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DARPA の神経インタフェースプログラムの
基礎となるオプトジェネティクス
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図１ DARPA の神経工学システムデザイン（ NESD ）プログラムの一部として、ライス大の研究
者は、脳の再層外である皮質にある大量の神経細胞をモニター、刺激する薄いインタフェースを
開発している。
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