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LTPの学習サイバネティクス的解釈と応用

〇．はじめに

神経脳科学＊において︑一般に海馬︵海馬体︶HippO？

ampusの特定神経細胞のシナプス結合にLTP︵長期増 られた他分野あるいは他領域との隙間が︑多くの研究者
の推定される生理学的作用が十分条件となり︑生物が記

をはかっていくために︑つまり︑複数の分野聞及び領

強⁚LOng・TermPOtentiatiOロ︶が生じることに
に自
よ覚
り︑
さそ
れてきている︒そして︑その隙間を埋め︑交流

︵e申⁚K06．umi一

域間で相互に応用を考えていくために︑必要不可欠な

−志望︒

共通言語獲得への要求が高まっている

憶を行うことが可能になると知られている︒
しかし︑上述の生理学的な記憶の作用機序が︑教育の
現場に︑科学に基づく理論として捷出されたとするとど

立ったものといえども︑この極度に専門的な領域の内容

めの研究にとどまっている︒有効であり︑有用かつ有望

は︑神経脳科学の︑神経脳科学による︑神経脳科学のた

現状を含め︑これまでの神経脳科学を鑑みれば︑それ

について︑即座に教授者連に応用を迫ることは不可能で

な理論も︑教育学を含めた他分野へと架橋されてこない

うなるであろうか︒神経脳科学の一般的理解に依って

あると言える︒
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のである︒

海馬HippOCPmpuS内での記憶過程︵急速かつ単発的な

質豆eOCOrte舛への移行と貯蔵︶についての論には触れず︑

び長期持続性記憶LOng・Las江ngMemOryとしての新皮

習を捉える上で︑その学習の中心的役割を担う記憶に関

オンライン形式での記憶形成および長期記憶のための事

そこで︑本稿では︑教育の現場にて︑学習者が行う学
係した神経脳科学の研究成果︑特にLTPを︑学習サイ

前処理︶

に焦点化することを︑まず︑断っておく︒

バネティクス的解釈に基づき記述し︑その応用を検討す

LTPとは︑テタヌス刺激Tet賀uSS什訂u−a許n︵e由∴

BurstS︷ぎEatiOn︵e．g∴N00msec．の間隔で︑−筈HN

岩OHz以上で∽？−苫刺激︶︑βバースト刺激Tbeta・

ては︑倫理的または技術的理由から︑必ずしもヒトを

のショック4︑5回を散発︶︑プライムドバースト刺激

ただし︑本稿内で引用する神経脳科学の研究におい

ることを目的とする︒

被験動物とする実験による研究成果ではない︒そこで︑

などの刺

N冨msec．後に︑−書Hzのショックを4︑5回︶

実験においてはその被験動物名を︑in
Primed由urstS江mulatiOロ︵e

くitrO︵生体外︶

激により惹起される︑シナプスの情報伝達に持続的な変

実験においてはその被験動物名及び被

験部位名を付すこととしたい︒そして︑それら前記の場

容を促し︑その効率性を克進させる現象のことである︒

inくiく○︵生体内︶

合においては︑つまり︑ヒトを実験対象とした研究成果

CA−へはCA如からのシャツファー側枝ScbP穿r COT

紆G胃d完r・Medwin﹂笥∽⁚rabbit︶

pig．bippOCpmpuS︶．︵B許s紆LQmO﹂笥∽⁚rabbit︶一︵巨ss

Gyrusの顆粒細胞Granu−賀Ce−−におい

歯状回Dentate

LTPは︑海馬︑特にCA−の錐体細胞Pyramid巴Ce芦︑

該研究成果が必ずしも忠実に再現され得るとは限らない

て確認されている︒︵ScFw賀首町Oinet巴．﹂笥∽⁚guinea

でない場合においては︑ヒトへの応用を考える上で︑当
ことは注意が必要である︒
1．﹁↓P

本章では︑LTPと記憶の関係を︑神経脳科学の主立

訂ter巴Fibers︑歯状回へは嗅内野EntOrFin巴COrte鈍か

らy
のお
貫よ
通線維Pe諷ロrantFibersが入力の役割を果たして
MemOr

つ現在までの研究成果をもとに整理する︒その際︑本稿
では︑記憶の移行︵長期記憶LOロg・Term
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10：歯状回DentateGyrus一顧粒細胞GranularCel（

（岩堀博明（1998）．ー神経解剖学ム PP，432433より引用）

いる ︵図1︶︒それぞれの入力において︑シナプス結合

5：シャツファー側枝SchafferCoLlatera＝＝ibers

のシナプス前細胞︑そして︑シナプス後細胞に前述した

8：貫通線櫛PerforantFibers

刺激に合致する質の刺激が与えられることでLTPが起

4：CAl一難体細胞PyramidalCe

こる︒

図1：海馬の構造

その結果︑シナプス前細胞における神経伝達物質の放
出量︑シナプス後細胞における神経伝達物質の受容量︵受
容体数︶ に持続的な変化が生じ︑神経伝達に係る効率性
が増大することとなる︒︵B許set巴．﹂若山︶︒

以上が︑海馬内に生じる︑LTPによる神経伝達経路
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の効率性の変様である︒
そして︑その海馬の記憶における役割については︑神
経心理学事典に︑次のようにまとめられている︒

︵⁝︶

﹁新しい出来事の記憶︵出来事記憶︶と事実の記憶︵意
味記憶︶ は︑海馬損傷によって重度に障害される

海馬が損傷されても︑発症より数カ月までに起きた古い
出来事の記憶は比較的健全に残っている︑このことは︑
海馬が永続する長期記憶の貯蔵庫ではないことを示す︒﹂
︵Bea亡mOnteta︻．﹂淫空

このように︑海馬は︑明示的な記憶を取扱いはするも
のの︑それを保持し続けることは出来ず︑主に記憶の形
成と再生に係る処理および長期化のための事前処理に関

DG：歯状回DentateGyrus

わっていると言える︒そして︑その記憶の処理は︑先に

理論体系を構築していった︵Wiener﹂宗こ︒

グループ内での討論と協働を通し︑サイバネティクスの

テム思考SystemsTEnkingといったものが挙げられる︒

的なものとしては︑フィードバックFeed・Backやシス

サイバネティクスによって捷出された理論には︑代表

述べたLTPの作用機序により変化した脳の性質︑すな
わち︑シナプス可塑性によって支持されることとなる︒

2．サイバネティクス

そpし
ところで︑萄arrenMcCuuOCbの学際性Inter已sci
−て
i︑
・ それらは︑今では︑特定の領域内において︑改

め始
てさ
定義や引用を行う必要性を有さず︑共通の認識と合
n鼠tyの考えを受け︑り訂rbertヨenerによって創

ては︑あらゆる科学とその概念を自由に操れる人間とい

当時︑すでに複雑化し︑細分化されていた科学におい

得る学問領域である︒

開されると共に応用され︑あらゆる理論の背景に存在し

このように︑サイバネティクスは︑その理論が広く展

れたサイバネティクスCyberneticsという学問がある︒意を持って︑明に暗に現象の説明に利用されている︒

うものは︑存在することが出来なくなっていた︒それぞ

サイバネティクスは︑有効性をもって機能しているので

問の﹁コミュニケイション﹂が存在するところにおいて︑

﹁系﹂とそれを構成する﹁要素﹂︑そして︑その﹁要素﹂

のとされていたのである︒しかし︑一方で︑ある異なる

れが自身の専門領域を限定し︑研究することが当然のも
複数の分野において扱われている同一の現象が︑それぞ

ある︒

難であるという点を指摘した︒同様な状況を示す例が

序章にて︑神経脳科学の応用が一般の教授者達には困

れの分野ごとに定義され︑別の名前が付けられているこ
とがあり︑また︑それに関する相互の研究成果の交流が

そこで︑宅ienerは︑自身も参加する研究討論会に︑ 宅ienerによって提出されている︒

はかられていないという現状があった︒

しよう︒そうするには私は筋肉を動かさなくてはならな

﹁たとえば︑私が1本の鉛筆を拾いあげようとすると

生物物理学︑神経解剖学︑神経生理学︑通信工学︑制御

い︒しかし少数の解剖学専門家をのぞいては︑だれもそ

心理学︑社会学︑人類学︑統計学︑統計力学︑論理数学︑
工学︑電気工学などの多岐にわたる分野の研究者を招き︑
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れがどの筋肉であるか知ってはいない︒また︑専門家で
さえも︑どういう筋肉が次々に収縮していくかを意絶し
ながら動作できる人はほとんどないであろう︒われわれ

ある︒﹂ ︵宅ieロer一忘琵︶

の意図するところは︑単に鉛筆を拾いあげることなので

OsciEatiOn中

3．﹁↓Pの学習サイバネティクス的解釈と応用
新奇性とLTP

夏日らの研究により︑βリズムTheta

3．1

は歯状回DentateGyrus抑制性神経が抑制されている

こと︑すなわち︑歯状回の活動が活性化しやすいことが

この後の考察において︑この例は︑当時の連動学︑医
学︑神軽生理学の研究成果を統合︑そして︑応用し︑︵こ

中に

確認され︑βリズム

に増強の効果を有することが分

︵βリズムポジティブピーク︶

のマイクロスリップにおける︶体性感覚フィードバック

らべて有意︵5％水準︶

誘導されたLTPは︑βリズム外で誘導されたLTPにく

︵夏日ら︑−慧犀guiロeapig．bippOCampuS︶︒

とんどみられ﹂ず︑REM睡眠時等に出現する﹁料Hzか

ところで︑βリズムとは︑﹁覚醒時︑正常成人ではほ

︵宍戸ら︑N00巴︒

の選択あるいは分離を行っていることも指摘されている

によれば︑中期記憶︶形成過程で︑βリズムにより情報

また︑長期記憶LOng・↓ermMemOry︵宍戸らの分類

かっている

の作用槻序を示唆するものとして︑サイバネティクス的
このように︑複雑かつ専門的な内容を学際的な立場か

に記述された ︵ibid．︶︒

ら記述し︑報告及び説明する力を持つものがサイバネ
ティクスなのである︒

これより︑このサイバネティクスを用いて︑特に︑学
習への応用を呪んだサイバネティクス︑すなわち︑学習
憶に関する神経脳科学の研究成果について︑教育現場に

ら00HN未満の周波数をもつ律動である﹂

いる

︵Mehta

et

aL

NO茎⁚rat︶︒この探索行動の︑外部

索行動E眉−OratOryBe訂くiOur申においても観察されて

海馬内におけるβリズムは︑REM睡眠中以外に︑探

︵掘ら︑−遠望︒

応用可能な形での記述を試みる︒

サイバネティクスの立場から︑前述のL↓Pに基づく記
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能な課題の数や質に否応なく制限のかかる教育場面にお

効果だけでなく︑持続的な効果を望むためには︑提示可

情報を

環境刺激により惹起される動因Driくeについては︑﹁よ

︵冗長な︶

り新しく︑変化し︑複雑な刺激は︑それに接近し探索し

ある要素については︑リダンダントな

いて︑適度のフィードバックにより︑新奇性を失いつつ

︵藤田︑−辞竺︒

ようとする行動を起させ︑その意味あいにおいて︑動因
事態を生ぜしめる﹂と指摘されている

以上のように︑新杏性に関するリダンダンシー

前記の探索動因E眉−OratOryDriくeによって導かれ減
るじていくことが求められる ︵Cube﹂器N︶︒

Redund賀Cyを授業の時系列にそって減じていくよう

行動との関係に着目すれば︑その動因は新奇性の要求で
あり︑探索行動とは︑新奇性の獲得を意味するものであ

な︑段階的なフィードバックを構成要素とする授業展開

る︒

制御

進を受けたLTPが︑学習の効果を高めていくこととな

された授業によって︑海馬内βリズムにより積極性の促

くように構成され︑︵教授者の適度な誘導により︶

が望ましい︒学習者に学問︵授業内容︶を探索させてい

る︒
つまり︑認知的および動機的に︑新春性を獲得してい
く過程がLTPに影響を与えるのである︒

これらの研究成果を︑学習サイバネティクス的解釈
にそって記述すれば次のようになる︒
まず︑この際の学習は︑学習者が新奇性を感じること

lkeg葛aet巴．の研究により︑扁桃体Amygd巴aの

情動とLTP

が︑学習者の動樺による始発的機能に影響を与えるよう

BasOme已巴Amygd巴a︶およびBLA︵扁桃体基底外側

亜核Subnuc−eusであるBMA︵扁桃体基底内側核⁚

ワードFeed一FOrW宅d情報により形成される心理的構え 3．2

から始められなくてはならない︒事前のフィードフォ

に形成される必要がある︒ただし︑この動機による始発

ス刺激Tet呂icSt叶ヨ已a已On等によって惹起される歯状

それぞれ独立に︑貫通線維Per許r呂tFibersでのテタヌ

が刺激されることにより︑

また︑新奇性により知的好奇心が一時的に喚起される

核⁚BasO−ater巴Amygd巴a︶

ことは︑よくあることである︒しかしながら︑一過性の

どの他の諸要因と区別され︑示されなくてはならない︒

的機能が新奇性に基づくものでなくてはならず︑興味な
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回Deロtate

GyrusのLTPが促進を受けることが明らか

となっている ︵Ⅰ打egayaet巴．﹂岩の⁚rat︶︒

そして︑扁桃体の研究者間で了解されている性質とし
て︑﹁扁桃体の内側核は︑喚皮質の情報を視床下郡︵と

（小池上寿芳（1965），ー大脳辺緑系」．P．74より引用）

に送る︒そのなかには直接分界粂を

H：海馬Hippocampus

間接的に視床まで︶

F：脳弓Fornix

で中継され︑

を経由する線維もある︒このように︑扁

図2：海馬の入出力系

通る線維もあれば︑海馬︵bippOCampuS︶
脳弓︵訂rni巴

桃体は自律神経系や情動の反応性に関与する﹂というも
のがある ︵BeaumOロtet巴．﹂遠望︑︵図2︶︒
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Ikegayaet巴．の研究との関係を考慮すれば︑扁桃体

が情動EmO氏Onの喚起を主導する機能を持つことから︑
その貫通線経と歯状回との接続を介した影響が︑海馬
HippOCampuSの機能への影響となって現れる︵適合性
を示す︶ こととなる︒つまり︑情動への変化が記憶の作

用機序に影響を与えるのである︒
また︑ここで語られる情動とは︑﹁認知的評価︵や知覚︶︑
表出的行動︑生理的覚醒︑主観的経験﹇﹁感情﹂︵feeFgs︶﹈︑

い︑﹁比較的短時間のエピソード

目標志向的活動などを適切に喚起するような刺激に対
する反応のことをい﹂

とも異なる﹂ものである

的な出来事である情緒︵乱打ct︶と異なり︑広範で持続
的な感情である気分︵m00d︶

A：扁桃体Amy9dala
AH：視床下部前部AnteriorHypothaJamus

︵ibid．︶︒

これらを︑学習サイバネティクス的解釈に基づき記述
すれば以下のようになる︒
刺激に対する反応としての側面をもつ情動であるか
ら︑その喚起には先行する刺激が不可欠である︒その先
行刺激に関して︑次の2種類が想定される︒

1つは︑フィードフォワードとして︑学習に先駆けて

験の苗穂が苦手意識という心理的構えを生成し︑強化し

ていくこととなる︒この構えによる情動の喚起もまた︑

LTPを促進するであろう︒しかしながら︑この文脈で
ついて﹂

ではなく︑﹁負の経験や出来事について﹂とな

促進されるLTPに依存する記憶の中心は︑﹁学習内容に

ることが予想される︒このようなネガティプな情動を喚

起する教授はぜひとも避けなくてはならない︒

︵メタ情
報のフィードバック︶

苦手意識を植え付けるようなメタメッセージ

味だけでなく︑他者の申の学習者という社会的文脈も考

情報が与えられる場合である︒この場合︑そのフィード
フォワードが学習者の中で受け止められ︑心理的な構え

慮に入れたフィードバックが必要である

︵十島︑−遽望︒

は避け︑学習者の伸張性という意

として︑情動の喚起を促す︒
もう1つは︑同様の場面の刺激を既に獲得しており︑

からである︒すなわち︑ここで語られるフィードバック

ではなく︑環境との自己制御過程によるものともとれる

これは︑苦手意識の発生が個人内に起因するものだけ

る︒こちらの場合は︑学習者内部にその学習への評価が

とは︑教授者が能動的に与える情報のみを指すのではな

その時々のフィードバック経験の蓄積がある場合であ

いは苦手意識としての認知的評価が情動の喚起を促す︒

く︑学習者が受け取る情報全般を指している︒教授者は︑

定まっており︑学習と自己との関係から︑得意意識ある

これらの情動の喚起が︑活性型のものであれば︑

ストレスとLTP

過度なストレスが心身に与える影響について︑我々は

3．3

するのである︒

こ記
れ憶
ら作
の学習者を取り巻く包括的情報の制御の技能を要
ikegayaeta1．の研究が示す通り︑LTPによって
用が克進することとなる︒
一方で︑ネガティブな情動を喚起する負のフィード

授業内での学習活動に対して︑負のフィードバック経

バックについては︑特別な注意が必要である︒
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てもいうことが出来︑科学的な実験によって示されてい

のネガティブな影響については︑学習および記憶に関し

経験的にも推して知ることが出来る︒そして︑当然︑こ

るだろ︑つ︒

的なストレス感についても理論の中で語られる必要があ

論を行う際には︑学習者の欲求の充足度に関係する内発

る︒しかしながら︑学習あるいは教育を中心に据えた議

︵Kimet巴．﹂志望︒

そして︑入力されるストレスに関しては︑その種類と

る︒
外部から与えられるストレスがLTPの誘発を阻害し

記述すれば次のようになる︒

以上を踏まえ︑学習サイバネティクス的な解釈に立ち︑

︵FOy﹂器ゴrat一hippOCampuS︶︑行動を制限さ影
れ響
るが
こ配
と慮されなくてはならない

で生じるストレス反応もまた︑LTPを抑制することが
知られている ︵舛亡et巴．﹂票ヨrat︶︒

まず︑用意された課題について︑その方向性および方

︵Park 法が不明確であったり︑過度に高度で困難なものである

さらに︑恐怖経験によるストレスが︑海馬内における
記憶の処理機能を減弱することも分かっている

フィードフォワードおよびフィードバックとして︑スト

れらがストレッサーとして認識されるであろう︒つまり︑

場合には︑学習者には︑不安やいらだちが喚起され︑そ

そのストレッサーおよびストレス状況の制御可能性に大

レッサーを提示しているようなものである︒適度に複雑

そして︑それらストレス反応のLTPにおける影響は︑

et巴．−N苫∞Hrat︶︒

きく関わる ︵SFOrS﹂浣￠⁚rat︶︒

値Hst宅ertと目標値S邑宅ertの間の積極性のテンショ

近凄領域に発達過程を構成し︵くygOtSky﹂器豊︑現状

かつ困難である場合には︑その活動を通じて︑発達の最

は︑それらが望ましいものでないことは容易に想像出来

このような持続的なストレッサーが生体に与える影響
たものであった︒その点では︑前記を始めとする一連の

ン

となり得る

実験により︑具体的に学習︑そして︑記憶との関連で︑

︵Fraロk﹂宗豊︒教授者の役割は︑学習者の現状を把撞し︑

さらに︑授業場面においては︑自己意識を肯定してい

適正な目標を立てることからはじまるのである︒

︵現状値を目標値に近づけるベクトル︶

その機能が阻害されることが確認されてきたのである︒
ところで︑この文脈で語られているストレスとは︑外
部のストレッサーにより知覚し︑認識され得るものであ
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力しなくてはならない︒もちろん︑高圧的な教授者の暦

一貫して安定し︑リラックスした心理的構えの生成に尽

とより︑ポジティブなフィードバックにより︑授菓内で

けるようなフィードフォワードを提示しておくことはも

何ら矛盾する点がないことは興味深い︒この際︑その応

実感し︑実践してきたであろう経験則に照らしてみても︑

述された理論が︑実際に我々が︑これまでの学習の際に︑

また︑応用可能なサイバネティクス的解釈にそって記

育に持ち込めるという強い認織が持たれた筈である︒

けた︒このことにより︑一層の実感と︑先端の科学を教

用の記述は︑出来得る限り単純なものとなるように心が

また︑学習者との相互作用により心理的構えを生成す

度は︑あってはならないものである︒
る可能性のある環境要因を考慮しておく必要がある︒学
及び教具の適切さ︵不便さを感じないこと︶︑あるいは︑

のような﹁応用を念頭に置いた科学﹂が発展していくこ

に方向性を示唆する研究が求められているのである︒こ

ことが重要な意味を持ち︑抽象的な理論よりも︑具象的

現場においては︑この矛盾がなく︑無理がないという

即時のフィードバックが可能な支援体制等の学習環境整

習者が学習を継続していく上で︑その活動を支える教材

備が前提になくてはならない︒

とにより︑異なった分野聞及び領域間の隙間を埋め︑実

イバネティクスを記述と説明のためのツールとして利用

以上で論じてきた︑これらの神経脳科学の成果を︑サ

は︑そのための理論背景︑共通音譜として︑この上なく︑

持される教育学の発展が望めるのである︒現状において

そして︑その総じた結果として︑先端の科学理論に支

る︒

践される理論として︑真の学際性が発揮されることとな

することを通して︑教育の現場への応用をはかるとい

サイバネティクスが有効性を持つと考えられる︒

4I おわりに

う本稿の取り組みは︑教育という観点からも︑学際性

inter已scipぎ胃ityという研究の観点からも︑現在ある

れる︒

要求に合致するものであり︑意義深いものであると思わ

184

註

＊本稿では︑筆者が研究を進める認知情報処理に関する

TRANSMISSIOZ：宅THE

THE

DEZTATE A

PERFORA宅T

THEUZANAESTHETHNEDRABBITFOドLO

OF

JOurna㌻ロfPbysiO−品y■く○−．NuN．pp一山∽下当麻

STHM已LATIOZ

B−iss一T．く．．CO≡ngridge．G．L．こ岩野〆synaptic

mOde︻OfヨeヨOryこOn甲termpOten什訂−iOnintheh

脳科学と区別あるいは対比する意図も含め︑神経科学
における脳科学という意味で︑神経脳科学という用語

pOロCampuS∵ヨature■く○︼．∽芦n〇．バpp．∽−・u∽

︵−器ヨ︑﹃サイバネティッ

クスと学習理論−教育への一つの試み−﹄︑東洋館出

Cube一F．︵−凍N︶⁚西村暗監訳

を使用する︒

参考文献

版社

BeaumOntJ．G．疇KaロeaざP．M．．ROgerS一M﹂F
．O
Cy
l．
編M著
．R．嶋SrantOロ一M．E．一Leくine一S．一ThOmpSOn−R．

︵−違算荒木重夫ほか訳︵N003︑﹃神経心理学事典﹄︑

POtentiatiOロiロROdentHippOCampuS∵Behaくぎ

F．︵−謡芦田ebaくiOu邑Stress：mpairsLOng・Terヨ

P〇a・
ロdNeur巴BiO−Ogy一く○︼．畠．pp．−u甲−怠

AR
Oa
FgT
PE
aAed
OH
gE
i打∵N．くOe−厨neube雪

SYNAPFT
Ck．T
R
Z忘S
rH
an
H．
GA
．︵
雷．
︶∵Rybernetisc訂Gr仁n巴agen
DEZTATE

THE

B−iss．T．く．−LQヨ〇一T．︵−笥巴一−LO宅G↑ASTI2G

OF
THE

TEヨTIATHON
MiSSIO宅Ⅰ2

A宅AESTHETHNEDRABBITFOLL〇．葛H2
Ti
HtM
eG
コS
司e
eU
r・
teAu匝age一萄．舛OEFammerくer訂g

心理学研究︑くOL寧nO．Nもp．−NN・︻∽∽

LATIOヨOFTHEPERFORANTPATHこ
r−n
0﹁叫
藤O
田u
統︵
讃巴
望︑
動物の好奇心・探索行動に関する研究﹂︑
PFysiO10的y−く○−．N∽Nらp一︺︺丁 誤

POTE宅T：ATIO宅OF

THE
Y筋
Z電
A図P
C﹄︑改訂第2版︑永井書店
﹃脳S
波・
用T
語H
辞典

B許s−T．くこGardnerMedまn一A．R．︵−笥芦−LO冒堀
G浩
・︑高橋光雄︑下河内稔︑井上健︑西哺倍博︵−遠望︑

LASTH宅G

de

医学書院

185

OF

THE

THIRD

SCHE宅CES

HHGH

A2D

LEくEL

F

BRAI2RE

AヨD LEAR2

predatOrStreS

NO−adz．P．R．一COロrad疇∩．D．．F−eshner一M．

＼NO＼N0000

︵bttp⁚＼＼www．〇eCd．〇rg＼

⁚
溺eRD
Aei
N
MECHA2iSMS
tb
nt
ate

L
AtR
宅eG
aロd出asO︼ater巴Amygd巴OidNuc︼eiCOntr
iE
bu
e宅
tⅠ
O露

SdI
Ikegaya¶Y．−S賢〇．H．．Abe．K．︵−箋箪■TbeBasOme
iS
a−

HnductiOロOfLOロg・term POtentiatiOロin

Park一C．L．I

dataOeCd＼会＼︺竿−∽︺ON若か．pdP最終確認⁚

Gyrus Hnくiく〇一一EurOpeanJOurロ巴OfZeuA
rG
OE
SI
CN
iG
e一
n．
c〇
eE
疇CD宅eb
く○−．∞もp．−00︺u・−∞∽￠

岩堀修明︵−志望︑﹃神経解剖学﹄︑金芳堂

Di
i︹a
汽im﹂．J．．Y00n一K．S．︵−茎芦■stress⁚metap−ast
em
やOnd一D．M．︵N00∞Y■Acute

dependeロtmemOry−ロm巴eand訂ma−erals一↓Lear

紆ctsint訂EppOCampuS∵Trendsin署eurOSp
C乳
ir
es
ロt
C訂
ec
SO
︸ロSO巨atiOnandretrieく巴OfEppOCPヨp
くOrN−﹂岩．−Nもp．巽中染透

︵N00u︶︑﹁アセチルコリ

ing紆MemOry一くOu押pp．Nコ・N警

明n
︑S
三l
宅d車
KOizumi一H．︵−蔓草■Apractic巴apprOaCht宍
O戸
t英
ra
i吾
s︑
一佐藤俊治

小池上春芳︵−諜盟︑﹃大脳辺緑系﹄︑中外医学社

働e
きn
をt
考e慮
Cip−inarystudies訂r巨eN訂tcent亡ry−Tbン
eのc
nし
・た長期記憶形成モデル﹂︑電子情報

and

Life

S
e−r
e
−pく
L
く○
．i
岩︺
一s
n〇．B
詔闊
pO
．讐
・課 p

POtentiatiOn in露e

pOC巴ゴpuS∵Science疇く○−．N岸n〇．怠芦pp．NNサNNか

Sbape M
OO
fd
Hu
i−
pa
pt
Oe
Cs
amL
・Ong・Term

Escapab−e ShO

ShOrS¶T．J．嶋Seib．T一BこLeくine−S．一TbOmpSOn一

Sciences

ni巴Oft訂discOくeryOfradiumbyt訂Cu通
r信
i学
e会
s技
㌧術
一研
T究
b報
e告ニューロコンピューティング︑
JOurn巴OfSeizOn
pp．早N料

Asymmetric

F．︵−諾豊∴Inescapab−eくersus
MehtダM．R．↓Quirk．M．C．．尋許On嶋M．A．︵N8芦■E眉？
rienc？Dependent

p巴ReceptiくeFie−ds−．NeurOn．く○−．N∽らp．讃苛勺㌫

夏目季代久︑米谷快男児︵−遠望︑﹁海馬βリズムと記憶・

faci−ita已○ロOfasynap江c

pOten已巴許uOWiロgtetani

Scbwar打krOin．P．A．一考ester．K．︵−笥∽︶∴LOngl−asti

︵N00こ∴PRELHMHNARY
S
Z臣T
HnE
tiO
nY
in
ei
く・
itrOFippOCamp巴s−ice一．BraiロreSea

学習過程﹂︑物性研究︑く○−．笠嶋n〇．のもp．遥サ∞○￠

OECD CERi

186

く○−．∞∞もp．−○ヅ u

ヤ出版

十島確蔵 ︵忘笠︶︑﹃心理サイバネティクス﹄︑ナカニシ

の理論−教授・学習過程にお

くygOtSkyIL．S﹂−援軍土井捷三︑神谷栄司訳︵N00︺︶︑

﹃﹁発達の最近接領域﹂
ける子どもの発達−﹄︑三学出版

depres・

舛u．﹁AロWy−一R一ROWan−MJ﹂−怒声薗ebaくiOura−
Ong・term

siOninthebippOCampuS■↓署ature嶋く01．∽00可一pp．念ヤ∽00

S︷ress faci−itatest訂inductiOロ○

吉田基治︑林初男︑石塚智︵N00N︶︑﹁海馬CA∽領域の

神経活動の電波を用いた時系列記憶モデル﹂︑電子情
報通信学会技術研究報告非線形間接︑く○−．岩−↓n〇．巴︺一
pp．−︼﹂

ネティックス﹄︑第2版︑岩波書店

宅iener−芦︵−課こ⁚池原止文夫ほか訳 ︵−害∽︶︑﹃サイバ

187

