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RESTRUCTURING HUMAN SCIENCES
BASED ON DECODING
OF EMOTIONAL INFORMATION
情動情報解読による人文系学問の再構築

代表挨拶

Greeting

本研究領域においては、機械学習を用いた機能的MRI研究
の専門家である近添（株式会社アラヤ/生理学研究所）が中
心となって、自然言語処理の専門家である持橋先生（統計
数理研究所）とミクロ経済学の専門家である渡辺先生（東
京大学）、および神経美学の専門家である石津先生（関西
大学）の協力の下、情動を中心とした人文系学問の再構築
を行います。
機能的MRIを組み合わせた心理学・言語学・経済学・美学
研究を通じて、これまで不可視のものであった情動情報を
可視化し、認知過程・言語表象・経済活動・芸術への影響
を明らかにします。また、本領域の研究活動を端緒とし
て、心理学・言語学・経済学・美学の枠を超えた融合領域
である「情動情報学」の創成を目指しています。
2021年度 科研費学術変革領域研究(B)として「情動情報解
読による人文系学問の再構築」が採択されました（202123年度）。
これまでの人文系領域の脳研究は、それぞれの領域で提唱
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された概念（倫理的葛藤や経済的合理性など）と対応する
働きをする脳領域を探すことを目指してきました。しかし
それは、結局のところ、抽象的な概念を脳という具体的な
構造物に置き換えることであって、興味深い研究ではある
ものの、学問そのものを大きく前進させるほどのインパク
トは望めませんでした。

今回発足した研究領域「情動情報解読による人文系学問の
再構築」では、脳活動から解読した情動情報に基づいて、
人文系の学問における新たなモデル、新たな概念を提示す
ることを目指しています。このアプローチによって、オー
クション等の経済制度を人間の情動的反応に最適化した形

● 代表挨拶

・・・・・

02

● 当領域概要

・・・・・

03

● 研究組織紹介

・・・・・

04

● Ａ０１班

・・・・・

05

● Ａ０２班

・・・・・

06

● Ａ０３班

・・・・・

07

● Ａ０４班

・・・・・

08

● 活動報告

・・・・・

09

● 今後の活動

・・・・・

10

に設計するなど、実社会へのフィードバックを意識した研
究を進めて行きます。
領域代表

近添 淳一
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当領域の概要

Outline

心理学・言語学・経済学・美学といった人文系学問では、人間の行動やその記録から、心的プロセスのモ
デルを作ります。こうしたモデルを考えるにあたって、情動が人間の行動にどのような影響を及ぼすかを
理解することが重要ですが、個人が「どのように感じているか」を直接計測することが難しいことから、
情動の働きを直接モデルに取り込むことは簡単ではありませんでした。
機能的MRIは、生きた人間の脳活動を計測できる手法で、被曝などの心配のない安全な手法であることが
知られています。近年、機械学習を使った解析技術の進歩によって、脳活動から個人の情動状態を推定す
ることが可能になりつつありますが(Chikazoe et al., 2014; Pham et al., 2021)、解析上の技術的ハー
ドルも高く、脳活動から推定した情動状態の情報を取り込んだ言語学・経済学・美学モデルはほとんどあ
りません。
本研究領域においては、機械学習を用いた機能的MRI研究の専門家である近添（アラヤ）が中心となっ
て、自然言語処理の専門家である持橋大地先生（統計数理研究所）とミクロ経済学の専門家である渡辺安
虎先生（東京大学）、および美学研究の専門家である石津智大先生（関西大学）と協力し、情動から言
語・経済・芸術を理解するような新しい学問の枠組みを作っていきます。
領域代表
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研究組織紹介 Research Groups
近添班【A01】
機能的MRIによる両価的価値情報の統合処理過程の解明

持橋班【A02】
情動をもたらす言語芸術の脳科学

地村 弘二

持橋 大地

大関 洋平

慶應義塾大学

統計数理研究所
数理・推論研究系
准教授

総合文化研究科

児玉 聡

小林 一郎

内海 彰

京都大学大学院

お茶の水女子大学

電気通信大学

文学研究科

基幹研究院

大学院

准教授

自然科学系

情報理工学研究科

近添 淳一
（領域代表）
株式会社アラヤ
脳事業研究開発室
チームリーダー
生理学研究所
生体機能情報解析室
准教授

理工学部
准教授

教授

渡邉班【A03】
情動的影響の計量経済学的構造モデル推定

東京大学大学院
講師

情報学専攻

教授

石津班【A04】
快不快を超える美学的体験とその心理的効果に関する
認知神経科学的研究

渡邉 安虎

萱場 豊

東京大学

東京大学

大学院経済学研究科

大学院

経済学部

経済学研究科

教授

講師

石津 智大

大黒 達也

関西大学

東京大学

文学部心理学専修

ニューロ

准教授

インテリジェンス
国際研究機構
特任助教

上武 康亮

川口 康平

イェール大学

香港科技大学

経営大学院

ビジネススクール

マーケティング学部

経済学部

准教授

助教授

【領域アドバイザー】

鍋倉淳一
南本敬史

生理学研究所・所長
量子科学技術研究開発機構・グループリーダー

【学術審査官】

中村沙絵
浅野倫子

京都大学・大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・准教授
立教大学・現代心理学部・准教授
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計画研究班A01

近添班
機能的MRIによる両価的価値情報の統合処理過程の解明
A01班 近添淳一
株式会社アラヤ 脳事業研究開発室
チームリーダー

株式会社

アラヤ

ウェブサイト

生理学研究所 生体機能情報解析室
准教授
生理学研究所

ウェブサイト

研究計画の概要
経済的・道徳的判断が進化的に新しい機能であることから、これらの判断に関与する神経基盤は従来異なる機能を
果たしていた脳領域の転用である、と考えられます。情動的価値判断の神経基盤が経済的・道徳的判断に転用され
ているという仮説の下、一連の機能的MRI実験を施行します。
特に、利得と損失への感受性の不均衡(個人は損失回避的に振舞う)を報告する行動経済学の実験結果に着想を得
て、摂食・経済・道徳的判断課題において、快・不快の情動を同時に引き起こす刺激(両価的刺激)の提示を行い、
これらの課題遂行中の脳活動を計測することにより、刺激の快さ・不快さ・統合的価値情報にそれぞれ関連する脳
領域を同定し、経済的・道徳的判断における情動の役割を明らかにします。従来の研究では経済学・倫理学上の概
念に対応する脳内表現の発見に重きがおかれていたが、本研究では、生物学的概念すなわちホメオスタシスによっ
て、経済学・倫理学上の現象の説明を試みます。

PUBLICATIONS
1. Matsui T, Pham TQ, Jimura K, Chikazoe J. (2022) On co-activation pattern analysis
and non-stationarity of resting brain activity. NeuroImage.
2. Matsui T, Taki M, Pham TQ, Chikazoe J, Jimura K. (2022) Counterfactual
Explanation of Brain Activity Classifiers using Image-to-Image Transfer by Generative
Adversarial Network. Frontiers in Neuroinformatics
3. Pham TQ, Yoshimoto T, Niwa H, Takahashi HK, Uchiyama R, Matsui T, Anderson
AK, Sadato N, Chikazoe J.(2021) Vision-to-value transformations in artificial neural
networks and human brain. Biorxiv.

4. Pham TQ, Nishiyama S, Sadato N, Chikazoe J. (2021) Distillation of Regional Activity
Reveals Hidden Content of Neural Information in Visual Processing. Frontiers in human
neuroscience.
5. Brooks JA, Chikazoe J, Sadato N, Freeman JB. (2019) The neural representation of
facial-emotion categories reflects conceptual structure. PNAS. 116(32):15861–70.
6. Chikazoe J, Lee DH, Kriegeskorte N, Anderson AK.(2019) Distinct representations of
basic taste qualities in human gustatory cortex. Nat Commun. 10(1):1–8.
7. Todd RM, Miskovic V, Chikazoe J, Anderson AK.(2019) Emotional Objectivity: Neural
Representations of Emotions and Their Interaction with Cognition. 24.
8. Chikazoe J, Lee DH, Kriegeskorte N, Anderson AK. (2014) Population coding of affect
across stimuli, modalities and individuals. Nature Neuroscience. 17(8):1114–22.
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計画研究班A02

持橋班
情動をもたらす言語芸術の脳科学
A02班 持橋大地
統計数理研究所
数理・推論研究系
准教授

統計数理研究所

ウェブサイト

研究計画の概要

背景および本研究課題で明らかにすること

言語に関する研究はこれまで、主に伝達される内容を対象

言語に関する研究は、言語学および自然言語処理/計算言語学のいずれも、主に伝

としてきました。これは言語が人類の生存の手段であった

達される内容を対象としてきました。 これは、言語が生存あるいは集団生活を行

ことによりますが、生存が保証された文明では、そうした

う際に、必要な情報を伝達する手段として発達してきたことによります [岡ノ谷

客観的情報ではなく、主観的な情動を伝える言語表現が歌

2003]。 しかしながら、生存がほぼ保証された文明においては、そうした客観的

や詩のような言語芸術として発達します。こうした情動の

情報を伝えるだけでなく、主観的な情動を共有する手段が発達します。 これら

問題に科学的にアプローチするために、本課題では言語芸

は、(生存のための情報としてではない) 絵画や、音楽あるいは踊りといった表現

術 に 触 れ た 際 の fMRI に よ る 脳 活 動 の 測 定 に よ っ て 、 (A) 言

形式をもちますが、言語においては典型的には、歌や詩として表れます。 こうし

語により、脳内でどのような情動が喚起されるのか、その

た言語芸術においては、外界の客観的記述を伝えることが目的ではなく、それを

際 に (B) ど の よ う な 言 語 表 現 や 言 語 構 造 が 、 ど の よ う な 情

通した自らの主観的な情動の表出と伝達が問題です。

動をもたらすのか、を脳科学、言語学および自然言語処理

しかし、こうした情動を言語のテキストからのみ読み取ることは困難です。 情動

の手法によって明らかにします。これにより、工学的にも

の記述はわれわれの実体験と分かち難く結びついており、また言語の触知的要素

脳の働きに基づき、歌や小説のもたらす実際の情動的印象

も、テキストからのみ読み取ることはできないからです。 たとえば「クラムボン

を予測したり、目的の情動をもたらす広告コピーを生成す

はカプカプわらったよ」(宮沢賢治『やまなし』) の「クラムボン」の語感や、

ること等が可能になると考えられます。

「カプカプ」にわれわれが感じる感覚をテキスト解析によって得ることはできま
せんし、「寒暁のみな独りなる始発かな」(兼城雄) の俳句に、われわれが体験を
通じて感じる様々な情感がどこかに記述してあるわけではありません。
したがって、こうした情動の問題に科学的にアプローチするためには、われわれ
が情動を感じている器官、すなわち脳の測定によるほかはありません。 すなわち
本研究課題は、従来の (計算) 言語学に欠けていた言語の情動的機能をデータに基
づいて客観化するために、(A)言語により、脳内でどのような情動が喚起されるの
か、その際に(B)どのような言語表現や言語構造が、どのような情動をもたらすの
か、を脳科学と言語学および自然言語処理の手法によって明らかにすることを目
的とします。 したがって本課題は、言語芸術への計量的アプローチであるともい
えます。 これにより、工学的にも脳の実際の動きに基づき、歌や小説のもたらす
印象を予測したり、目的の情動をもたらす広告コピーを生成すること等が可能に
なると考えられます。

PUBLICATIONS

4.「霊長類における身体動作時系列の分節推移構造推定」. 三村喬生, 中村友昭 松本惇平,
西条寿夫, 須原哲也,
1. "Survey on frontiers on language and robotics". T. Taniguchi, D. Mochihashi, T.
持橋大地, 南本敬史. 2019 年度人工知能学会全国大会 1C4-J-3-01, 2019.
Nagai, S. Uchida, N. Inoue, I. Kobayashi, T. Nakamura, Y. Hagiwara, N. Iwahashi, T.
5.「可変次数無限隠れマルコフモデル」. 内海慶, 持橋大地. 電気情報通信学会 IBISML 研
Inamura. Advanced Robotics, Vol.33, No.15-16, pages 700-730, 2019. ( 9
究会 第 33 回研究会,
Advanced Robotics Best Survey Paper Award
)
2. “How LSTM Encodes Syntax: Exploring Context Vectors and Semi-Quantization on 2018. (2018 年度 IBISML 研究会 研究会賞受賞）
6. “Nonparametric Bayesian Semi-supervised Word Segmentation”. Ryo Fujii, Ryo
Natural Text”. Chihiro
Domoto,
Shibata, Kei Uchiumi, Daichi Mochihashi. COLING 2020, pp.4033-4043, 2020.
3. “HVGH: Unsupervised Segmentation for High-dimensional Time Series Using Deep Daichi Mochihashi. Transactions of ACL, Vol. 5, pp.179-189, 2017.
7. 持橋大地, 能地宏, 「無限木構造隠れMarkovモデルによる階層的品詞の教師なし学
Neural Compression and Statistical Generative Model”. Masatoshi Nagano, Tomoaki
Nakamura, Takayuki Nagai, Daichi Mochihashi, Ichiro Kobayashi, Wataru Takano.
習」. 情報処理学会
Frontiers in Robotics and AI, 2019.
研究報告 2016-NL-226 (12), pp.1-11, 2016. [2017 年度情報処理学会山下記念研究賞]

受賞
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計画研究班A03

渡辺班
情動的影響の計量経済学的構造モデル推定
A03班 渡邉 安虎
東京大学
大学院経済学研究科
経済学部
教授

東京大学

大学院経済学研究科
経済学部
ウェブサイト

研究計画の概要

本研究の学術的背景、
研究課題の核心をなす学術的「問い」

本研究では、(A)経済学で主に考慮されるゲーム理論的な意思決

本研究ではこの脳内の情動的反応により、どのようなメカニズムにより経済主体の

定状況での相手プレーヤーの行動への情動的反応の影響とその

意思決定が「合理的」な意思決定から乖離するかを明らかにしたいと考えていま

脳内のメカニズム、及び(B)マーケティング分野で主に考慮され
る意思決定への介入に対する情動的反応の影響とその脳内のメ
カニズムを解明し、これらが意思決定に与える影響を分析しま
す。従来研究では意思決定時のfMRI計測により神経科学者が経

す。中でも特に、(A) 経済学で主に考慮されるゲーム理論的な意思決定状況(例えば
オークションや繰返しゲーム)での相手プレーヤーの行動への情動的反応の影響とそ
の脳内のメカニズム、及び(B) マーケティング分野で主に考慮される意思決定への
介入(例えば商品レコメンデーション)につき、介入に対する情動的反応の影響とそ
の脳内のメカニズムの2点について研究を行います。

済学上の抽象概念と対応する神経活動を探索するものが大半で

注意欠落や先延ばしといった行動への政策的介入・マーケティング的介入を行う際

し た が 、 本 研 究 で は 領 域 代 表 者 で も あ る 機 能 的 MRI の 専 門 家 と

に、介入がどのような情動的反応を引き起こし、その情動的反応が意思決定や商品

連携し、経済学者が脳活動を変数として取り込んだ経済学的構

の価値にどのような脳内のメカニズムを通して影響を与え、その結果として介入の

造モデルを構築・推定します。推定したモデルを用い、神経基
盤における情動的反応を操作した場合についての反実仮想分析
を行い、情動が意思決定に及ぼす影響を計量経済学的に分析し
ま す 。 ま た 、 本 研 究 に お い て は 2 個 体 同 時 計 測 が 可 能 な fMRI を
利用するため、動学ゲームにおける情動的影響の被験者同士の
相互影響についても観察可能となります。

有効性に如何なる影響を及ぼすのかについて明らかにしたいと考えています。

本研究の目的及び学術的独自性と創造性
従来研究では経済的意思決定を行う際の脳活動につきfMRIを用いて解明する研究は
存在しますが、ゲーム理論的意思決定状況において相手プレーヤーの行動の情動的
影響が次プレーヤーの行動へ及ぼす影響や、マーケティング介入が消費者の選択に
情動的影響を与えるメカニズムを解明する研究は極めて限定的です。特に、本研究
で2個体同時MRI計測が可能であることにより情動的影響の被験者同士の相互影響
が観察可能となる点も独自性が高く。また情動的反応で合理的意思決定からの乖離
を説明するにあたり、fMRIデータ自体を次の行動の説明変数の一部として計量経済
学的に利用するという独自性の高いアプローチを用います。
本研究の目的は上記の学術的な「問い」に答えるために (A)ゲーム理論的な戦略的
相互依存関係下での意思決定、及び(B)介入がある場合の意思決定において、脳内で
具体的にどのような機構が関与することで、情動的反応が影響を与えるかのメカニ
ズムを突き止めることにあります。このため、機能的MRIを利用しながら経済実験
を 行 う こ と で 、 (A) の 場 合 は 相 手 プ レ ー ヤ ー の 行 動 直 後 、 (B) の 場 合 は 介 入 の 直 後
の、脳内での情動的反応の程度を機能的MRIにより観察し、そのデータを用いて被
験者の次の行動に情動的反応の程度が及ぼす影響について経済学的な構造モデルを
推定し統計的に分析します。

PUBLICATIONS

1.Kawai, Kei, Yuta Toyama, and Yasutora Watanabe. 2021. "Voter Turnout
and Preference Aggregation." American Economic Journal:
Microeconomics, 13 (4): 548-86.
2.Kohei Kawaguchi, Kosuke Uetake, Yasutora Watanabe. 2021. “Designing
Context-Based Marketing: Product Recommendations under Time
Pressure” Management Science, 67(9), 5642-5659.
3.Kohei Kawaguchi, Kosuke Uetake, Yasutora Watanabe. 2019
“Effectiveness of Product Recommendations under Time and Crowd
Pressures” Marketing Science, 38(2), pp.253-273.
4.Hanaoka, Chie, Hitoshi Shigeoka, and Yasutora Watanabe. 2018. “Do
Risk Preferences Change? Evidence from the Great East Japan
Earthquake” American Economic Journal: Applied Economics, 38(2), pp.
298-330.
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5.Kei Kawai, Yasutora Watanabe. 2013 “Inferring Strategic Voting”
American Economic Review, 103(2), pp. 624-662 .
6. David Dranove, Subramaniam Ramanarayanan, Yasutora Watanabe.
2012. “Delivering Bad News: Market Responses to Negligence”, Journal of
Law and Economics, 55, pp. 1-25, (David Dranove, Subbu Ramanarayanan
)
7. Toshiaki Iizuka, Yasutora Watanabe “The Impact of Physician Supply on
the Healthcare System: Evidence from Japan’s New Residency Program”
Health Economics, 25(11), 2016, pp. 1433-1447.
8. American Law, Economics Review, Article number. “Influence and
Deterrence: How Obstetricians Respond to Litigation against Themselves
and Their Colleagues” American Law and Economics Review, 12(1),
2010, pp. 69-94(David Dranove )
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石津班

快・不快を超える美学的体験とその心理的効果に関する認知神経科学的研究
A04班 石津智大
関西大学
文学部心理学専修
准教授

研究の背景と目的

関西大学

文学部心理学専修

ウェブサイト

研究計画の概要

人間は、快・不快という次元を超え他者や集団に
資する行為に自分を動機づけられる「利他性」や
「共感性」を備えています。不快は、普通は個体と
して避けるべき状態です。しかし、不快に積極的に
価値を見いだすケースが人間にはあります。例え
ば、自己犠牲的行為や道徳的行いなどです。一見、
個体生存欲求に反しますが、自己犠牲的行動は倫理
や利他性など人間性の根幹に関わります。個人の
快・不快という次元を超え、他者・集団に資する行
動に自分を動機づけられることは極めて人間的であ
り、人間にとって重要な判断行為と考えられます。
この利他性に影響をあたえ、促進する効果がある
美学的体験があります。それが「悲哀美」(美的悲哀)
です。悲哀美は、悲しみと美しさが共起し正負の感
情価が混合されている状態と定義され、近年、人文
学的議論だけでなく認知科学や経験美学においても
注目されています。しかし一方で、実際にどのよう
な情動で構成された混合感情なのか、また、どのよ
うに利他性促進が生じるのかなど、解らないことが
多いです。
本研究では、悲哀美を構成する情動とその配分を
明らかにし、それが人間らしい利他自己犠牲の意思
決定へ与える影響について、行動特性と脳内機構を
解明することを目的としています。この目的を達成
するため、オンライン調査、行動実験、機能的MRI実
験などを行います。

悲哀美のもつ心理学的効果と脳内機構を解明するため、構成する
情動の種類と配分、悲哀美の体験における脳反応、利他自己犠牲の
促進効果を明らかにする必要があります。そこで、以下の4つの実
験を行います。
[研究①] オンライン調査･行動実験：悲哀美の体験に関してSD法や
独立成分分析を用いて構成情動･配分を調べる。悲哀美の感情マッ
プを作成し、歓喜美やその他の美学的体験のそれと比較する。
[研究②] MRI実験：悲哀美を体験している際の脳活動を機能的MRI
に よ り 調 べ る 。 Dynamic Causal Modelling (DCM) で 脳 内 ネ ッ ト
ワークを明らかにする。
[研究③] 行動実験： 悲 哀 美 の 体 験 に よ る 他 者 へ の 利 他 自 己 犠 牲 的
態度の促進を、プライミングとシナリオ課題とを組み合わせて調べ
る。
[ 研 究 ④ ] MRI 実 験 ： 利 他 自 己 犠 牲 態 度 が 促 進 さ れ て い る 際 の 脳 活
動を調べ、関連する脳内ネットワークを同定する。

本研究は、これまで主に人文学で定性的に議論さ
れてきた悲哀美について情動情報学の視座から定量
的に理解することで、負の感情価をもつ美学的概念
の人文知の拡張、神経美学･感性科学的手法の進展、
そして個の不快を超える人間性のより深い理解へと
寄与することを目指します。

PUBLICATIONS

1. Ishizu, T., Srirangarajan, T., & Daikoku, T. Linking the neural correlates
of reward and pleasure to aesthetic evaluations of beauty. Art and
Neurodegenerative Disease: Illuminating the Intersection of Illness and
Creativity. Springer Nature (in press).
2. Gerger, G., Pelowski, M., & Ishizu, T. (2019). Does priming negative
emotions really contribute to more positive aesthetic judgments? A
comparative study of emotion priming paradigms using emotional faces
versus emotional scenes and multiple negative emotions with fEMG.
Emotion, 19(8), 1396.
3.
30
―
―
,
,
,
200 (ISBN: 978-4-320-00930-1)
(2019)

共立スマートセレクション 巻「神経美学 美と芸術の脳科学 」、
単著 石津智大 共立出版 総ページ数 頁
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4. Ishizu, T., & Zeki, S. (2017). The experience of beauty derived from sorrow.
Human Brain Mapping, 38(8), 4185-4200.
5. Ishizu, T., & Zeki, S. (2014). Varieties of perceptual instability and their neural
correlates. NeuroImage, 91, 203-209.
6. Ishizu, T., & Zeki, S. (2014). A neurobiological enquiry into the origins of our
experience of the sublime and beautiful. Frontiers in human neuroscience, 8,
891.
7. Ishizu, T., & Zeki, S. (2013). The brain's specialized systems for aesthetic and
perceptual judgment. European Journal of Neuroscience, 37(9), 1413-1420.
8. Ishizu, T., & Zeki, S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty. PloS one,
6(7), e21852.
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RESTRUCTURING HUMAN SCIENCES
BASED ON DECODING OF
EMOTIONAL INFORMATION
情動情報解読による人文系学問の再構築

活動報告

Recent Activities

ウェブサイト開設

2021年10月1日(金)
当領域のウェブサイトを開設いたしました。当領域の概要、プロジェクトメ
ンバーの紹介、各グループの概要、シンポジウム・イベント情報、進捗状況
など、積極的、継続的にお伝えしていきます。
また、当ウェブサイトでは、メールアドレス登録いただいた方に、定期的に
ニュースレターやイベントのお知らせを配信いたします。ぜひご登録くださ
い。
【日本語ページ】https://jodo-joho.com/
【英語ページ

キックオフシンポジウム

】https://en.jodo-joho.com/

2021年10月22日(金) オンライン開催
オンライン(Zoom)によるキックオフミーティングが開催され、当領域で行う
研究計画や、情動情報解読のためのメソッドなどのご紹介をいたしました。
領域代表から、領域の概要と全体の活動方針についての説明、各研究計画班
の代表による研究員の紹介、研究の目的、計画などについて発表をいたしま
した。 また、ブレイクアウトルームを用いて各研究班個別のディスカッショ
ンタイムを設け、活発な議論が積極的に行われ、活動の起点となる建設的な
キックオフシンポジウムとなりました。 当領域のウェブサイトでは当日の録
画を公開しています。ご参加いただけなかった皆様もご覧いただけます。

イベント

2021年11月5日(金)、6日(土) オンライン開催
「心理学・言語学・経済学・美学といった人文系・社会系学問は、人間の行
動やその記録から内的な状態・過程のモデルを構築する。情動が人間の行動
に及ぼす影響は特に人文系学問の重要な主題の一つだが、個体の主観的情動
を直接計測することができないために、情動を説明変数に含めたモデルの構
築は容易ではない。しかしながら、近年は機能的MRIの発展と統計モデルの
高度化により、脳活動から潜在的な情動状態を推定することが可能となりつ
つある。」 これを基に、当領域各グループの研究者がそれぞれの研究につい
てご紹介し、このような技術を積極的に活用することにより、人文系・社会
系学問が今後どのように発展していくことができるかを、質疑応答をふまえ
て幅広く議論いたしました。 当領域のウェブサイトでは当日の録画を公開し
ています。ご参加いただけなかった皆様もご覧いただけます。
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今後の活動

Future Activities

トレーニングコース開催

2022年3月20日 9時 ～ 16時
当領域の活動の一環として、国内の機能的MRI研究者を対象に、Multivoxel
pattern analysis (MVPA)の概説とMVPAの一手法であるrepresentational
similarity analysisの実習を行います。オンライン (Zoom)による開催を予
定 し て お り 、 学 部 学 生 、 大 学 院 生 ( 修 士 ・ 博 士 ) 、 研 究 者 (Postdoctoral
fellow・企業研究者)、など興味のある方ならどなたでもご参加いただけます
が 、 課 題 関 連 fMRI 研 究 を す で に 行 っ て い る 、 ま た は 行 う 予 定 で 、
representational similarity analysis を 行 っ て み た い と 考 え る 研 究 者 が 対
象となります。受講料は無料です。
詳細はウェブサイトに掲載いたします。多数の方のご参加をお待ちしており
ますので、興味のある方はぜひご参加ください。

研究会

2022年5月 予定
当領域では、様々な分野の研究者を巻き込み、新しい形の領域として活動し
ていくことを目指しております。そのために、あらゆる分野の方々が参加で
きる勉強会を継続して開催していく予定です。
情動情報学のみならず、多種多様な講演・議論を通じ、様々な分野の研究の
理解を広めていきたいと考えており、当領域や共同研究に興味を持つグルー
プとの建設的な交流、相互作用を期待し活動していきます。
研究会のご案内は、都度、当領域ウェブサイトに掲載していきますので、是
非ウェブサイトをご覧ください。

シンポジウム

2022年11月 予定
これまでに行われたキックオフシンポジウム、イベント、今後開催予定のト
レーニングコース、研究会、などを通し、当領域の活動を多種多様に拡げ、
新たな可能性を見出していくシンポジウムを開催予定です。当領域が目標と
する「情動情報を中心にした人文系学問の再構築」、具体的には「機能的
MRIを用いて推定した情動状態を変数に用いて、心理学・言語学・経済学・
美学のモデルを構築する」ことにどのようにアプローチしていくのか、
また、今後人文系・社会系学問が今後どのように発展していくことができる
かを、質疑応答をふまえて幅広く議論いたします。
シンポジウムのご案内は、都度、当領域ウェブサイトに掲載していきます。
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※当領域ウェブサイトでは、当領域での活動を可能な限り発信していくため、メールアドレス登録をお勧
めしております。メールアドレスを登録していただいた方に、定期的なニュースレター配信（年に数刊）
や、お知らせ、イベントのご案内を配信いたします。詳細はウェブサイトをご覧ください。
※本ニュースレターでは、当領域での活動を可能な限り発信していきたいと考えております。重要な研究
成果、関連のある研究会の開催予定や活動報告などありましたら、当事務局まで是非お知らせください。
※本ニュースレターの内容、テキスト 等の無断転載・無断引用を禁止します。 本ニュースレターに関す
る一般的なお問合せは、下記までご連絡ください。

情動情報学「情動情報解読による人文系学問の再構築」
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