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脳波を検出して言葉に変換する
「意思伝達マシン」を開発！
テレパシーが使えたら……。相手に自分の意思を伝えるのが難しい重度の神経疾患
患者やその家族にとって、それは SF の話ではなく、切実で現実的な願いだ。これに
近い技術が、長谷川良平博士らによって開発された。患者の脳波の変化を検出する
ことで、
「水を飲みたい」といった意思を、人工の音声で伝えることができるという。
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なリアルタイムでの解析にも応用可能だ
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②高速・高精度脳内意志解読アルゴリズム

「仮想意志決定関数」

図１

ニューロコミュニケーターの概念図。

患者さんの意思伝達マシンは、３つの要素を結ぶネットワークで構成されている。視覚刺激
を与えるのが「③階層的メッセージ生成システム」。これを見て決定された患者さんの意思は、
脳波の変化となり、ヘッドキャップに取り付けた８つのセンサー 「①８チャンネル超小型無線
脳波計」で捕らえられる。この信号は、無線で解読のためのコンピューターに送られ、「②仮
想意思決定関数」で判断される。するとその結果が人工の音声に変換され、患者さんが意志
を伝えたい相手に送られる。
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このような研究を進めて国内外で成
果を発表していくうちに、脳科学だけで
なく、さまざまな研究分野の方々や新
聞・雑誌などのメディアにも興味をもっ
ていただけるようになりました。それと
ともに、疾患などによって自らの意思の
表出が困難になった方々の現状を耳に
する機会も増え、単に脳内意思を解読す
るだけでなく、解読した意思に基づいて
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聞き手は、西村尚子（サイエンスライター）
。
プレス発表「脳波計測による意思伝達装置『ニューロコミュ
ニケーター』を開発」
http://www.aist.go.jp/aist_j /press_release/pr2010/
pr20100329/pr20100329.html

す。実験が開始すると、各図形が順次フ
ラッシュします。被験者が選びたい図形
に視線を合わせるだけで、ターゲットが
フラッシュした瞬間に増強される脳波の
成分（P300）が検出されます。
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経情報研究部門（現ヒューマンライフテクノロジー研究部門）に着任。研究員、主任研
究員を経て現在、ニューロテクノロジー研究グループ長。サルやラットを対象に、高次
脳機能の解明とその BMI 応用に関する研究を進めてきたが、最近は、ヒトを対象にした
脳波および直感的インターフェースの開発にも取り組んでいる。
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