡

C)霊長規のコミュニケーションの比較行動学

正前信男

ヒトを含む様々な種の音声､視光コミュニケーションの比較研究を行っている｡

D)サル頭頂開溝周辺領域のサッカT-ド運動における役割の研究

中相克樹

サル頭頂開溝周辺領域のサッカー.ド運動における役割を明らかにするため､注視 ･サッカー

ド中のニューロンの応答性を調べている｡

E)ヒト脳機能マッピングの研究

中相克樹 ･小鴨辞三

･立体視知覚､視覚対象の認識､声の認識に関わる脳部位をPETや LMRIを用いて検討した｡

東北大 ･川島､長寿研 ･伊藤､東北福祉大 ･松江､生理研 ･花揮らとの共同研究である｡

F)サルの視野計測系の確立の試み

中村克樹 ･笹岡正抑 4)

カニクイザルの視野を計測するために､眼球位置計測装置等のシステムを開発した｡また､

臨床検査をもとにした学習課題を開発し､視野計測を試みた｡参天製薬との共同研究である｡

G)霊長類の聴覚の研究

泉 明宏 5)

ニホンザルにおける旋律の知覚､特に音脆分凝についてオペラント条件付けを用いて検討し

た｡

H)ニホンザルの音声による個体識別

MiyukiCeugniet6)

複数のニホンザルからcoo昔を記録し､継時弁別課題により､音声に基づいて個体識別がか

れらに可能であるかを実験的に検討している｡

I)霊長類行動実験制御装置およびプログラムの開発

網宗純治

本年度は､以下のことを行った｡研究公開用システムとして､研究所展示室にチンパンジー

の実験を体験できる装置 (ソフトウェアを含む)を作成 したoまた､アフリカでのチンパンジー

の生活､文化等をさまざまなカテゴリの中から選択 し､動画で閲覧できるソフトウェアの作成を

行った｡

1)技官 2)大学院生 3)共同利用研究員4)共同研究員 5)COE非常勤研究員 6)日本学術振興
会拍外特別研究員
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行動発現分野

三上章允 ･脇 田真清

く研究概要>

A)視覚誘導性急速眼球運動に関与する脳内機構の研究

三上輩允 ･井上雅仁 l)

視覚訪中性急速眼球運動をPET計測によって調べ､注恋のシフ トが多いほどifql頂連合野お

よび前DTL迎合野の活動が高まることを示 した.

B)学習課超遂行中のニューロン活軸の時間特性 とニューロン ･タイプ判定

三上帝允 ･拍野俊平 2).加藤啓一郎 2)･妾 英男 3)･松元 まどか 2)

学習課遁遂行中に細胞外記録 したニューロン活動のバース ト発射を手掛か りとして大脳皮

Tr内局所回路を解析 し､抑制性介在細胞を識別する手法を開発 した0
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