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認知神経科学と脳の基礎知識
Ⅰ．認知神経科学
A. 認知神経科学とは
認知神経科学は心、行動と脳の関係を検討する学問である。文理の両領域にまたがる学
問領域である。一部の文系学者のように心や行動の理解に脳に関する知識は不要だとは考
えない。また、一部の神経科学者のように脳で心、行動がすべてわかるとも考えない。研
究の現状を分析すると、課題を工夫して複数の心や行動の状態を作り、それぞれの状態に
対応する脳の活性を比較することにより、脳の各領域の機能を推定している。独立変数（心、
行動）と従属変数（脳の機能）の関係になるが、敢えて言えば、脳の機能は心、行動によ
り説明されている。そして、その説明された脳の機能で、再び心や行動を説明しているこ
とが多い。脳が生みだした心や行動で脳を説明するので、循環的な関係は不可避的なもの
である。心、行動と脳の関係はらせん階段にたとえられるだろう。らせん階段は上から見
れば循環的な円であるが、下から見上げれば上方に延びている。認知神経科学の進歩によ
り、心、行動と脳の相互理解がより高いレベルへ導かれると考えている。認知神経科学の
成立を歴史的に見てみよう。
B. 認知神経科学の成立
現在盛んに行われている心（行動）と脳の関係、もう少し広くかつ限定的に、ヒトの心
と脳の関係の研究は、以前はいろいろな理由で困難だった。損傷された脳による神経心理
学的研究が主であった。しかし、1960 年代に行動と脳の研究は接近し始めた。行動研究に
おいては、行動主義の呪縛から開放されて、ヒトの心的機能を直接対象にする認知主義的
な傾向が強まった。その背景にコンピュータ科学の進歩があることはいうまでもない。認
知主義は動物の行動研究に影響を与え、動物の高次の認知機能を自由に研究できるように
なった。一方、脳の研究においても新しい展開があった。1960 年代半ばに開発された、無
麻酔動物の課題遂行中に単一ニューロンの活動を記録する技法が、新しい道を開いた。こ
れにより、連合野が担っている動物の複雑な行動、認知機能を研究対象にすることが可能
になった。それ故、まず動物のレベルで、認知主義の影響を受けた行動の研究と脳の研究
が接近した（なお、強化学習のような行動主義と親和的な関係にある領域もある）。神経科
学が世界各地で成立した背景には、神経解剖学や脳の物質レベルの研究も含め、このよう
な融合、統合への機運があったと思う。
ヒトのレベルで心と脳の研究が現状のように接近、融合するには、脳の研究における新
しい技術の開発が必要だった。それがポジトロン断層法（positron emission tomography,
PET）
、機能的磁気共鳴画像法（functional magnetic resonance imaging, fMRI）
、事象関
連電位（event-related potential, ERP）
、脳磁図（ magnetoencephalography, MEG）、近
赤外線分光法（near-infrared spectroscopy, NIRS）などのニューロイメージング法（脳機
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能画像法）である。この方法により、健常者が様々な心的な活動を行っているときに脳の
活動を測定することが可能になった。これにより心と脳の関係を検討する研究が急速に広
がった。現在隆盛を極めている、文理の領域にまたがる認知神経科学と呼ばれる研究領域
である。
C. 認知神経科学の現状
しかし近年、ニューロイメージング研究、すなわち脳機能画像研究の掲載を減らしてい
る神経科学の雑誌が見受けられるようになってきている。Science, Nature などの雑誌で脳
機能画像の論文を目にする機会は少なくなった。研究が進むことにより眼新しさが薄れて
きたのだろう。
「ブーム」は去りつつあるのかもしれない。センセーショナルなテーマを追
い求めるだけならば、いずれ研究は廃れるだろう。足を地につけた研究が、新しい技術や
解析法の開発とともに求められている。また、今後必要なのは心や行動に関する理論だろ
う。何らかの課題を行わせれば、それに対応するいろいろな変化が脳内で得られるだろう。
その結果を発表することは、これまでは注目を集めることが可能だったかもしれないが、
もうそのような幸福な時代は過ぎている。高額な機能的磁気共鳴装置を導入すれば、即世
界をリードするデータが得られるわけではない。
脳機能画像法では一般に脳全体の活動を一度に調べることができる。サルの単一ニュー
ロンの活動を記録する研究は、その領域の記録された単一ニューロンの動きを明らかにし
ている。後で述べるように、ヒトの fMRI の研究が血流の変化から脳の活動を推定するのと
比較して、サルのニューロン活動の研究は測定しているものが明確である。脳機能画像の
初期の研究は、ニューロン活動の研究の成果を参考に、方法の信頼性や妥当性を確認して
いた面がある。今後は動物のニューロン活動の研究がヒトの脳機能画像の知見を参考にす
ることもあるだろう。また、動物でないと行えない研究が自ずと重視されるだろう。いず
れにせよ、動物の研究とのタイアップは今後も必要な方向性だろう。
脳機能画像法がある行動を行っている時の様々な脳領域の活動を同時的に調べることが
できることは、心や行動を脳全体の機能として捉える方向に向かうことを促進する。たと
えば、前頭前野の機能を前頭前野内で収束させず、前頭前野と他の脳領域との関係で表現
する。このような大規模ネットワークに基づく脳機能の把握は現在の認知神経科学の主流
になりつつあるように思われる（たとえば、新しいところで、Eliasmith et al., 2012; Fornito
et al., 2012; Hamann, 2012; Kennedy & Adolphs, 2012; Ranganath & Ritchey, 2012;
Rissman & Wagner, 2012; Sylvester et al., 2012 など多数）
。なお、Current Opinion in
Neurobiology の Vol. 23, Issue 2 （2013 年 4 月）が Macrocircuits の特集を組んでいるの
で、新しい動向を知ることができるだろう。
一方で、
認知神経科学研究はすそ野を広げつつある。
2012 年 1 月号の Trends in Cognitive
Sciences や Trends in Neurosciences は精神障害など臨床の問題を特集している。今後この
ような研究が増えるだろう。このような研究は、病気の治療に認知神経科学がどれほど貢
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献できるかで評価されるだろう。それに関連する問題点を以下に述べる。
D. 認知神経科学のさまざまな影響
文理の領域にまたがるということは、これまで理系の研究機関で行われてきた脳の研究
において、文系の知識、理論を必要とすることでもある。日本の神経科学がこの面で十分
な基盤を形成してきたか疑わしい。世界の先端にあった日本のサルのニューロン活動記録
による高次脳機能の研究に比べて、脳機能画像の研究は質量ともに十分とはいいがたい。
一部の脳研究者は唯脳論的な発想にとどまり、また、脳血流計測による間接的な方法を批
判する。一方、一部の文系の研究者は脳（研究）不要論を唱える。文理融合の基盤が十分
でなかったことが、研究の現状に反映されているのかもしれない。
また、文理の領域にまたがるということは、さまざまな新しい学問領域の誕生を促す。
頭に「神経」をつけた、神経経済学、神経倫理学などなど。このような学問の状況の中で
重要なのは、心と脳の関係をどう捉えるかということである。心を生み出すものとして脳
があるという理由で、脳が心のすべてを決定するという考えがあるが、心、行動が脳をつ
くったということも事実である。これは経験、記憶の脳への影響を考えれば明白だ。繰り
返しになるが、実際のニューロイメージング研究の多くは、心的な活動と脳の活動を対応
させることによって、脳の機能を理解しようとしている。独立変数、従属変数の観点から
は、心や行動が独立変数、脳が従属変数の側にある。脳は心、行動を説明するものである
が、心、行動によって説明されるものでもある。相互に説明し合う行動と脳の関係のらせ
ん階段を上に上っていかなければならない。この相互依存関係を正しく認識することが、
ニューロイメージング研究をたとえば社会問題や、発達、教育など実際的な領域に適用す
る際に重要である。
社会問題の解決や適切な教育法の開発を脳研究に求めるのは現状では疑問である。脳に
おいて測定された何らかの変化が教育において意味を持つものであるならば、それは心、
行動のレベルでの変化としても捉えられるべきものであろう。テレビの番組で、社会問題
（例えば、最近の若者のキレやすさ）を前頭葉が未発達であることで説明したりする（そ
れには疑問があるが、ここでは述べない）
。確かに前頭葉にはキレやすさに関わる抑制に関
係する領域がある（例えば、Rubia et al., 2003）
。それは行動抑制の課題を操作し、前頭葉
領域の活性を検討することで明らかになった。テレビの解説はその研究結果を再び行動現
象に適用したにすぎない。心、行動により明らかになった脳の機能で、心、行動を説明し
たにすぎない。この「脳による説明」は、そのままではキレやすさを減少させるという実
際問題の解決には無力である。行動で説明された脳機能で再び行動を説明しているにすぎ
ないのだから。説明の場を心や行動から脳に移し替えたのにすぎないのだから。心、行動
の研究者は脳の中に「逃避」してはならないし、脳の研究者はなぜ前頭葉が未発達なのか
と問わなければならない。その問題の解決に多くの文系の領域の研究者と脳の研究者は一
緒にらせん階段を上っていくべきだ。大学入試の英語の試験を廃止し、fMRI で英語の能力
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を調べればよいなどというご意見を拝聴する機会があったが（一体、何台の MRI 装置が必
要になるのだろう？！）
、脳の研究がそのような結論を下すには、その根拠となった行動の
事実があるはずだ。脳研究者は言語学や英語教育に携わる研究者とともにらせん階段を上
らなければいけない。
E. らせん階段を上る
このように述べると、現在の「脳ブーム」に水を差しているだけだと批判されそうだ。
建設的な意見も述べておきたい。まず、文理両系の研究者が共通の言語を持つことだろう
か。ある神経科学者が使う言語と認知神経科学の世界で一般に使われている言語が異なっ
ており、面食らうことがあった。文理の交流を深め、共通の言語を持ち、足並みをそろえ
てらせん階段を上っていかなければならない。また、脳と行動の活動変化の整合性を確認
する研究は今後も必要だが、後で述べるように、階段を上るきっかけになるのが、脳と行
動の関係の不整合であることは忘れるべきでないだろう。
応用的な面では、障がいの改善などに脳研究を適用することが好ましいと思う。健常の
脳を直接的に操作することは倫理的に問題がある。我が子は算数の成績が悪いので、算数
に関連する脳領域を刺激し成績を上げようとする親が現われても不思議ではない。このよ
うなことを促進するために脳研究が行われているのだろうか（そのような研究はすでに行
われている。新しいところでは Meinzer et al., 2012 の論文がある。もっと穏やかに、
Supekar et al., 2013 は脳機能画像研究から算数の能力を予測する研究を行っている）
。
具体的なレベルで考えてみる。脳研究が実際の問題に有効であるのはどのような状況だ
ろうか。一見したところ行動に変化は見られないが、脳に変化があることはいくらもあり
得る。この脳の変化を有効に利用することは可能だろう。この結果は変化しているかもし
れない行動を見いだす努力を促進するだろう。また、そのような脳研究の成果を行動の理
論に組み入れることにより新しい展開が可能になるだろう。幼児は行動のレパートリが少
ない。例えば、発達障がいの早期発見を脳の変化から行う試みはあってよい。仮にそのよ
うな脳の指標があるならば、それに対応する行動の指標を探す努力が行われるべきだろう。
それによって、階段を一段上ることになるかもしれない。また、学習や訓練の過程で、行
動に変化がないのに、先行して脳に変化がでることがあるだろう。この場合、脳の変化は
学習や訓練法の評価や改善につながるだろう。この場合も対応する行動の指標を探す努力
が行われるだろう。一般化すれば、行動と脳の対応関係が崩れた時が、新しい研究の出発
点になるだろう。
脳研究の実際面への適用は Brain Machine Interface (BMI) のように、脳研究の結果を
直接的に障がいの問題に適用するのが有効のようである（Hochberg et al., 2006; 2012）
。
脳と心・行動との循環的な関係に入り込むことが少ない。麻痺した腕が実際に動き、日常
生活を援助できればよいのだ。その有効性で評価すればよいのだ。ところで、川島隆太氏
は前頭前野を活性させる課題を直接的に「脳トレ」に適用した。その大胆さにはいささか
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たじろぐが、その方法の当否は証拠に基づいて判断すればよいだろう。脳研究の実際面へ
の適用やその問題点に関して、眼にとまった論文を幅広く挙げておく（Owen et al., 2010;
Ranganath et al., 2011; Engvig et al., 2012; Jehee et al., 2012; Anderson et al., 2013;
Anguera et al., 2013; Cappelletti et al., 2013; Costanzo et al., 2013; Evers & Sigman,
2013; Guggenmos et al., 2013; Hoy et al., 2013; Iuculano & Kadosh, 2013; Jolles et al.,
2013; Kundu et al., 2013; Mackey et al., 2013; Marangolo et al., 2013; Martinez et al.,
2013; Meehan, S.K. et al. 2013; Meinzer et al., 2013; Naci et al., 2013: Oelhafen et al.,
2013; Onushko et al., 2013; Prochnow et al., 2013; Ruff et al., 2013; Schaal et al., 3013;
Schweizer et al., 2013; Sehm et al., 2013; Tabot et al., 2013; Tang et al., 2013; Thomas &
Baker, 2013; Bergman et al., 2014; Binder et al., 2014; Esslinger et al., 2014; Farah et
al., 2014; Harty et al., 2014; Motes et al., 2014; Opitz et al., 2014; Tan et al., 2014;
Vallence & Goldsworthy, 2014）
。研究が多いことは、脳科学の応用への興味、要請が高ま
っていることを示している。この点に関しては、神経倫理学 neuroethics が問題としている。
応用への指向は時代の趨勢かもしれない。しかし、基礎研究がおろそかになってはいけな
いだろう。なお、Neuroimage, Vol. 85, Part 3, Pages 889-1068, 2014 が応用研究の特集を
組んでいるので、参考になるだろう。
F. 脳機能画像研究への批判と対応
すでに述べた行動、心を独立変数、脳の機能を従属変数とする考えは、脳機能画像（イ
メージング）さらには認知神経科学は行動、心の学問、心理学に新しい知見を付け加えな
いという考えに行きつくかもしれない。脳に関して新しい知見が増えても、行動、心に関
しては新しいことはないので、脳研究は不要との主張になる。基礎研究ではともかく、応
用的な研究、例えば脳科学の成果を教育に応用する試みで、行動、心に関して新しいこと
がなかったら、将来はともかく、そのような研究の成果は教育に対してほとんど有効でな
いことになる。しかし、すでに述べたように、筆者は行動、心の研究は機能画像を含む脳
の研究成果を取り込むことによって発展すると考えている。同じような考えに立つ Henson
(2005) がさらに詳細に論じているので、脳機能画像研究に携わる人はぜひ読まれることお
勧めする。
ここでは Henson が脳機能画像研究への批判に応えているので、
筆者の意見も加えつつ、
紹介する。まず、脳機能画像研究は新型の骨相学であるという批判に対して、次の 3 点か
らそれに応えている。骨相学が相手にしているのは頭蓋の形だが、イメージングは血流変
化を問題にしており、これは神経活動との関連が示されつつある。また、骨相学ではほと
んど科学的に研究されていない行動、心理機能を扱っているが、イメージング研究は実験
心理学と連携している。骨相学からの批判ではないが、イメージング研究は correlational
だとの批判に対して、interventional だと応えている。すなわち、実験で検討する、と。ま
た、すでに述べたように、最近はネットワークで脳機能を考えるので、局在的な考えは弱
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まっているように思う。
また、脳機能画像研究は別の意味で correlational だという批判がある。Henson が挙げ
ているのは損傷研究とイメージング研究の関係である。遅延（延滞）条件反射のイメージ
ング研究は内側側頭葉が活性化するのを明らかにした。しかし小脳と異なり、内側側頭葉
の損傷はこの条件反射に影響を与えない。この結果をもって脳機能画像研究を否定するの
は早計であると批判に応えている。条件反射は非陳述記憶の側面が主要な関心事だが、陳
述記憶の側面も持っている。内側側頭葉はこの陳述記憶に関係しており、それがイメージ
ングに反映されている。
人工知能、認知科学からの批判として、心理学理論は algorithmic level、イメージング
は implementational level で、両者は原理的に別のものとして扱いうると主張する。加え
て、機能主義の主張があり、心理機能は black box を問題にせず入出力によって定義さるべ
きだとする。しかし、Henson はイメージングのデータを単純にハードウェアに関するもの
と考えるのは誤りだと応える。脳機能画像データは software が走っている過程の空間分布
に関する情報を提供している、と。また、software と hardware が原理的に別次元のもの
としても、一たび行動データを持てば hardware の知識は software について何らかの示唆
を与える、と。その例として顔の認識について挙げている。最後に Mendel 遺伝学と DNA
研究の関係で自らの主張を補強している。
機能脳画像研究は where について述べているだけで、how については明らかにしていな
いという批判がある。それに対して、Henson は次のように応える。イメージングのデータ
は課題がいかに実行されるかについて直接的に述べるものではない。この点に関して、イ
メージングのデータは行動データ以上のものでも以下のものでもない。how の問題を記述
するのは理論であり、データは対立する異なる理論を支持あるいは疑義を唱えるものだ、
と。
皮質は equipotential であり、可塑的であるという Lashley 以来の主張は、Henson が主
張する機能脳画像研究の function-structure mapping が時間経過で変わり、イメージン
グ・データの一般性、信頼性を揺るがすことになりかねない。Henson はこの問題の唯一の
解決法は nomothetic なものと考えている。すなわち、健康な成人に「正常」な心理機能を
定義し、それらの機能の単一で「正常」な mapping を脳に仮定する。これによりこの問題
は実験的な検討ができる。もし、機能が時間的に素早く劇的に変化するのであれば、安定
したイメージング・データは得られないはずである。しかし、実際は安定した、再現可能
なデータが得られている。
これに関連するのが、mapping が学習などにより短時間で変わってしまうこと。たとえ
ば、前頭前野の機能の可塑性が高いと、その機能を状況独立的に定義することが難しくな
ってしまう。しかし、Henson はこの問題も実験で検討可能であると批判に応える。もし、
前頭前野がいろいろな課題で活性化するのなら、この領域の機能は抽象的なレベルのもの
ととらえればよい。
6

第 1 章 認知神経科学と脳の基礎知識 (ver. 6, last)
小嶋祥三
心理学者は（定義からして）行動データにのみ興味があるという批判に対して、Henson
はそのような捉え方は狭すぎて、実際的にも理論的にも問題だと応える。多くの実験心理
学者が SCR 等の生理的指標を利用しており、心理学者としてのまとまりはデータの選択で
なく、心がいかに働くかを理解するという共通の目標によるのである、と。行動の予測と
制御を標榜する Skinner の実験的行動分析派の人たちが脳研究に否定的であるのは、その
実践的な性格から理解できる。しかし、ある会合で計算神経科学の川人光男氏がやはり「予
測と制御」を目標としていると語るのを聞き、当然 BMI も視野に入っていると思われる。
第 5 章で述べるように、報酬や罰の脳研究も進展しており、行動理論と脳研究は接近して
いる。自らの立場をことさら限定することは必要ないし、共通の目標を持っているかもし
れない研究者との交流を閉ざしてしまうのは「もったいない」との感想を持っている。
なお、Coltheart (2006) が Henson の論文を批判しているが、挙げ足をとったような感
じで、Henson (2006) も直接的に対応していない。新しいところでは Passingham et al.
(2013) が脳画像研究の評価をしているので、参照されたい。
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Ⅱ．認知神経科学的な心のモデル
A. 本論文の人間の捉え方
この論文は人間の行動あらゆる側面を理解することを目指しているのではない。人間は
目標を持ち、それを達成すべく努力している。人間は目標を達成した時の状態を思い浮か
べながら、達成する道筋、手段を考えるだろう。目標達成までには多くのステップがあり、
その各々で多くの可能な道があるだろう。人間はそれらを吟味しながら道の選択するはず
だ。そして、実際に行動した場合、思い描いていた結果と実際に得た結果の照合をして、
選択を評価するだろう。その結果によって、予定通り前進することもあるだろうし、道を
変更することもあるだろう。そのようにして、目標が達成されることがあるだろうし、場
合によっては、達成は困難だと考え目標自体を変えることもあるだろう。いずれにせよ、
人間は目標を持ち、それを思い描き、それを達成する道筋を考えて行動し、その各々の段
階での結果の予測と実際の結果を照合して、自らの選択を評価し、必要であれば修正を加
える。なお、このような立場は運動・行為だけでなく感覚・知覚、さらには脳の働き一般
についても重要になりつつあると思われる（例えば、predictive coding, Bastos et al., 2012;
predictive brain, Clark, 2013）
。これらを大雑把に適応的というならば、本論文は人間の予
見的、適応的な行動の側面を主要な対象としている。
計算論を除くと、日本の神経科学者は脳と実験事実に重きを置き、理論的な面の主張は
弱い印象をもつ。理論が語られても、脳と実験事実からほとんど踏み出していない。それ
は長所でも、短所でもあるだろう。長所は誤った考えを述べないことである。短所として
は、大きな枠組みの中でいろいろな現象を適切に位置づけ、新しい問題を開拓、見通すこ
とが希薄になるだろう。何でもない実験結果が、見方の新しさによって輝きをもつことも
多い。脳機能画像研究のように複雑な心的現象が問題になるときには、この印象がさらに
強まる。これも文理融合が十分でなかったことが原因であるように思われるが、どうだろ
うか。日本の神経科学にはもう少し「大言壮語」
（泰羅雅登氏、談）があってもいいように
思う。
人間は適応的に行動するために多くの装置や機能を備えている。それは進化の産物だろ
う。本書でもしばしば動物の研究をとり上げるが、進化論を前提に、動物と人間との違い
を必要以上に述べることはしない。適応的な行動のための装置の最たるものは脳だろう。
認知神経科学は人間の脳の高次の領域、機能を主要な対象とする。以下の章では、ヒト以
外の動物による研究に関しては動物種を記述する。
B. 短期記憶からワーキング・メモリへ
脳機能のイメージング研究では、一般に実験参加者に解明すべき脳機能に関連した課題
を課し（実験条件）
、その脳機能を浮き彫りにするための統制条件との比較を行う（差分法）
。
課題状況では情報の操作や一時的な保持などが必要になることが多い。すなわち、極端な
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言い方を敢えてするならば、脳機能のイメージング研究の多くはワーキング・メモリを含
む脳研究ということになる。Baddeley & Hitch (1974) のワーキング・メモリの枠組みが脳
機能イメージング研究に適合する所以である。本書もワーキング・メモリの枠組みを拡張
したモデルを考えている。それを紹介する前に短期記憶からワーキング・メモリへの発展
を簡単に述べておく。
代表的な短期記憶を含むモデルは Atkinson & Shiffrin (1968) のものだろう（図Ⅰ-1 左
参照）
。かれらは記憶には 3 つの貯蔵庫があると考えた。感覚貯蔵庫、短期貯蔵庫、長期貯
蔵庫である。それぞれの貯蔵庫の容量、情報の持続、情報のフォーマットなどの特徴が論
じられた（Loftus & Loftus, 1976）
。すべての情報は先ず感覚貯蔵庫に収まるが、貯蔵庫間
の情報の転送に関しては次のように考えた。すなわち、感覚貯蔵庫の情報の中で注意の対
象となったものが短期貯蔵庫に転送される。短期貯蔵庫の情報の中でリハーサルの対象と
なったものが長期貯蔵庫に転送される。このような枠組みに基づいて、多くの研究が行わ
れた。しかし、言語材料の研究が多かったため各貯蔵庫の捉え方は一面的、限定的だった。
また、注意やリハーサルを実行する側面の研究が理論体系の中に十分に組み込まれていな
かった。

図Ⅰ-1 左：Atkinson & Shiffrin のモデル。右：Baddeley & Hitch のモデル。
このような点を補うようにして、Baddeley & Hitch (1974) のワーキング・メモリのモデ
ルが提案された（図Ⅰ-1 右参照）
。かれらのモデルは中央実行系（central executive）と従
属系（slave system）
、長期記憶（long-term memory）より成り立っている。中央実行系の
設定は行為主体を明確にした面がある。従属系は当初音韻ループと視空間スケッチパッド
の２つが想定された。音韻ループは 3 つの貯蔵庫のモデルの短期貯蔵庫に対応し、主に言
語材料の処理に関係する。一方、後者の視空間スケッチパッドは視空間的な材料に対応す
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る。これにより対象が広がり、中央実行系の導入は心的機能の主体 agency を明確にするこ
とにつながった。なお、後に 3 つ目の従属系としてエピソード・バッファ（episodic buffer）
が追加された（Baddeley, 2000）
。これにより、記憶のモデルから人間の心のモデルへと発
展する端緒となりえたと評価できる。しかし、様々な感覚モダリティに対応しておらず、
また、中央実行系機能の研究成果（例えば、Miyake et al., 2000）を十分に取り入れていな
いように思われる。
C. 認知神経科学的な人間のモデルの提案
本論文では以上の短期的な記憶の研究の流れと脳機能の研究を統合し、図Ⅰ-2 に示すモ
デルを提案する。このモデルでは外部環境とインタラクトする感覚（・知覚）系と運動（・
行為）系、それに直交する内部的な記憶系と情動（・動機づけ）系を考える。これら 2 種
類の系の交わるところに（認知的）制御系を想定する。これらの系内、系間はすべて双方
向的に結びついており、矢印がそれを示す。この内外に分けることは、Damasio (1999) の
core self の考えとそれに関連する脳領域、正中線領域がいわゆる default mode（Gusnard et
al., 2001）や自己など内的な過程に関係すること（Northoff & Bermpohl, 2004）
（図Ⅰ-3）
、
高次運動野の外側部が外部刺激によってガイドされる運動に関連する運動前野、内側部が
自己の意思に基づく運動に関連する補足運動野に分かれること（丹治、1999）などを参考
に考えられた。このような考えを支持するものとして Vanhaudenhuyse et al. (2010) の研
究がある。

図Ⅰ-2 この論文で提案する新しい心のモデル。
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図Ⅰ-3. 正中線領域が関係する自己 self の様々な側面。Northoff & Bermpohl (2004) Tends
in Cognitive Sciences, 8:102-107 より
認知制御系はワーキング・メモリのモデルの中央実行系に対応するものである。記憶系
はワーキング・メモリのモデルのそれと同じものだろう。長期的な陳述記憶を主な対象に
する。感覚・知覚系はあらゆるモダリティの刺激に対応するように設定され、また、ワー
キング・メモリでは扱うことが少ない運動・行為系も問題とする。感覚・知覚系、運動・
行為系、記憶系は認知制御系とインタラクトするが、制御の対象となる面を強調する意味
で従属系的な側面が強い。これらの系が認知的制御系を支配することもあるが、一時的で
ある。情動・動機づけの系を設けたことはこのモデルの特徴で、人間の心的活動の多くの
面を扱うことになった。情動・動機づけの系は認知制御の対象になるが、認知的制御系を
方向づけ、しばしば「制御」する。それは一時的なものでなく一生を通じて起こる。これ
は人間が動物であることによるのだろう。なお、言語の系がないが、各系の中で触れたい。
それぞれの系については以下の章で述べるが、無論、脳の構造や機能と関連づけて論じ
ることになる。その前に脳と脳機能イメージング法について、どうしても必要な知識に限
定して述べておく。
なお、このモデルのアウトラインは Kojima (2012) に述べられている。
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Ⅲ．脳と脳機能イメージング法
A. 脳について
1. ニューロン
脳はニューロン（神経細胞）により構成されている。ニューロンは細胞体、樹状突起、
軸索の 3 つの要素からできている。ニューロンの活動は電気的なもので、樹状突起は他の
ニューロンからの情報を受け、軸索は他のニューロンにそのニューロンの情報を伝える。
一般に軸索には鞘（髄鞘）があり、髄鞘と髄鞘の間のむき出しの部分（ランヴィエの絞輪）
を活動電位が伝わっていく（跳躍伝導）
。ニューロンとニューロンの接合部分をシナプスと
呼ぶが、空隙があり伝達物質による化学的な伝達が行われる。（図Ⅰ-4）

図Ⅰ-4. ニューロン（左）とシナプス（右）。Wikipedia を改変
2. 中枢神経系
中枢神経系は脳と脊髄よりなる。脳は前脳（大脳、間脳）、中脳、菱脳（橋、小脳、延髄）
に分けられる。間脳（視床、視床下部）
、中脳、橋、延髄を脳幹と呼ぶ。ヒトの大脳の表面
（大脳皮質）は溝、溝と溝の間の回よりなる。左右の脳半球の境（正中線）にある大脳縦
裂は最大の脳溝である。その他に外側溝（シルヴィウス溝）
、中心溝など脳の区分に重要な
溝がある。脳回について例をあげると、中心溝の前にある回を中心前回と呼び、一次運動
野がある。言語の生成に関係すると考えられているブローカ Broca 野は下前頭回の後部に
ある。大脳皮質ではニューロンが集まる灰白質が皮質表面にあり、神経線維が通っている
白質がその下にある。大脳皮質は大きく前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けられる（図
Ⅰ-5 参照）
。また、灰白質の神経細胞の分布は領域によって異なる。その細胞構築の違いに
基づく脳の区分もある。ブロードマン Brodmann の領域番号（BA）が脳画像研究ではしば
しば使われる。BA17（ブロードマンの 17 野）は一次視覚野、BA4 は一次運動野、BA44
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はブローカ野のある領域である。このように一次運動野は中心前回にあるが、そこは４野
とも呼ばれている。脳の領域の呼び方に背側（上）－腹側（下）
、吻側（前）－尾側（後ろ）、
内側（正中線に近い）－外側（正中線から遠い）がある。認知機能に関係する前頭前野の
背外側部は、一次運動野の前にある高次運動野のさらに前にある前頭前野の外側で上方の
領域をさす。皮質下の領域には大脳基底核や大脳辺縁系がある。尾状核などは大脳基底核
の一部で運動などに、海馬、扁桃核などが特に重要な大脳辺縁系の核で、それぞれ記憶や
情動に関係すると考えられている。なお、それぞれの脳領域に関しては、必要に応じて、
各章で述べる。

図Ⅰ-5. 大脳皮質の 4 つの領域。Wikipedia を改変
B. 脳機能のイメージング法
脳機能画像法には神経系の電気、磁気現象を捉える事象関連電位（ERP）、脳磁図（MEG）
と血液の動態を捉えるポジトロン断層法（PET）、機能的磁気共鳴画像法（fMRI）、近赤外
線分光法（NIRS）などがある。ここでは測定の原理やその長所、短所をごく簡単に述べる
にとどめる。詳しくは心理学評論に発表された宮内（2013）の論文、章の末尾に挙げる参
考図書を参照されたい。
1. 原理
脳の活動は電気的なものなので、ERP, MEG は脳の活動に基づく変化を直接記録してい
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る。ERP は脳波（EEG）を刺激や運動などの事象に合わせて加算平均したものであるが、
脳波の発生源のモデルでは、大脳皮質の錐体細胞の先端樹状突起とそれにつく視床などか
らの興奮性シナプスが考えられている。シナプスにインパルスが到達すると錐体細胞側に
興奮性シナプス後電位が発生し、電流が細胞体の方向に流れる。その結果、先端部は陰性、
細胞体近くでは陽性の電位となる。このような電位変化の総和が頭皮状の電極で捉えられ、
脳波が記録される。電流が流れるとそこには磁場が形成される。この磁場の変化をとらえ
るのが MEG である。したがって、ERP と MEG は同じ現象を別の面からとらえている。
一方、PET, fMRI, NIRS が脳の機能に関係するのは、活発に活動する領域は多くの酸素
を消費し、それを補うために酸素をもった血液がさらに運ばれることに基づいている。す
なわち、脳の電気的活動を記録するのではなく、血液動態からの間接的な記録である。PET
で脳機能を計測する場合、放射性同位元素である酸素 15 で標識された水を利用することが
多い。この放射性同位元素の半減期は約２分である。放射性の水は脳内の局所血流に比例
して蓄積する。したがって、血流量が多いと、以下に述べる消滅光子の数も多くなる。酸
素 15 は不安定なため陽電子を放出する。放出された陽電子は電子に引き寄せられ、両方の
電子が出会うと消滅し、２つの消滅光子が生じる。これらの光子は正反対の 180 度の方向
に飛んでいく。この２つの光子をリング状に配列した放射線検出器による同時計数回路で
計測し、脳の局所血流量を測定する。
fMRI は血液中の酸素量の変化による血液の磁気特性への効果を利用する。MRI は生体内
の水分子を利用するが、その中の水素原子は磁場の中におかれると、地球の磁場の中の磁
石のように整列する。磁場強度で決まる周波数で回転軸を傾けながら回転する（核スピン
の歳差運動）
。核スピンは縦磁化成分（z）と横磁化成分（x-y）に分解される。この状態で
歳差運動と同じ周波数の電磁波を与えると、励起が起こる。励起では縦磁化成分が減少し、
横磁化成分が増大する。電磁波を止めると励起とは逆の緩和が起こり、緩和では縦磁化成
分が回復（T1 緩和）
、横磁化成分が減衰する（T2 緩和）。x-y 平面上に受信コイルを置くと、
横磁化成分を取り出すことができる。これが MR 信号である。横磁化成分の減衰は白質、
灰白質、脳室で異なるので、それぞれの構造を可視化できる。MR 信号は原子の化学的環境
の影響を受ける。一般に、活動が上昇している脳領域では需要を上回る酸素、すなわち血
液が供給される。血液中の酸素量の変化は血液の磁気特性に大きな影響を持つ。fMRI の
BOLD (blood oxygenation level dependent) 効果はこの点を利用している。脱酸素化ヘモ
グロビンは常磁性で磁場に影響を与え、MR（T2*）信号を弱める。しかし、酸素を含む酸
素化ヘモグロビンが大量に供給されるために磁場の均一性が高まり、T2*信号は増大する。
fMRI の装置はこの過程を捉えている。したがって、活性化の高い脳領域では大きな BOLD
効果が得られる。
NIRS は酸素化、脱酸素化の両ヘモグロビンの変化を測定する。NIRS では近赤外光を頭
皮上から脳内に照射し、脳内で散乱する光を頭皮上で受光する。酸素化ヘモグロビンと脱
酸素化ヘモグロビンでは吸光特性が異なるので、２つの波長光を用いて両ヘモグロビンの
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変化を検出できる。
2. 長所、短所
これらの方法には長所、短所があり（表Ⅰ-1 参照）、ERP, MEG は早い現象を捉えるの
に適しているが、すなわち、時間分解能は優れているが、活性領域を正確に捉えるのには
向いていない、すなわち、空間分解能は低い。したがって、ミリ秒（1/1000 秒）単位のは
やい現象を検討するのに適している。ERP と MEG は空間分解能が異なっている。脳波（電
場）の場合、脳と頭皮の記録電極の間には脳脊髄液、頭蓋骨、頭皮があり、これらは導電
率が異なる。脳の電気的な活動はこれらの影響をうけるので、脳の活動部位を推定するこ
とは容易でない。一方、磁場はこれらの影響をうけないので、MEG では活動部位の推定は
より容易かつ正確になる。しかし、MEG にも問題がある。磁場は距離の２ないし３乗で減
衰するので、皮質下の活動の同定は難しい。また、錐体細胞の樹状突起の方向により記録
が困難になることがある。一般に MEG は脳回でなく脳溝の活動を記録していると考えら
れている。また、脳磁場が極めて微弱なため、正確な記録には高性能の磁気シールドを必
要とする。装置、維持費も高額である。これに対して脳波は装置、維持費ともに低額に抑
えることができる。
表Ⅰ-1. 脳機能画像法の長所と短所

時間分解能
空間分解能
非侵襲性
実験の制約

ERP
○
×
○
○

MEG
○
△
○
△

PET
×
△
×
△

fMRI
△
○
○
×

NIRS
△
△
○
○

○制約少ない

PET は皮質のみならず、脳の深部の局所血流量を測定することが可能で、かなりよい空
間分解能をもつ。身体の動きの制限は以下に述べる fMRI ほどきつくはない。しかし、放射
線の被曝があり、同一被験者に多数回実験に参加してもらうわけにはいかない。また、時
間分解能は低く、分のオーダーである。時間的に速い現象を追うことはできない。装置も
高価で、操作には資格が必要である。
fMRI の最も優れている点は、高い空間分解能である。脳の構造と機能を同時に計測でき
る利点もある。時間分解能は秒単位となり、PET よりは優れている。被曝の心配もない。
被験者の動きに制限が大きいこと、入れ歯など生体内の金属の影響を受けやすいこと、装
置の騒音が激しいこと、強い磁気で実験装置と実施に制約が大きいことが問題である。ま
た、装置が高価で高額の維持経費も必要である。
NIRS の最大の特徴は侵襲性がなく、記録が簡便なことである。大型の装置は不要で、乳
幼児にも適用できる。動きに対しても PET, fMRI に比べれば頑健である。記録の制約が少
ないので、日常的な場面で記録ができる。また、複数の被験者から同時計測することも容
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易である。時間分解能も 100 ミリ秒単位である。しかし問題もある。先ず、空間分解能が
劣り、加えて皮質部分しか記録できない。頭皮の血管の影響りそうだ。ただし、装置は比
較的安価で、維持経費もわずかである。
以下の章で、PET と fMRI を利用した研究については単に「脳機能画像法」と表現し、
それ以外については ERP, MEG, NIRS など方法に言及する。なお、脳機能画像研究では類
似した条件で実験を行っても、類似した結果にならないことがしばしばある。結果の解釈、
理解には注意が必要だろう。Carp (2012)、宮内（2013） は脳機能画像の問題点を論じて
いるので、参考にしてほしい。
なお、認知神経科学の教科書として、Gazzaniga et al. (2009) Cognitive Neuroscience:
The Biology of the Mind と Carlson (2009) Physiology of Behavior、泰羅・中村訳 (2010)
神経科学テキスト－脳と行動を章末に挙げておく。
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