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第 4 章 記憶
記憶は時間的な面から一般に長期的なものと短期的なものに分けられる（中期記憶を考
えることもある）
。ここで問題にする記憶はいわゆる長期記憶 long-term memory であり、
短期記憶あるいはワーキング・メモリは認知的制御の章で述べる。また、長期記憶の中の
主に陳述記憶に焦点を当てる。運動学習は第 3 章でとりあげた。知覚学習については第 2
章で僅かにふれたにすぎない。最近、Eagleman & Dragoi (2012)、Jehee et al. (2012) が
知覚学習に絡む報告をしているので参照されたい。われわれは様々な記憶を持っている。
子供の頃に起きたこと、言葉、自転車に乗るスキルなどである。これらの記憶は同じ特性
をもつのか、関連する脳領域は同じなのだろうか。

Ⅰ．様々な記憶とその障害
A. 長期記憶の分類
長期記憶は言語で表現できる陳述記憶 declarative memory とできない非陳述記憶
non-declarative memory に分けるのが一般的である（図Ⅳ-1 を参照されたい）。

図Ⅳ-1 様々な記憶。Gazzaniga et al. (2009) を改変
1. 陳述記憶
陳述記憶は経験に関するエピソード記憶 episodic memory と知識に関する意味記憶
semantic memory に分けられる。エピソード記憶には、例えば小学生の時のような古い記
憶や、昨夜起こったことなどの最近の記憶がある。一般に、時間と場所が特定される。し
かしながら、食事など毎日同じように繰り返されることがらと、成人式の記憶など一生に
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一度の記憶では性質が異なるだろう。後者のように自己との関連が強い記憶は自伝的記憶
autobiographical memory として別に扱われている。
一方、意味記憶は様々な知識に関する記憶で、目の前にあるものが「コンピュータ」で
あり、われわれは「日本」に住んでいるなどがその例である。概念など言語が関係する知
識は意味記憶である。
「北海道は日本の北にある島ですか？」という問いは意味記憶に関す
る問いであり、
「あなたは北海道でキタキツネをみましたか？」という問いはエピソード記
憶に関する問いである。脳機能画像研究などがエピソード記憶と意味記憶の分類に疑問を
投げかけているが、それは後で述べる。
2. 非陳述記憶
非陳述 記憶には手続き記 憶 procedural memory、知覚的プラ イミング perceptual
priming、古典的条件づけ classical conditioning、慣れ habituation がある。手続き記憶に
は自転車に乗るスキルなどが含まれる。自転車に乗ることは「身体が覚えている」のであ
って、言葉で表現することは難しい。知覚的プライミングは先行する刺激が後続する刺激
の処理に影響を与える現象である。古典的条件づけはいわゆるパブロフ流の条件反射のこ
とである。条件刺激（音）と無条件刺激（餌）を対提示することにより、餌で誘発される
唾液分泌（無条件反応）が音により誘発されるようになる（条件反応）。慣れは同じ刺激を
反復的に提示することにより、その刺激に対する反応が減弱する現象をいい、疲労とは区
別される。運動学習などの手続き記憶や知覚学習については別の章で述べた。
B. 長期記憶の分類と記憶の障害
このような長期記憶の分類を支持する結果が記憶の障害でみられる。この点に関しては
テンカンの治療のために両側の海馬の切除手術を受けて記憶障害になった有名な HM 氏
（Henry Molaison 氏、2008 年 12 月 2 日死去、最近 Draaisma, 2013 の記事がある）の症
例が参考になる。HM 氏に起こったことはエピソード記憶の障害で、健忘症といわれてい
る。健忘には 2 種類あり、HM 氏の例では、手術する以前のすでに持っていた記憶を忘れ
ること（逆向健忘）と手術後の新しいエピソード記憶をつくられないこと（前向健忘）で
ある。HM 氏は重篤な前向健忘と部分的な逆向健忘になった。すなわち、手術後に経験し
た出来事を覚えることはできなかった。手術後に会った人は、会ったという記憶ができな
いので、すべて初対面ということになる。HM 氏は 27 歳の時に手術を受けたが、逆向健忘
は部分的だった。すなわち、手術前数年間の記憶は失われたが、それより前の記憶は残っ
ていた。もし、自己 self がエピソード記憶、自伝的記憶に依存するならば、HM 氏は若い
頃の自己しか持てないことになる。
本題に戻ろう。では、HM 氏や海馬損症による健忘症の患者の他の記憶はどうなったの
か。HM 氏は意味記憶に属する言葉や文字を保持していた。したがって、普通に会話し新
聞や雑誌を読むことができたし、テレビの番組も楽しむことができた。手続き記憶を含む
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非陳述記憶も保持していた。したがって、もし HM 氏が自転車に乗れたなら、手術後にも
問題なく自転車に乗れたはずである。実験室における回転盤追跡課題のような知覚－運動
学習の獲得もできた（ただし、その訓練をしたことは覚えていない）
。古典的条件づけも成
立する。これらの事実は上記の分類が概ね適切であることを示している。海馬は記銘に重
要な役割を演じるが、記憶情報はいずれ海馬から皮質に転送されるので、海馬は長期の保
持への関与が減少すると考えられた。この点については別に述べる。なお、短期記憶、ワ
ーキング・メモリも保たれていた。この点に関して、Finke et al. (2013) は、前頭、頭頂を
含む海馬－新皮質の短期記憶のネットワークの再構成が損傷の影響を補うと考えている。
C. 異なる視点からの長期記憶の分類
最近、Henke (2010) は異なる視点から記憶を分類している。この説では、上記の記憶の
分類は意識の面からの分類であるとする。すなわち、陳述記憶を意識的、明示的 explicit
な記銘、想起が関係し、非陳述記憶を非意識的、暗黙的 implicit な記銘、想起が関係する
記憶と捉えており、前者の意識的な記憶には海馬が重要な記憶とされてきた、と。Henke
も複数の記憶の存在を認めるが、それらは意識的な面だけでなく、他の面でも異なってい
ることに注目する。記銘に要する試行数、認知的な複雑さ、記憶の心的表象の性質におけ
る相違である。

図Ⅳ-2. Henke (2010) の記憶の分類
熟練（スキル）や古典的条件づけは獲得に多数回の試行を必要とするが、エピソード記
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憶やプライミングは一度の経験で獲得される。プライミングや古典的条件づけは少数の処
理機構や過程しか必要としないが、エピソード記憶は感覚的、概念的、情動的、時間的、
空間的など多数の情報を統合、バインド bind して成立している。心的表象の性質について
は次のように考える。エピソード記憶の心的表象は記憶の構成要素の独立性と柔軟性によ
って特徴づけられる。エピソード記憶では構成要素は分離できない単一のまとまりになっ
ていない。構成要素は個別的にアクセス可能である。構成要素やそれらが連合したものは
独立に保存されているので、様々なルートで再活性できる。その意味で、エピソード記憶
は表象的に柔軟性があると言える。この柔軟性が新しい想起の事態で記憶の推論的な使用
を可能にする。また、記憶されたエピソードの一部の末端の要素は、連合した要素を再活
性することにより、エピソード全体を活性化できる。一方、非陳述記憶も複数の関連した
要素より構成されるが、通常は単一で分離不可能なまとまりとして表象される。
そして、海馬は意識的な記憶に関係するという従来の考えを批判し、図Ⅳ-2 に示す新し
い記憶の 3 つの分類を提唱した。エピソード記憶は速い、連合的な記銘、柔軟な記憶表象
により特徴づけられ、海馬と新皮質が関係する。ゆっくりした記銘、固定的な連合により
特徴づけられるのが手続き記憶、古典的条件づけ、意味記憶で、それぞれ大脳基底核、小
脳、大脳新皮質が関係する。familiarity（後述）とプライミングは速い記銘と単一あるいは
まとまりのある項目の記憶が関係し、それぞれ海馬傍回、新皮質が関係するとした。記憶
の機能脳画像研究は従来の分類に沿った研究が多い。しかし、最近は行動主義心理学が行
ってきた強化（報酬や罰）に基づく学習、記憶への関心が高く、Henke の分類と整合する
面があるかもしれない。
D. 脳機能画像研究と記憶の分類
エピソード記憶と意味記憶の区分は必ずしも明確でない。自伝的記憶はエピソード記憶
の一種であるが、この記憶を取り入れると、エピソード、意味記憶の区分が不明確になる。
Gilboa (2004) のメタ分析は自伝的記憶がエピソード記憶よりも前頭葉の内側部で、エピソ
ード記憶は自伝的記憶よりも右背外側前頭前野で活性が強いことを示している。人生で２
度も起こることのないユニークで特別なことがらの記憶を personal episodic、一週間前の
夕食に関する記憶のように毎日繰り返される日常的なことがらの記憶は意味記憶的な側面
が強まるので personal semantic、通常の意味記憶を general semantic と呼ぶ研究者がい
る（Levine et al., 2004）
。これらの記憶が異なるものならば、対応して活性化する脳の領
域も異なってくることが考えられる。Levine らは personal episodic と personal semantic,
general semantic を比較したところ、前者で自己に関与すると考えられている正中線部の
内側前頭前野、後部帯状回、側頭頭頂接合部などが活性化した。また、personal semantic
と general semantic の比較では、前者で内側前頭前野、側頭頭頂接合部などが活性化した。
Maguire & Mummery (1999) もエピソード記憶と意味記憶の境界を検討している。かれ
らは個人の関与の程度（P+, P-）と時間特定可能性（T+, T-）から記憶を 4 種類に分類して
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い る 。 実 験 で 使 わ れ た 刺 激 で は な い が 、 例 を 挙 げ て お く 。 P+T+ を 自 伝 的 出 来 事
autobiographical events（例：私は親友の結婚式でスピーチをした）
、P-T+を公共的な出来
事 public events（イラクで戦争があった）
、P+T-を自伝的な事実 autobiographical facts（私
には兄がいる）
、P-T-を一般的な知識 general knowledge（中国は人口が多い）と呼んで区
別した。P+T+で活性化したのは内側前頭前野、左側頭極、海馬、P+T+, P+T-で活性化した
のは左側頭頭頂接合部、
この 4 種類の記憶すべてに応じて活性化したのは左側頭皮質前部、
左海馬傍回、後部帯状回だった。
これらの結果は、自伝的記憶から一般的なエピソード記憶、そして意味記憶の間にはグ
レードがあり、個人（自己）性が薄らいだ出来事の記憶は意味性を帯びると考えられる。
後で述べるが、Rolls & Kesner (2006) らは記憶情報が海馬から大脳新皮質に転送、固定さ
れると意味記憶的になると考えている。このことは HM 氏に残された記憶の内容に関する
議論と関係する（例えば、Moscovitch et al., 2005, 2006）
。HM 氏に残された手術前のエピ
ソード記憶は意味記憶の要素が強い可能性があり、われわれの記憶とは異なるかもしれな
い。想起に関して、海馬がない HM 氏は情動や細部を含む生き生きとした経験を再現でき
ていない可能性がある。なお、最近 Renoult et al. (2012) は personal semantics に焦点を
当てて、エピソード記憶と意味記憶の分類の問題を論じているので、参照されたい。
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Ⅱ．記銘と想起
以下、エピソード記憶について述べる。意味記憶についてはⅤでまとめて扱う。
記銘と想起は認知的制御機能であるが、ここでは記憶研究で問題になっているテーマに
ついて紹介する。
A. 想起における familiarity と recollection
記憶を想起した時に細部まで詳細に思いだせないがそれを経験したという意識は持つ場
合と、細部まで明瞭に思い出せる場合とがある。前者を familiarity、後者を recollection
という。これらの記憶は手続き的にはそれぞれ know（知っている）記憶と remember（覚
えている）記憶に大雑把に対応するようである。さらに、項目 item の記憶と状況 context
も含む記憶に分ける考えもあるが、研究者により異なる使い方もなされているようなので、
細部には立ち入らないことにする。recollection、familiarity と記憶の強さの関係について
はいろいろな考えがあるようだが、Evans & Wilding (2012) の脳磁図の研究があるので、
参考にされたらいいだろう。
この点を検討した Henson et al. (1999) の実験を紹介する。単語を記銘させ、再認テス
トで recollection （R 判断）
、familiarity（K 判断）、 覚えていない（N 判断）の三項で答
えさせた。R と K 判断の比較では、左の前頭前野、左上頭頂葉、後部帯状回で R > K の活
性がみられ、右の内外の前頭前野で K > R の活性がみられた。R 判断は左半球、K 判断は
右半球が関係する。この K 判断の結果は記憶が不確かな時に記憶のモニターの要求が高ま
ることを反映すると考えられている。なお、再認時に R 判断、K 判断された項目の記銘時
の活性を検討すると、左の前頭前野では R > K の活性がみられた。これは次の B のテーマ
に関係する。なお、海馬やその周辺の皮質と familiarity、recollection の関係については側
頭葉内側部のところで述べる。
なお、recollection に関わる大規模な脳内ネットワークについて Fornito et al. (2012) が
記述している。脳全体を見渡せるのがニューロイメージング方の利点なので、脳のある領
域に関心があっても、脳全体の活動状態を考慮に入れておくことが好ましい。Bergstrom et
al. (2013) はさらに脳波、脳磁図を併用することにより、recollection に関連する領野の活
動時期について明らかにした。それによると、内側頭頂皮質は domain-general, 左前頭前
野は domain-specific と異なるが、いずれの領域も想起の後半で活性化した。
B. 覚えている記憶と忘れられた記憶：記銘時の活動
ここで紹介するのは事後記憶効果 subsequent memory effect と呼ばれている現象である。
例えば、多くの写真を見せ、1 週間後に以前見せた写真に新しい写真を混ぜて提示すると、
以前見た写真を覚えていたり（hit）、忘れたりする（miss）
。また、新しく加えた写真を初
めてみるものと認識したり（correct rejection）、以前見たと思ったりすることがある（false
6
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alarm）。ここで問題とするのは、1 週間後に覚えていた項目（写真）と忘れられた項目は
記銘時に同じように記銘されたのか、それとも異なった記銘をされたのかという問いであ
る。記銘時に何らかの操作をしなければ、行動だけの実験ではこの点を検討するのは容易
ではない。しかし、記銘時に脳の活性を計測し、想起時の結果（覚えていた、忘れた）に
基づいて、それぞれの項目ごとに記銘時の脳の活性を調べることが可能である（図Ⅳ-3）。
この効果についての研究をいくつか紹介するが、Paller & Wagner (2002) の総説、Kim
(2011) の 74 の fMRI 研究のメタ分析を参照されたい。
Wagner et al. (1998) と Brewer et al.
(1998) はそれぞれ単語と室内外の写真を記銘させ、その後再認テストを行った。その結果、
Wagner らは左下前頭回や左の海馬傍回、紡錘状回で覚えていた刺激が忘れてしまった刺激
よりも強い活性を示すことを見出した。Brewer らは右の前頭前野や左右の海馬傍回で同様
に覚えていた刺激の活性が強かった。すなわち、記銘時に前頭前野、海馬関連領域、視覚
バッファの活性が弱いとその項目は後に忘れられてしまう可能性が高い。なお、Daselaar et
al. (2004) が 示したように 、活性が低い 項目をよく 覚えているこ ともある （ reverse
subsequent memory effect）
。最近、Carr et al. (2013) は課題の要請（distinctiveness vs
familiarity）
、海馬下位領域と subsequent memory effect の関係を高解像度の fMRI で検討
した。distinctiveness に注意する課題の方が想起はよいが、DG/CA2,3 と海馬傍皮質では
いずれの課題でも、CA1 と海馬台では distinctiveness の課題のみで subsequent memory
effect がみられた。

図Ⅳ-3. 事後記憶効果の手続き(a)と結果(b). Paller & Wagner (2002) Trends in Cognitive
Sciences, 6:93-102 より
7

第 4 章 記憶 (ver. 6, last)
小嶋祥三

C. 記銘時と想起時の脳活性の相関
すでに第 2 章で述べたが、顔の知覚や記銘は顔領域を活性化させるが、顔の想起（特
に recollection）も同じ顔領域を活性化させる。このことは想起とは記銘時の脳の活性を再
現させることであるという考えに導く（例えば、Nyberg et al., 2000; Wheeler et al., 2000;
Polyn et al., 2005; Johnson & Rugg, 2007; Skinner et al., 2010）
。すなわち、記銘時と想
起時の脳の活性は相関する可能性がある。Johnson et al. (2009) はこの問題に decoding
( MVPA) を適用した。3 種類の記銘のデータで学習させ、想起データで分類を行わせたと
ころ、チャンス・レベル以上の推定が後部帯状回などで得られた（図Ⅳ-4）
。今後の研究が
期待される。最近、ヒトの内側側頭葉のニューロン活動でも記銘と想起の活動の相関が報
告された（Miller et al., 2013）
。B の subsequent memory effect も考え合わせると、覚え
ていた項目と忘れた項目は記銘時と想起時の活動の相関に違いがあるとも考えられ、
Ritchey et al. (2013) がそれを報告している。最近、Buchsbaum et al. (2012) は vivid な
想起とその刺激（ビデオクリップ）の記銘時の活性の関係を検討し、両者がオーバーラッ
プすることを報告している。Staresina et al. (2012a) も単語と風景の対連合の学習で、記
銘時と想起時の海馬と海馬傍回の活性の相関をここの item レベルで検討した。想起時には
単語を提示し、それが記銘時にあったと判断された場合は、風景の想起を求めた。その結
果、海馬傍回で高い相関を得た。海馬では高い相関はなかったが、その活性は海馬傍回の
活動再現 reinstatement と相関しており、皮質における想起関連の活動を調整していると
考えた。

図Ⅳ-4. MVPA (decoding) による想起内容の推定。左図の A は後部帯状回、B は後膨大部
皮質。
Remember は recollection, Sure Old は familiarity の一種。
右図が decoding の結果。
Johnson et al. (2009) Neuron, 63:697-708 より
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Staresina et al. (2013b) はものと風景の対連合学習の記銘と想起の間に 2 分の delay を
設け、その間に自発的に生起する再活性を representational similarity analysis で項目ご
とに検討した。
その結果、
再活性は嗅内皮質 entorhinal cortex と後膨大部皮質 retrosplenial
cortex で生起していた。これらの領域で再活性と事後記憶効果の関係を検討したが、
cued-recall で再生された項目は、忘却された項目と比較して、再活性が多いことを示した。
この問題は記憶の転送と固定のところで再び取り上げる。
やや異なる問題意識であるが、Xue et al. (2010) が類似した点を検討している。この研
究は、繰り返しの訓練が記憶を確かなものにするのはどのような脳の活動によるのか、と
いう点を問題にした。その結果、記憶される項目は忘れられる項目に比べて、訓練間で同
じ脳の活動が再現、すなわち、高い相関がみられた。この pattern similarity には前頭頭頂
の認知制御と繰り返しの訓練によるパターンの再現 pattern reinstatement が類似性を増
大させ、記銘を確実なものにすると考えている（Xue et al., 2013）
。
これらの知見は、想起は一種の記銘であり、記憶を強める働きをすることを示唆する。
この点に関しては記憶の固定のところで再び問題にする。

図Ⅳ-5. 意図的な忘却に関係する領域。棒グラフで抑制（薄い灰色）と他の記憶の想起（濃
い灰色）
。A: 右背外側前頭前野、B: 右海馬、C: 左尾側前頭前野、D: 左中部腹外側前頭前
野。Benoit & Anderson (2012) Neuron, 76:450-460 より
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D. 意図的な忘却
この問題について最近 2 つの論文がでたので、紹介する。Benoit & Anderson (2012) に
よると、意図的な忘却には２つのメカニズムがある。一つは忘れたい記憶の抑制、もう一
つは他の記憶の想起で、前者は右の前頭前野と海馬、後者は左の後方と腹外側の前頭前野
が関係する（図Ⅳ-5）
。Paz-Alonso et al. (2013) は想起の抑制に関わるネットワークを機能
結合の研究で検討した。それによると、右の外側前頭前野－帯状皮質－頭頂葉－海馬によ
るネットワークが想起抑制に関係していた。Hanslmayr et al. (2012) は記憶の形成と広い
範囲の脳領域における活動の位相同期が関係すると主張する（位相同期に関しては、第 2
章 p.23 で簡単に触れた）
。かれらは脳波と fMRI の同時記録、磁気刺激を利用して、意図的
な忘却でこの問題を検討した。その結果、「覚えろ」という手掛かりと「忘れろ」という手
掛かりに対する脳波の比較では、11-18 Hz で前者の同期的活動が有意に増加していたが、
後者ではそのような傾向はみられない。fMRI の結果は、左の背外側の前頭前野において忘
却条件で記銘条件よりも強い活性がみられた。また、この領域と右海馬の間の機能的結合
性は忘却条件で低下していた。また、左背外側前頭前野への磁気刺激は忘却を強めた。
E. 想起における認知的制御
Kuhl et al. (2013) は当面の状況に重要な刺激 target とそうでない刺激 incidental の想
起 reactivation を decoding (MVPA) で検討している。その結果、内側側頭葉は刺激の重要
性に関係なく強い活性を示すが、前頭－頭頂皮質は target 刺激に対して選択的な活性を示
した。これを goal-modulated reactivation と呼んでいる。これらの再活性は事後記憶効果
があった。なお、この問題は第 6 章のテーマである。
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Ⅲ．側頭葉内側部の機能
A. 側頭葉内側部の構造
図Ⅳ-6 は Rolls & Kesner (2006)、Rolls (2010) による海馬と関連する構造、神経回路を
模式的にあらわしたものである。図にあるように、前頭、頭頂、側頭、後頭葉皮質など新
皮質からの入力は海馬傍回 parahippocampal gyrus、周嗅皮質 perirhinal cortex を経て、
嗅内皮質 entorhinal cortex に集まる。そこからの情報は歯状回 dentate gyrus、海馬の CA3
で処理され、CA1、海馬台 subiculum を経て、嗅内皮質よりこれまでとは逆の方向で皮質
に戻る。図Ⅳ-7 に海馬と周辺の領域を示す（Carr et al., 2010）
。

図Ⅳ-6. 海馬と関連領域の模式図
神経回路については、嗅内皮質の 2 層の錐体細胞 pyramidal cell の軸策は貫通経路
perforant path となって歯状回の顆粒細胞 granule cell、CA3 の錐体細胞の樹状突起にシナ
プスする。歯状回の軸策は苔状線維 mossy fiber を構成し、CA3 の錐体細胞にシナプスす
る。また、CA3 の錐体細胞の軸策の側枝は自分自身にもどる（反回側枝、recurrent
collateral）。歯状回、CA3 での処理結果は CA1 の錐体細胞に伝えられるが、CA1 には嗅内
皮質の 3 層からの情報も来る。CA1、海馬台から嗅内皮質に海馬の処理結果が伝えられる。
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その一部は脳弓 fornix により中隔部 septum、側坐核 nucleus accumbens、乳頭体
mammillary body、視床前核 anterior nucleus of thalamus へ出力される。
最近、Libby et al. (2012) はヒトの周嗅皮質、海馬傍皮質と海馬、他の脳領域との機能結
合を検討している。それによると、周嗅皮質は海馬の前部、海馬傍皮質は後部との結合が
強く、この傾向は CA1 や海馬台で顕著だった。また、周嗅皮質は側頭葉の前方部、前頭葉
との結合が、海馬傍皮質は内側側頭葉の後部、頭頂葉、後頭葉との結合が強かった。記憶
の脳内過程を考える時に参考になるだろう。なお、海馬は前後方向の違いが問題になるこ
とがある。加齢による萎縮は前部で顕著との報告がある（Ta et al., 2012）
。

図Ⅳ-7. 海馬とその周辺の領域。緑：CA1, 青：歯状回/CA2/3, 赤：海馬台, 桃：周嗅皮質,
水：嗅内皮質, 黄：海馬傍皮質。Carr et al. (2010) Neuron, 65:298-308 より
B. 側頭葉内側部と recollection、familiarity
海馬が recollection に関係することは多くの研究が示している（例えば、Yonelinas et al.,
2005; Woodruff et al., 2005; Daselaar et al., 2006; Diana et al., 2007 の総説）
。一方、
familiarity に関しては研究間で一致していない。例えば、Strange et al., (1999)、Daselaar
et al. (2006) は海馬傍回の後方、Ranganath et al. (2003)、Montaldi et al., (2006) 、Diana
et al. (2007) 、
Wang et al. (2014) は前方の周嗅皮質が familiarity に関係するとしている。
familiarity は一般に周嗅皮質との関連が強いようだが、今後も研究が必要である（この点
に関して、Martin et al., 2013 は刺激の種類によっては海馬傍皮質が familiarity に関係す
ることを示している）
。最近、Staresina et al. (2012) は海馬と周嗅皮質の機能的な差異を
fMRI と深部脳波を用いて、時間面から検討している。それによると、先ず、刺激後 200ms
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で周嗅皮質に familiarity (item) 効果が現われ、250ms 後に海馬に recollection (source) 効
果が現われ、続いて、周嗅皮質に recollection 効果がみられるという。最初の周嗅皮質の
familiarity 効果が海馬の recollection 効果を惹起させ、海馬と周嗅皮質の相互作用で
recollection が行われると考えている。この論文ではサルやヒトの海馬などのニューロン活
動の記録の研究（Viscontas et al., 2006; Gelbard-Sagiv, et al., 2008; Rutishauser et al.,
2008; Takeuchi et al., 2011）が多く引用されている。より詳細な研究が必要な段階になっ
たとの感想を持つと同時に、動物研究の必要性が増すことが予想される。なお、最近 Sadeh
et al. (2014) が recollection と familiarity の性質の違いについて、decay と妨害への耐性
から論じているので、参照されたい。
C. 記憶の理論、計算論
海馬 やその周 辺の側頭葉内 側部と記 憶に関しては 多くの理 論がある。標 準固定 説
standard consolidation theory (Squire & Alvarez, 1995 など) や多重痕跡説 multiple
trace theory (Moskivitch et al., 2005, 2006) である。その他に空間機能を重視する認知地
図説 cognitive map theory (Burgess et al., 2002 など) や後で述べる計算論などがある。こ
こでは標準固定説と多重痕跡説の違いの重要な点を述べておく。記憶は 2 段階の固定のプ
ロセスがあると考えられている。まず、経験が海馬により統合され記憶痕跡を形成する段
階で、rapid or synaptic consolidation と呼ばれ、数秒からせいぜい数日続く。次に、数カ
月から数十年にわたる prolonged or system consolidation の段階があると考えられている。
痕跡の固定は海馬と新皮質で行われると考えられている。
最初の段階に関しては、この二つの説の間に見解の相違はない。一方、後者の段階に関
しては考えが異なってくる。標準説では、固定が進むと痕跡に関して、したがって古い記
憶 remote memory の保持と想起に関して、海馬の役割は減少し、新皮質の重要性が増し、
最終的には海馬は不要になると考える。固定に必要な期間は逆行健忘の期間に対応する。
多重痕跡説は後者の段階に関して懐疑的であり、海馬の役割は記憶の新しさ、古さに関係
なく続くと考える。この説では、古い記憶は想起されるたびに再記銘され、より大きく、
強い海馬/内側側頭葉－新皮質の痕跡となる。それ故、新しい記憶よりも損傷の影響を受け
難くなる。海馬にある痕跡は見出し index のようなもので、vivid な想起には必要となる。
新皮質の痕跡は意味記憶的なものになると考える。
しかし、ここではこれらの説の論争に深入りはしない。ここではより包括的な計算論の
立場で研究をまとめる。この立場は Marr (1971), McClelland et al. (1995), Kesner &
Hopkins (2006), Rolls & Kesner (2006) などにより主張されている。pattern separation,
pattern association, pattern completion, consolidation といった機能で記憶の記銘、想起
を考える。ここでは Rolls & Kesner (2006)により、海馬の記憶機能に関する計算論につい
て簡単に紹介する。
Pattern separation は類似した記憶を分離、差別化する機能である。したがって、新奇刺
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激の検出などに関係する。歯状回の役割が重視されている。エピソード記憶は時間、空間
が関係し、様々な要素から成り立っている。Pattern association はそれらの要素をまとめ
て一つの記憶にする、海馬の記憶機能の中心的な役割である。CA3 の反回側枝による回路
が主要な役割を果たすと考えられている。Pattern completion は記憶を構成している要素
の一部がその記憶全体を想起させることである。
最後の Consolidation 固定は記憶の再活性 replay や情報の海馬から新皮質への転送に関
係する。海馬の損傷では、前向健忘が主要な症状で、逆向健忘は限定的だった。このよう
な点とも関係する。また、すでに述べた事後記憶効果、記銘と想起の活性の相関とも深く
結び付いている。
D. 計算論と脳の機能：動物研究からヒトの研究へ
海馬の記憶に脳に関しては動物の研究が先行している。その理由の一つは海馬の下位領
域の分離が通常の fMRI では難しいからだろう。しかし、最近の研究では、高解像度の fMRI
が海馬の諸構造を脳画像で分離するのを可能にしている（Carr et al., 2010）
。ここでは動
物の研究や高解像度 fMRI の研究を含めて、計算論が主張する記憶機能がどのように検討さ
れているか、以下に紹介する。その前に海馬各下位領域と記銘 encoding と想起 retrieval の
関係について述べる。
1. 記銘、想起と海馬下位領域
Zeineh et al. (2003) は顔－名前の対の記銘、再生を 4 回繰り返し、その間の海馬の下位
領域の活性を検討した。その結果、歯状回や CA2/3 は記銘に関係し、反復に従って活性は
減少した。一方、海馬台は記銘より再生で活性が強いが、いずれも反復で活性は弱まった。
この結果は上に示した Rolls & Kesner (2006) の回路図とよく合致する。しかし、海馬台が
想起に関係するという結果もあり（Preston et al., 2009）
、海馬の下位領域の機能を単純化
しない方がいいかもしれない。さらに検討が必要だろう。
2. Pattern separation と新奇刺激への反応
Gilbert et al. (1998; 2001) はラットに一種の遅延反応課題を訓練した。重要な点は遅延
後の選択時に物体間の距離が 15cm から 105cm まで 5 段階で離れていることである。学習
基準到達後に歯状回あるいは CA1 を破壊し再テストを行ったところ、歯状回損傷のラット
は物体間の距離が短い条件で成績が低下し、障害がみられた。一方、CA1 損傷のラットは
歯状回損傷ラットほどの障害はなく、統制群のラットと大きな差はみられなかった。この
結果は歯状回の損傷により類似した刺激（短い空間距離）の分離が難しくなったためと理
解され、歯状回が空間的な pattern separation に重要な役割を果たすと考えられた。
ヒトの脳機能画像研究では、Bakker et al. (2008) が繰り返し与えられる repeat 刺激、
その刺激と類似した lure 刺激、初めて提示される 1st 刺激に対する海馬の活動を調べた。
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その結果、左の歯状回/CA2,3 では 1st と lure 刺激が同程度に活性化した。これはこの領域
が pattern separation に関係すると解釈された。一方、右の CA1 では repeat と lure 刺激
が同程度の活性化を示した。この結果は CA1 が pattern completion に関係するとされた。
この研究では歯状回と CA2,3 は分けられていない。CA3 は歯状回からの苔状線維の入力を
受けるので、pattern separation に関係するのだろう（Leutgeb et al., 2004）
。ただし、後
で述べるように CA3 には他に重要な機能があるので、海馬下位領域の機能をあまりに単純
化しない方がいいだろう。Lacy et al. (2011) は Bakker らの研究を発展させ、刺激の類似
度を操作し、同様の結果を得ており、Kirwan et al. (2012) は海馬損傷の患者で pattern
separation に障害がでることを報告している。また、Duncan et al. (2012) は pattern
separation, pattern completion のいずれになるかは、先行経験が影響することを示した。
先行的な新しい対象の記銘は pattern separation を、古い対象の想起は pattern completion
へのバイアスを高めた。
新奇刺激への反応は周嗅皮質や梨状皮質がある海馬の前方で顕著である（例えば、
Strange et al., 1999; Daselaar et al., 2006 など）
。海馬傍皮質がある海馬の後方では刺激の
反復提示により新奇性がなくなり familiar になると、活性が上がるという（Strange et al.,
1999）
。すでに述べたが、このような結果の相違は今後検討されなければならない。
3. Pattern association (binding)
記憶を構成する様々な要素を bind することが海馬を含む内側側頭葉の重要な役割と考え
られている。海馬 CA3 の反回側枝の回路や長期増強、NMDA レセプターの役割が検討さ
れているが、その点は中沢（2008）などを参照されたい。動物の研究は海馬の CA3 領域が
多くのタイプの獲得に重要であることを示している（例えば、Gilbert & Kesner, 2003; Rolls
& Xiang, 2005）
。Gilbert & Kesner (2003) はラットの CA3 の損傷がもの－場所、匂い－
場所の binding の学習を阻害することを示した。歯状回や CA1 の損傷では障害は見られな
い。Rolls & Xiang (2005) ではサルの場所と報酬の binding が海馬の CA3 を含む領域の
unit recording でみられた。
ヒトの binding を分析的に検討する脳機能画像研究として、要素を時間的空間的に分離
したものがある（Staresina & Davachi, 2009）。例えば、記銘すべき刺激が「青いシャツ」
である場合、シャツに青い色がついている条件がある。これは時間的空間的な分離がなく、
binding の努力をあまり必要としない。次に、「緑のブドウ」の記銘に際して、ブドウは無
彩色で緑は刺激の枠に提示される。空間的に分離しており、binding が必要になる。もっと
も binding の努力が必要なのは、枠の色が時間的に遅れて提示される条件であり、要素は
時間的、空間的に分離している（図Ⅳ-8）
。脳機能画像の結果は海馬が binding の必要度に
応じて活性を高めたのに対し、周嗅皮質では binding の必要度とは関係せず、同じ反応が
えられた。Davachi (2006) はこのような関係性 relational の記銘は海馬に多くみられると
述べている。
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図Ⅳ-8. ヒトの pattern association (binding)の実験。説明は本文の以下に。A に 3 つの条
件を、B に右海馬の結果を示す。C: combined, Sd: spatially discontinuous, STd:
spatiotemporally discontinuous. Staresina & Davachi (2009) Neuron, 63:267-276 を改変
以上は記銘時に焦点があったが、想起時の研究も Staresina & Davachi (2006) が行って
いる（次頁、Staresina et al., 2013a も参考にされたい）
。記銘時の刺激は単語で背景色が
ある。記銘時に参加者がすることは「あり得る、あり得ない」の判断である。例えば、象
elephant という文字の背景色が赤だったら、それは「あり得ない」。想起時は自由再生と先
ず単語 item recognition の old/new 判断、続いて背景色 associative recognition の再認判
断がある。その結果、海馬では自由再生が最も活性が強く、背景色、単語の順で活性は落
ちて行った。自由再生は想起の手掛かりを自ら見つける必要があり、想起努力を必要とす
る。また、この結果は pattern completion に海馬が関係することを示している。
なお、単語と背景色の間の関係性が高いものほど成績がよく、それは海馬の活性と正の
相関があった。われわれは日常生活で生起した順序に従って事柄を記銘する傾向があるが、
このような関係性が記銘を容易にしていると思われる。海馬から皮質への情報の転送につ
いては別に節を設けて論じる。
4. Pattern completion
これには CA3 が重要な役割を果たす。CA3 を損傷したラットの実験（Gold & Kesner,
2005）では、位置の短期的な記憶の課題で、解決に必要な 4 つの手掛かりを減らしてテス
トした。すなわち、pattern completion が必要な状況でテストした。その結果、手掛かり
が少なくなってもコントロールのラットは正反応を維持したが、CA3 損傷のラットは手掛
かり刺激が少なくなればなるほどエラーが増加した。ニューロン活動の記録（Lee et al.,
2004）や NMDA レセプターのノックアウトマウスの実験（Nakazawa et al., 2002）も
CA3 が pattern completion に重要であることを示している。
Hirabayashi et al. (2013) のサルの遅延対連合学習のニューロン活動の記録の実験は
pattern completion をニューロンのレベルで捉えたものとみなせるかもしれない。対連合
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では手掛かりとターゲットの二つの刺激があるが、周嗅皮質には手掛かり刺激を維持する
cue-holding ニューロンとターゲットを表象する pair-recall ニューロンがあるという。両刺
激は遅延により時間的に分離されているが、その遅延中に cue-holding から pair-recall ニ
ューロンへの coupling が起こり、想起すなわち pattern completion を支える。このような
局所的な回路と想起に関わる大規模なネットワークの関係は興味深い。
脳画像研究では 8 頁で紹介した Staresina et al. (2012a) の単語－風景の対連合の研究で、
想起時に単語を提示し風景の想起を求めたが、pattern completion の一例である。一般的
に、想起時の活性の reinstatement（再活性）は pattern completion を示す活動だろう。
Staresina et al. (2013a) はもの（風景）－風景（もの）の対連合で、手掛かり刺激を与え
ターゲットを想起させた。ものは周嗅皮質、風景は海馬傍皮質を選択的に活性化させたが、
海馬は両刺激に反応した。そして、活性の潜時などの分析により、手掛かりとターゲット
の情報が海馬を介して統合されることを示した。pattern completion における海馬の
binding (pattern association) 機能の重要性を示している。
以上、海馬の記憶機能の計算論と脳の関係について述べた。動物の研究が先行しており、
ヒトの機能脳画像の研究はこれからである。なお、最近海馬の CA2 が記憶情報の update
に関わるという説が主張された（Jones & McHugh, 2011）
。今後の研究に期待したい。
E. 内側側頭葉への入力
側頭葉内側部が記憶に関係するのならば、すべての感覚入力が入っていなければならな
い。問題は下位領域間の特異性である。すでに感覚系のところで述べたが、海馬傍回後方
には場所領域があり、場所（空間）刺激の処理を行っている可能性がある。Preston et al.
(2009) は内側側頭葉の入力のモダリティを検討したが、周嗅皮質、嗅内皮質、歯状回、CA2,
3 は刺激特異性がない。海馬傍皮質、CA1、海馬台は顔刺激よりも場所刺激に強く活性化す
る。事後記憶効果 subsequent memory effect からみると海馬傍皮質のみが場所刺激で効果
がみられた。
この結果は海馬傍皮質と場所刺激の強い結びつきを示すが、
Diana et al. (2008)
は海馬傍皮質に様々なモダリティの入力があることを decoding (MVPA) で示しており、さ
らに検討が必要だろう。周嗅皮質や海馬（後部）と有線領外の対象特異的領域では刺激の
類似性に対する反応が異なり、周嗅皮質、海馬では類似した刺激セットに強く反応し、対
象特異的領域では類似性の低い刺激セットに強く反応するという（Mundy et al., 2012）
。
なお、周嗅皮質（海馬も）が主に記憶に関係するのか、記憶だけでなく知覚にも関係する
のかについては議論がある（Barense et al., 2012; Knutson et al., 2012; Aly et al., 2013;
Lee et al., 2013）
。これに関連して、サルでは下側頭皮質と周嗅皮質の機能分化を詳細に研
究しているので参照されたい(Hirabayashi et al., 2013; Pagan et al., 2013)
F. 側頭葉内側部と binding：まとめ
Davachi (2006)、Diana et al. (2007)、Wixted & Squire (2011) が側頭葉内側部の記憶機
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能の役割分担について要約している。細部については異なる点があるが、共通の枠組みを
もっている。ここでは Davachi (2006) を図Ⅳ-9 に Diana et al. (2007) を図Ⅳ-10 に掲げて
おく。周嗅皮質は what の系からの入力を受けるが、これは content あるいは object の側面
を表象する。すなわち、もしそれがバナナであるならば、果物、湾曲した形、黄色などの
情報を表象する。一方、海馬傍皮質は where の系からの入力を受け、これは対象の context
あるいは空間的なレイアウトを表象する。すなわち、卓上にある果物かごの中のバナナを
表象する。嗅内皮質では両者は分離しているが、海馬で時間情報 when などとともに bind
され一つのまとまりとしての記憶が形成されると考える。

図Ⅳ-9. 海馬と関連領域の機能。Davachi (2006) Current Opinion in Neurobiology,
16:693-700 より。
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図Ⅳ-10. 海馬と関連領域の機能（Diana et al., 2007 より）

図Ⅳ-11. Ranganath & Ritchey (2012) による海馬をめぐる 2 つのシステム。
PRC:周嗅皮質、vTPC:腹側側頭極皮質、lOFC:外側眼窩前頭部、AMYG:扁桃核（以上、AT
系）
、PHC:海馬傍皮質、RSC:後膨大部皮質、MB:乳頭体、aTH:視床前核、preSBCL:前海
馬台、paraSBCL:傍海馬台、DN: default network（以上、PM 系）、そして HIPP:海馬
最後にこれらのモデルを大規模ネットワークの視点から発展させた Ranganath &
Ritchey (2012) のモデルを紹介する（図Ⅳ-11 参照）。かれらは周嗅皮質を中核とする前側
頭葉系 anterior temporal system と、海馬傍皮質それに密接に関連する後膨大部皮質を核
とする後内側系 posterior medial system を考える。前者には腹側側頭極皮質、外側眼窩前
頭部、扁桃核が含まれ、後者には乳頭体、視床前核、前海馬台 presubiculum、、傍海馬台
para- subiculum、後部帯状回、腹内側前頭前皮質、角回などの default network が含まれ
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る。Ward et al. (2014) も海馬傍回を内側側頭皮質とデフォルト・ネットワークを繋げる領
域と考えている。Foster et al. (2013) は default network が関係する自伝記憶の想起時に、
後膨大部皮質と内側側頭皮質の間に一過的な theta phase coupling が起こることを脳内電
極で見出したが、この説と整合的である。なお、提案された機能で新しいのは、後内側系
を Zwaan & Radvansky (1998) の situation model に関係させたことである。
最近、
Aminoff
et al. (2013) は後内側系を context の処理システムの観点から論じているので参照された
い（図Ⅳ-12）。なお、サルの研究だが、Hirata et al. (2013) は内側側頭葉から前頭前野
（BA46）の背側部への正中線領域や側頭葉、頭頂葉を介した disynaptic な投射を報告して
いる。最後に、海馬の下位領域の容積と標準的な認知機能検査の成績との関係を検討した
Travis et al. (2014) の研究がある。

図Ⅳ-12. context 処理
のシステム。Aminoff
et al. (2013) Trends in
Cognitive Sciences,
17:379-390 より引用。

G. decoding (MVPA) による最近の研究の発展
decoding (MVPA) が海馬の記憶機能の研究に適用された例をいくつか紹介した。最近報
告された Magire らの decoding の一連の研究は興味深いものがある（Hassabis et al., 2009;
Chadwick et al., 2010; Chadwick et al., 2011; Bonnici et al., 2012a）
。こ れ ら の 研 究 は
Chadwick et al., (2012) にまとめて紹介されており、また、decoding (MVPA) に関する分
りやすい解説も参考になる。
かれらは個別的な位置、エピソード（様）記憶、光景 scene が海馬や周辺領域にどのよ
うに表象されているかを、また pattern separation や pattern completion とこれらの領域
との関係を decoding で明らかにすることを目指した。Hassabis らの実験では、2 つの仮想
の部屋の 4 つのコーナーに移動させたが、どこにいるかを decode できるかを検討した。海
馬でそれが可能だった。2 つの部屋の違いは海馬では分離できなかったが、後部海馬傍皮質
では分離できた。
2010 年の Chadwick らの実験では複数のエピソード記憶を decoding で区別できるかを
検討した。実験参加者はスキャン前に 3 種類のビデオ・クリップを見せられ、vivid に想起
できるまで訓練された。その後、スキャン中に各ビデオを想起した。ROI region of interest
20
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を 3 ヶ所設定した：海馬、嗅内皮質、後部海馬傍皮質。その結果、いずれの領域でもチャ
ンス・レベルを超える decoding ができていた。その中で海馬は他の領域よりも decode の
成績が良かった（図Ⅳ-13）
。また、両側の前部海馬、右の後部海馬で参加者間の成績のオー
バーラップが見られた。

図Ⅳ-13. Decoding による３つ
のエピソード記憶の同定。海馬
（HC）、嗅内皮質（EC）
、海馬
傍回（PHG）の領域で有意に同
定可能だが、海馬の成績がよい。
Chadwick et al. (2010)
Current Biology, 20:544-547 よ
り引用。

2011 年の Chadwick らの実験では、ビデオ・クリップの類似性を操作して、pattern
separation の検討をした。ROI は海馬、嗅内皮質、周嗅皮質、後部海馬傍皮質である。こ
の中で、海馬のみが類似した刺激の記憶を分離して表象していた。また、Bonnici らは２つ
の光景 A, B の間を morphinig で作成して、両光景 50％の刺激で pattern completion を検
討した。ROI は海馬、嗅内皮質、後部海馬傍皮質である。興味深いことに、参加者は 50％
の刺激を高い確信度で刺激 A あるいは B に分類した。ROI は海馬、嗅内皮質、後部海馬傍
皮質である。分類の意思決定に関係する情報が海馬や周辺領域にあるのか、もしあるのな
ら、それは pattern completion の証拠となる。実験の結果、この 3 つの領域で刺激 A ある
いは B と分類した時には、それぞれ異なる活性がみられた。海馬と後部海馬傍皮質は嗅内
皮質よりも decoding の成績が良かった。
これらの研究はスキャン前に徹底的な訓練をするなど、特殊な条件下で行われている。
また、海馬内の下位領域の分離も行われていない。高解像の fMRI を利用することで、さら
に個別的な記憶の decoding 研究が進展することを期待したい。
最近、Bonnici et al. (2012b) は新（2 週前）旧（10 年前）の個別的な自伝的記憶の問題
に MVPA を適用している。脳領域としては海馬と腹内側前頭前野を対象とした。腹内側前
頭前野では新旧両方の自伝的記憶が表象されていたが、古い記憶の方が検出しやすく、記
憶の固定が起こったことを示唆する。また、海馬でも新旧の自伝記憶が表象されていた。
これは vivid な記憶の想起に関係すると考えられる。新旧の記憶に関して海馬の前部、後部
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で差があり、後部では古い記憶の同定が容易だった。MVPA ではないが、また時間のオー
ダーも短いが、ラットの海馬の CA1 が時間についてのコードに関係するという研究がある
（Mankin et al., 2012）
。これらは次に述べる記憶の転送と固定の問題に関係する。
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Ⅳ．記憶の転送と固定
以下の記述は標準固定説 standard consolidation theory 的な立場の記述になっている。
System consolidation を考えない説もあることはすでに述べた通りである。ラットなどの
場所ニューロン place neuron/place cell (O’Keefe & Dostrovsky, 1971)による研究が多い。
なお、やや古くなったが、睡眠と記憶の固定などに関しては以下の総説がある（Walker &
Stickgold, 2004; Marshall & Born, 2007）
。
A. 記憶の再活性 replay
想起が記銘時の脳の活性の再現 reinstatement である可能性は 8 頁で述べた。われわれ
は様々な記憶を覚醒時に意図的、あるいは無意識に想起する。さらに気づいてはいないが、
睡眠中に最近に起こった出来事を再活性（想起）しているようだ。確かに、眠る前にその
日に経験したことがらに関連した夢をみることが多い。この再活性は記憶の固定を促進し、
その記憶を確かなものにすると考えられている。なお、再活性の explicit な形である想起に
より陳述記憶の痕跡が不安定になるという研究がある（Chan & LaPaglia, 2013）
。さらに、
条件によっては false memory を強めることもある（St. Jacques et al., 2013）ので、注意
が必要である。これまで学習後に睡眠をとることは学習にプラスに働くことが主張された。
逆行干渉の低減と解釈されてきたが、脳研究は別の光を当てたことになる。このような再
活性、再生を示すラットの研究が多数ある。睡眠時に関して、Pavlides & Winson (1989) は
徐波睡眠、
REM 睡眠時に海馬の place cell が再活性することをみた。Louie & Wilson (2001)
は REM 睡眠時に、 Lee & Wilson (2002) は徐波睡眠時に place cell が再活性することを報
告している。すなわち、sleep box で睡眠中にあたかも走路を辿っているかのような place
cell の動きがみられる。徐波睡眠時の再活性では、実際の経験が圧縮された時間（数 10ms
から数 100ms）で再現されていた。 最近、Karlsson & Frank (2009) は横倒しの E 字型
の迷路にラットを入れた。ラットは迷路を移動したが、迷路の各場所 place field に関連す
る場所ニューロンが移動に伴い次々に発火した。このラットを休憩用のケージに移し海馬
の活動をみていると、sharp wave ripple と呼ばれている特徴的な脳波の出現時に、あたか
も迷路内を移動しているかのような一連の場所ニューロンの発火がみられた。これは再活
性、再生であり、休憩ケージで迷路内の行動を想起していることを示唆した。
覚醒時に関しては Davison et al. (2009) の興味深い研究がある。ラットは大きな迷路で
はしばしば立ち止り、静かにしていることがある。この時に海馬のニューロン活動が増加
し、再活性が起こっていることを報告した。Place cell の活動から脳内の移動の軌跡が再現
されるが、再現の持続時間は 500ms より短いことが多く、脳内での移動距離は 5m 以下が
大部分で、移動スピードはおよそ 8 m/s であった。迷路内に実際にラットがいる場所と、脳
内の再現の始まる場所に関しては、ほぼ同じ場所であることが大部分だった。すなわち、
迷路内のある場所で休んでいるラットは、その場所からの移動を脳内で再現している。再
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現には移動と同じ正方向と、逆方向の場合があったが、前者の方が多かった。
再活性、再生が記憶に関係するという点を、再活性を阻害することにより検討した実験
がある。睡眠中に生起する再活性に関係する脳波 sharp wave ripple を電気刺激で抑制した
ところ、統制群と比較して放射状迷路の成績が低下した（Giradeau et al., 2009）。再活性、
再生が記憶の固定に役立っているものとおもわれる。
ヒトでも同じような再活性が起こっていることを Peigneux et al. (2004) が virtual town
の navigation 学習の fMRI 研究で示した。学習時に海馬やその周辺が活性化するが、同じ
領域は徐波睡眠 slow wave sleep 時にもみられ、その活性の程度はその後の成績と相関して
いた。また、Rudoy et al. (2009) は音を出すもの、動物とその位置の間の対連合を学習さ
せた。その後徐波睡眠中に半数の対の音を提示したところ、その後の覚醒時の成績が提示
しなかった対に比べてよかった。音の提示が選択的な再活性を起こしたと考えられる。
Oudiette et al. (2013) ももの－位置の対連合学習で、睡眠時、覚醒時に提示するものに関
連した音が、価値の低い対の記憶を改善させることをみた。ただし、睡眠、覚醒時で差が
あり、前者では音を提示しなかった対も含めすべての対で成績が良くなったが、後者では
音を提示した対でのみ記憶の改善がみられた。Schönauer et al. (2013) は手続き記憶
finger-tapping 課題に音を随伴させたが、睡眠中にその音を提示することにより成績が良く
なることをみた。覚醒中の提示ではそのような効果はない。同様な研究はラットでも行わ
れ（Bendor & Wilson, 2012）
、類似の結果が得られた。このような研究は、睡眠中に新し
い学習が起こるかもしれないという興味を引き起こす。Arzi et al. (2012) は心地よい香り
は、そうでないものに比べて、吸気量が増すという現象を利用して、痕跡条件づけの実験
を行い、学習が成立することを示した。一方、Hauner et al. (2013) は徐波睡眠中に恐怖刺
激と結びついた嗅覚刺激の単独提示は消去を強めるという結果を得ている。臨床的な応用
が可能かもしれない（Oudiette et al., 2014）。これらの研究は刺激の提示を行っているが、
自発的に生起する再活性を捉える研究もある。9 頁の Staresina et al. (2013b) は学習後 2
分間の delay 期の自発的再活性を問題にしたが、Deuker et al. (2013) は最大 2 時間の rest
期の再活性を MVPA で捉えている。rest 期の睡眠、覚醒段階も計測し、睡眠、覚醒いずれ
の時期の再活性もその後の記憶の成績に関係することを見出した。睡眠は記憶の固定に役
立つと考えられているが、浅いノンレム睡眠は記銘時の再活性、深い睡眠はホメオスタシ
ス性の非特異的にシナプスの重みづけを変え、SN 比を上げるという（Genzel et al., 2014）
。
視点が異なるが、Tambini & Davachi (2013) は課題遂行中の海馬の multivoxel の活性
パターンが課題直後の休憩 rest にも持続されていると報告している。なお、4 歳児の研究
で、昼寝 nap をさせるとその前に学んだことの記憶がよいという（Kurdziel et al., 2013）
。
B. 転送と固定
1. 海馬と新皮質のインタラクション
睡眠時（とくに徐波睡眠）の海馬と新皮質とのインタラクションは、ラットやマウスの
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海馬における律動的な脳波(sharp wave) ripple と皮質の紡錘波 spindle、その時の両領域の
ニューロン活動の関係で検討されている。上記のように、ripple 出現時に place cell を含む
海馬のニューロンは活動する傾向がある。Siapas & Wilson (1998) は海馬の ripple と内側
前頭前野で記録した spindle の生起を検討したが、両者は同期的に出現し、ripple が先行す
ると報告した。両方の部位のニューロン活動も同じ傾向がある。一方、Sirota et al. (2003)
は海馬（CA1）の ripple と新皮質（体性感覚野）の spindle とデルタ波、および両領域の
ニューロン活動の関係を検討した。その結果、皮質が先行し、海馬がそれに続いた。Ji &
Wison (2007) は海馬の ripple と新皮質（視覚皮質）の K-complex （浅い睡眠時の瘤波と
spindle が結合したような波）に基づいて分析区間 frame を設定した。視覚皮質の frame
と海馬の frame は共起する傾向があるが、視覚皮質の frame が先行した。レム睡眠ではこ
のような現象は見られない。Wierzynski et al. (2009) は海馬と内側前頭前野のニューロン
活動の関係を検討した。Siapas & Wilson (1998) と同じように、海馬のニューロン活動が
先行して起こる傾向があった。この傾向はレム睡眠ではみられない。このように、海馬と
皮質は同期して活動する傾向があるが、時間関係については異なる結果になっている。研
究間で対象とした皮質領域が異なるので、さらに検討が必要である。また、この時間関係
を記憶にからむ現象にそのまま適用しない方は良いだろう（Ji & Wilson, 2007）
。
2. 転送
一般に、記憶は海馬から皮質へ転送されて固定されると考えられている。Yamashita et al.
(2009) は新しい記憶の想起は右海馬を、固定されている可能性がある古い記憶の想起は側
頭葉の前部が活性化すると報告している。転送には再活性 reactivation あるいは再生 replay
が重要な役割を果たすと考えられている。訓練を重ねることは意図的に再活性を行わせる
ことである。このような状況で海馬と皮質の関与がどう変化するかを Takashima et al.
(2009) が検討している。課題は顔－位置の連合で、日ごとに異なる刺激セットで 2 日間、
各 3 回の記銘と想起が反復された。1 日目の記憶は 2 日目には皮質に転送され、固定される
と予測された。1 日目と 2 日目の脳の活動を比較すると、１日目の記憶は皮質の活動を増大
させ、海馬の活動を低下させ、予測が正しいことを確認した。機能結合をみると、顔領域
は視覚皮質、頭頂葉、運動皮質との結びつけを強め、海馬は皮質との結合を減少させた。
課題遂行時でなく休憩時の機能結合を問題にしている研究がある。Tambini et al. (2010)
はもの－顔、風景－顔の対連合学習を行わせた。課題遂行で顔に関係する右紡錘状回顔領
域 FFA、ものに関係する右外側後頭皮質 LO(C)、風景に関連する海馬傍回場所領域 PPA を
活性化させ、顔－もの、顔－風景関連領域の活性の相関を増大させた（図Ⅳ-14）。さらに、
もの－顔学習後の休憩時に顔領域ともの領域の間の活性の相関が学習前の休憩時と比べて
高まっていた。海馬ともの領域の間の休憩時の活性の相関は顔－もの学習後に高まってお
り、それは対連合学習の成績と有意な正の相関を示した。かれらは海馬から皮質への転送
が記憶に関係するという証拠と考えている。Durrant et al. (2013) は、構造化された音の
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連鎖の記憶が睡眠により海馬傍回から線条体へ転送されること、徐波睡眠（SWS）がそれ
に関係することを示した。
Watanabe et al. (2012) は顔と風景刺激を使って記憶の新しさを検討することにより、海
馬と側頭葉後部の機能の分離試みた。それによると、新しい記憶の想起では、海馬から側
頭葉後部のカテゴリ特異的な領域（顔は上側頭溝、風景は下側頭回）への情報の流れがあ
り、後部で生じる記憶の固定に関係した活動を考えた。一方、古い記憶の想起では、後部
側頭皮質のカテゴリ特異的な領域に固定された記憶情報が、前部側頭皮質のカテゴリに関
係しない category-general 領域へ送られる。前部側頭皮質は様々な領域からの記憶情報が
集まる hub であり、前頭葉などほかの脳領域と連絡していると考えている。また、
Nieuwenhuis et al. (2012) は顔と場所の連合学習を行わせ、1 時間後（recent）と 25 時間
後（remote）に再生させ、その時の脳の活動を MEG で記録した。その結果、25 時間後に
は顔に関係する紡錘状回と場所に関係する後部頭頂皮質の間に、意味表象があると考えら
れる前部側頭皮質を介して、機能的な結合ができると報告した。

図Ⅳ-14. 対連合学習時と学習後の休憩時の脳活性の相関。B, C は学習時、D は休憩時。OF:
もの－顔、SF:光景－顔の対連合。Tambini et al. (2010) Neuron, 65:280-290 より引用改変
ラットでも研究がある（Ji & Wilson, 2007）。すでに述べたように、かれらは海馬と視覚
皮質の間の関係を検討した。睡眠時に海馬の place cell で再活性がみられたが、視覚皮質の
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ニューロンでも再活性があった。これは位置よりも視覚刺激への反応が再現されていると
思われる。この両方の再現はほぼ同期して起こり、同じ経験を両方の領域で再現させてい
ると考えられた。
3. 一つの実験
運動学習のところで述べたが、学習後 6 時間ほどで記憶の固定が行われるという。それ
は知覚学習でも生じ、広くみられる現象のようだ（Karni & Bertini, 1997）。逆にいうと、
それまで記憶は不安定と考えられる。図Ⅳ-15 は筆者が 40 年以上も前に行った実験の結果
である（小嶋、今井、1971）
。被験体はラット、課題は受動的回避学習 passive avoidance
である。ラットは狭くて暗い場所を好み、明るく広い場所を嫌う。明るく広い場所に放た
れたラットは連結された暗く小さなボックスにはいりこむ。そこでラットを小さなボック
スに閉じ込めて、電気ショックを与える。その後、図の横軸の時間の後に再び明るい大き
な場所にラットを放す。もし、ラットが電撃を受けたことを記憶していれば、小さなボッ
クスにはいらないだろう。受動的回避といわれる所以である。結果は右上図にあるように 3
時間後にテストされた群では、多くのラットは小さなボックスに入ってしまう。記憶が不
安定の様である。6 時間後以降にテストされた群でははいることを回避する。記憶は固定さ
れたようだ。興味深いことは、同じ個体を 48 時間後にテストすると、右下図にあるように
最初のテストでは小さなボックスを回避した直後（10 分）群も、48 時間後にははいってし
まう。3 時間までの記憶は不安定であることを示している。一方、6 時間群でははいる個体
はむしろ減っている。

図Ⅳ-15. 受動的回避学習の記憶の固定。
右図が結果。左は装置を上（上）、横（下）からみた図。W：白、B：黒。
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類似の結果は、手続きに違いはあるが、古典的条件づけでもみられ（Monfils et al., 2009）、
運動学習と知覚学習の類似性（Censor et al., 2012）を考えると一般的な現象のようだ。し
たがって、この現象は非陳述記憶で起こっているが、陳述記憶ではどうなのだろうか。ま
た、エピソード記憶と意味記憶で違うのだろうか。
震災などによる外傷体験後のストレス（post-traumatic stress disorder, PTSD）が問題
になっている。この実験は体験直後を問題にしたが、固定された恐怖の記憶の消去は臨床
で重要な問題だろう。最近のヒトの fMRI 研究を挙げておく（Agren et al., 2012; Schiller et
al., 2013）
。やはり扁桃核が関与する。また、Menz et al. (2013) は古典的な恐怖条件づけ
後に睡眠をとらせず、覚醒していた方が、睡眠した群より、条件づけの把持が劣っている
ことを報告した。上記の実験結果と整合的に思われる。
この実験に関係すると思われる最近の研究を紹介する。Vilberg & Davachi (2013) は語
とものあるいは風景の対連合を行わせた。そして、1 日後（long-delay）、当日（short-delay）
に再学習を行わせた。その時の脳の活性を検討したが、記憶の固定が進んでいる long-delay
の条件で、語－ものの対連合で左の周嗅皮質の活性が高まり、海馬と周嗅皮質の機能結合
が増加していた。また、この機能結合はその後の想起における忘却と関係していた（図Ⅳ
－16）
。short-delay ではそのようなことはみられなかった。short-delay では記憶は安定し
ていないものと思われる。

図Ⅳ-16. 語－ものの対連合の再学習時の左海馬－左周嗅皮質の機能結合と忘却の関係。
LD: long-delay, SD: short-delay, SS: 新しい刺激。Vilberg & Davachi (2013) Neuron,
79:1232-1242 より引用
C. 感想：エピソード記憶をめぐって
固定された古い記憶と新しい記憶は様々にインタラクトする。新しい記憶の想起に古い
記憶が妨害的に働くケースを Kuhl et al. (2012) が検討している。新しい記憶の想起に際し
て、古い記憶も同時に腹側側頭皮質で想起され、それが強いと新しい記憶の想起に障害が
起きる。新しい記憶の記銘（updating）時に下前頭回の活性が強いと、新旧の記憶の競合
は弱い（事後記憶効果）を得ている。
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最後にエピソード記憶に関する問題について述べる。われわれは生涯に起こった多くの
事柄を覚えている。エピソード記憶が空間（場所）と時間の特定できる記憶である。場所
の要素は海馬傍皮質の働きが重要なのだろう。しかし、個別的な場所に関する記憶は地誌
的、地図的な意味記憶など様々な記憶と統合されて固定、保存されているだろう。視覚な
どと異なり、時間はそれに対応する受容器をもっていない。時間が経過したことや過去の
時点はエピソード記憶に依存する。そのように考えると、時間の知覚にとってエピソード
記憶は本質的なものである。HM 氏にとって、30 分前に起こったエピソードは存在しない。
それ故 30 分前という時間の感覚も存在しないのではないか。記憶の時間の側面は、動物研
究によると、CA1 が重要な役割を果たすようだ（Rolls & Kesner, 2006; Kesner & Hopkins,
2006）
。Davachi や Diana らの binding の説はものと場所の統合を論じているが、そこに
時間の要素が加わる必要がある。その点について、Rolls & Kesner (2006) が論じているの
で参照されたい。
統合とはいろいろな要素をまとめて一つの記憶にするという生成的なものだろう。小学
校の修学旅行といった古い記憶の想起を考えてみると、小学校、修学旅行、旅行先などに
関連する様々な意味記憶が手掛かりとなり、おそらく皮質に散在しているのであろう関連
するエピソード記憶の要素をまとめるのだろう。それには海馬の pattern completion や
binding の機能が発揮されるのだろう。HM 氏に残された古い記憶は意味記憶的なものと考
えられるが、海馬の機能なしの想起はそれを経験した当時の記憶の再現には程遠く、情動
面も含む生々しさ vividness や recollection 的な面は薄弱なのかもしれない。最近、Ritchey
et al. (2013) が想起における海馬と皮質の関係を検討している。参照されたい。
小学校時代の記憶は大量にあり、それはバラバラに皮質に収められ、手掛かり刺激によ
り completion されるのであれば、いろいろな架空の経験も生成されうるだろう。それを繰
り返していけば、本当に起こったことに近くなるのだろうか。意図的、非意図的な記憶の
再構成が存在しなかった記憶を作り上げるのだろう。
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Ⅴ．意味記憶：言語や概念の記憶
意味記憶は概念や言語の記憶である。本来章を設けて論じるべき大きな問題であるが、
本書では主に脳機能画像研究の成果に基づき、簡単に述べるにとどめる。また、手続き記
憶（運動のスキル）については運動・行為の章で述べた。
A. 語や概念の構造
1. 心的辞書
心的辞書内の単語には次に述べるレベル、側面がある。語形（聴覚、視覚）、語彙、統語、
意味である。聴覚的語形は語彙を構成するひとまとまりの音の連鎖であり、視覚的語形は
綴られたひとまとまりの文字列である。統語では品詞や性などが問題になる。
2. 概念の構造
概念の構造については多くの認知心理学的、計算論的な研究がある。それは脳内におけ
る概念の構造と関係するだろう。Collins & Quillian (1969) の階層的ネットワークモデル、
Smith et al. (1974) の特性比較モデル、Collins & Loftus (1975) の活性化拡散モデルなど
がある。並列分散処理のアプローチの McClelland & Rogers (2003) は脳との関連で参考に
なる。それぞれ、関連する論文に当たられたい。この点については、カテゴリ特異的な意
味障害でも論じる。
B. 心的辞書の脳内表現を求めて
1. 語形
a. 聴覚的語形
Binder et al. (2000) はノイズ音、純音、語音、非語音、語音の逆再生を提示して聴覚野
の活性を検討した。その結果、言語音（語音、非語音、逆再生語音）はノイズ音や純音と
比較して上側頭溝の中央部とその周辺の上側頭回、中側頭回を強く活性化した。半球差が
あり、この傾向は左半球で顕著だった。上側頭回や一次聴覚野があるシルヴィウス溝内部
では純音も活性化させる。この結果は聴覚的語形は上側頭溝周辺で成立する可能性を示唆
する。なお、この領域では語と非語の区別はない。
b. 視覚的語形
第 2 章の感覚・知覚のところで述べたが、左の後頭葉の脳底にある紡錘状回には綴られ
た語、非語に応答する領域がある。視覚的語形領域と考えられている（Cohen et al., 2002
など）
。視覚的語形領域は前後方向に延びているが、前方に行くほど語彙性に関連した活動
が増える（Vinckier et al., 2007；図Ⅳ-17）。語と非語の区別はないが、区別するという報
告もある（Glezer et al., 2009）
。さらに検討する必要があるだろう。Yeatman et al. (2013)
の研究によると、視覚的語形領域は垂直後頭束により背側の言語関連領野と連絡し、読み
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で重要な役割を果たすと考えられる。

図Ⅳ-17. 様々な文字刺激に対する活性を単語刺激への活性と比較したもの。前方に行くほ
ど単語以外の刺激の活性が落ちている。Vinckier et al. (2007) Neuron, 55:143-156 より
2. 統語（文法）
Heim et al. (2003) は品詞（名詞、前置詞）と性（男、女、中性）の弁別を行わせたが、
BA44（Broca 野）を含む下前頭回が活性化した（図Ⅳ-18）。動詞と名詞の生成では、左中
前頭皮質、左上頭頂小葉が動詞、下側頭葉が名詞の生成で大きな活性を示した（Shapiro et
al., 2006）
。脳磁図（MEG）の研究も類似の結果を示した（Tsigka et al., 2014）
。脳損傷患
者による研究も整合的な結果を示している（Damasio & Tranel, 1993）
。動詞と名詞に関連
する脳領域の違いについては、Crepaldi et al. (2011) の総説があるので、参照されたい。
動詞に関して、Peelen et al. (2012) は状態 state に関するもの（he eats）と事象 event に
関するもの（he exists）を分けて検討した結果、左上側頭溝/中側頭回領域では state に関
する動詞の方が活性が強く、後部中側頭回では両者に差がないと報告している。また、Hauk
et al. (2004) は動詞の読みの課題で、足 kick、腕 pick、顔 lick が実際の動作でみられる体
部位再現に類似した活動領域を示すことを報告した。類似した結果は第 3 章の MNS のとこ
ろでも述べた。
Friederici et al. (2000) は前置詞などの機能語と内容語（名詞）を用いて実験をした。い
ずれの語にも具象と抽象の区別がある。文法判断では機能語か名詞かの、意味判断では抽
象か具象かの区別を求めた。その結果、Broca 野は文法判断で、Broca 野の前方（BA45）
、
中側頭回では意味判断で強い活性を示した。
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図Ⅳ-18. (a) 品詞、(b) 性の弁別で活性のみられた Broca 野の活性。(c)は両者の conjunction
の結果。Heim et al. (2003) Brain and Language, 85:402-408 より引用。
3. 意味
a. 機能脳画像研究
単語と疑似単語（非語）の比較、意味課題と音韻課題の比較、意味性の強弱の比較は意
味処理に関係する脳領域を特定することになる（Binder et al., 2009 のメタ分析）
。それに
よると、意味処理で皮質に広く活性がみられた。角回、縁上回の下頭頂小葉、上、中、下
（特に BA47）前頭回、中、下側頭回、紡錘状回から海馬傍回、眼窩前頭部、背側、腹側の
内側前頭前野、後部帯状回と腹側の楔前部などである。それは具象語と抽象語を用いた
Sabsevitz et al. (2005) の研究にもみられる。抽象語は左半球の言語領域（上側頭回、下前
頭回）を活性化したが、具象語は左右両半球の前頭、頭頂、側頭葉にまたがる広い領域を
活性化した。語彙や概念は感覚運動の違いに基づく意味構造があるようだ（Hwan et al.,
2009）
。語の生成課題で、視覚（動物）、運動（道具）、体性感覚（身体）の 3 つのカテゴリ
を用いた。その結果、動物では後頭葉と側頭葉、道具では側頭葉と頭頂葉、身体では頭頂
葉と前頭葉に活性が顕著だった。
なお、最近 Bruffaerts et al. (2013), Carlson et al., (2013a,b) が、行動実験による動物や
ものの意味カテゴリや意味的距離と fMRI による周嗅皮質、下側頭皮質の活性パタンの関係
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を検討し、両者の間に関係があることを示した。この脳領域の研究がもっとも盛んで、モ
ダリティ（聴覚的名詞、視覚的名詞、絵、音）から独立した意味カテゴリの decoding が左
下側頭皮質、左下前頭皮質などで可能だった（Simanova et al., 2014）。
b. 語彙と概念
語彙と概念の関係を示す興味深い研究が Damasio et al. (1996) によって行われた。左側
頭葉損傷の患者では、損傷場所により換語困難の単語のカテゴリが異なっていた。有名人
の名前は側頭極を含む側頭葉の前方部分、動物の名前は下側頭葉の中央部分、道具の名称
は下側頭葉の後方から下頭頂葉にかけての損傷で換語が難しかった。注目すべきは、これ
らの患者は概念を保持していたこと。したがって、スカンクは白と黒の色をした動物で、
イヤなにおいを出すことを知っていた。しかし、絵を見てスカンクという語を生成できな
い。かれらはこの結果を機能脳画像でも確かめ、整合的な結果を得ている。
この結果は、概念は皮質広くある程度カテゴリ特異的に分散して収納されており、左下
側頭葉を中心とした領域は言語と概念を結びつける領域なのかもしれない。そしてその領
域にもカテゴリ特異性があることを示している。Ross & Olson (2012) も左側頭葉の前部の
活性には顔や建物などの固有名詞が重要であることを示した。なお、動物の中を霊長類、
鳥類、昆虫に分けて検討する研究がある（Connolley et al., 2012）
。
この点に関して、最近二カ国語話者（英語とオランダ語）と decoding (MVPA) を利用し
た研究が行われた（Correia et al., 2014）
。一方の言語で一対の動物名（例えば、ウマとア
ヒル）の区別が decoding により可能なときに、他方の言語での同じ対の区別に汎化するか
という手続きで検討した。汎化がみられた脳領域は左側頭葉前部、左角回、右の上側頭溝/
上側頭回、右前部島皮質などだった。これらの領域は言語から独立した概念の表象がある
と考えられた。
c. 脳機能画像研究に基づく意味/概念の理論
Binder & Desai (2011) は脳内の意味/概念の構造を次のように考えている。意味/概念は
モダリティ特異的な表象とモダリティを越えた supramodal な表象より成り立っている。前
者はそれぞれの感覚モダリティの周囲にある local (modal) convergence zone（Damasio,
1989）において、モダリティに関連した表象がある。色（V4）、視覚的な動き(V5)、音（上
側頭回）
、行為（高次運動野、下頭頂小葉の一部）、情動（腹内側前頭前野、側頭極）など
である。一方、後者は高次の convergence zone でいろいろな感覚モダリティからの情報が
集まり、bind される。下頭頂小葉の一部、側頭葉の腹側部、外側部などが対応する領域で
ある。この高次の領域では概念的な類似性に基づく構造があると考えられる。それ故、西
洋ナシと電球は形状的には似ているが、西洋ナシは形が異なるパイナップルと同じカテゴ
リ（果物）に分類され、脳の損傷によって、以下に述べるように同時に障害される。この
ような枠組みと整合的な研究が、ヒトの深部脳波とニューロン活動の記録で検討されてい
るので参照されたい（Chan et al., 2011）
。なお、前頭葉は top-down control と後方部にあ
る content の選択に関わり、後部帯状回や楔前部はエピソード記憶の記銘、想起に関係する。
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ここで emboied semantics について簡単に触れておく。この考えはモダリティ特異的な
表象の役割を重視する。第 3 章の MNS の言語への適用、本章の動詞と運動関連領野の関係
がこの考えに関連する。この説は言語処理の際にアクセスされる概念表象は、その概念の
実行に必要な感覚運動表象と等価であると主張する（Pulvermueller, 2005; Kiefer &
Pulvermueller, 2012; Meteyard et al., 2012; Klepp et al., 2014 など）
。すでに述べたが、
この説を支持する結果がある一方、支持しない結果も報告されている（Rueschemeyer et al.,
2007; Raposo et al., 2009 などや、Vannuscorps et al., 2014 の障害研究）
。Bekkering らの
一連の研究（Rueschemeyer et al., 2010a,b; van Dam et al., 2010; 2012a,b; van Ackeren et
al., 2012）は興味深い。その中で、行為と色に関係する語（テニスボール）を聴覚提示して、
運動関連領野の活性は context（行為に注意を向けるか、色に注意を向けるか）に依存する
ことを示し、それは少なくも行為に関しては、上側頭回と運動関連領野の間の機能結合の
増加によっていることを示した。また、まったく行為を含む語がない間接的な要求の発話
（「ここは暑いな」→「窓を開けてくれませんか」
）が運動関連領野を活性化することを示
した。Binder & Desai (2011) も以下に述べる Caramazza & Mahon (2003) の説もモダリ
ティ特異的な表象を含めて概念表象を考えており、極端に走らない妥当な結論のように思
われる（図Ⅳ-19）
。最近の Chow et al. (2014) の物語の理解における機能結合の研究もこ
のような考えを支持している。

図Ⅳ-19. 知覚的表象と概
念的表象の関係について
の諸説の図示。Binder &
Desai (2011) Trends in
Cognitive Sciences, 15:
527-536 より引用した。

4. カテゴリ特異的な意味障害
ここで取り上げるのは、視覚など単一の感覚モダリティを超えるカテゴリ特異的な意味
障害であるが、簡単に述べるにとどめる。大きく生物、非生物の視覚認知が損傷により異
なることが問題になった（Warrington & Shallice, 1984）。この結果が実験で制御されてい
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ない刺激の変数（例えば、頻度 frequency、親密度 familiarity や視覚的な複雑さ visual
complexity）によるアーチファクトなのかが議論され、さらに障害が真にカテゴリ特異的
ものか、それとも基盤にある視覚的、機能的な面の障害なのかが問題となっている
（Warrington & Shallice, 1984; Caramazza & Shelton, 1998; Caramazza & Mahon,
2003）
。
Warrington & Shallice (1984) の報告した症例では生物（動物、植物）の命名や理解が
大きく障害されたが、非生物（もの、道具）は障害されなかった。多くの報告がこれに続
いた（McCarthy & Warrington, 1988 など）
。逆に、非生物の命名や理解の障害が生物より
も重篤であるケースも報告されている（Warrington & McCarthy, 1983 など）。ただし、こ
れらの症例では生物/非生物の分離が必ずしも明確でなかった。例えば、生物に大きな障害
を示した症例が、楽器の命名に問題があり、身体部位の命名に障害がみられた。これらの
結果から、Warrington らはカテゴリ特異的障害ではなく、基盤にある視覚、機能面の障害
と考えた。すなわち、生物の同定は視覚に依存し、ものの同定は機能に依存する。
その結果、障害はカテゴリそのものにあるのではなく、視覚、機能面にあるとする。し
かし、この sensory/functional theory に合わない結果がある。すなわち、感覚面、機能面
の障害とカテゴリ特異的な意味障害は関係しない（Caramazza & Mahon, 2003）
。結局、
モダリティ特異性を考慮に入れた領域特異的な仮説 domain-specific hypothesis に落ち着
くようだ。これは上記の脳機能画像研究に基づく説と類似する。意味障害 semantic
dementia などの疾病や脳機能画像研究も参照して Patterson et al. (2007) も類似した説を
唱えているが、側頭葉の前下部に hub として、他の領域とは異なる重要な役割を与えてい
る。Campo et al. (2013) は左側頭葉前下部損傷患者では、左側頭葉前部から後部への
backward の結合は減少するが、右ではその結合が増加する調整がみられることを、picture
naming の MEG 研究で明らかにした。
C. 文レベルの研究
最後に文レベルの研究を簡単に述べておく。統語と意味の逸脱文の事象関連電位の研究
がある（Friederici, 2002）
。意味的に逸脱した文に対してはおよそ 400ms で頭頂部に現れ
る負の電位（N400）
、文法的に逸脱した文では左前頭葉に現われる早い負の電位（ELAN,
early left-anterior negativity）、後頭寄りのチャンネルに 600ms でみられる正の電位
（P600）があり（図Ⅳ-20）
、多くの研究がなされている。
Friederici et al. (2003) は同様な研究を機能脳画像で検討している。正常な文と比較して、
意味的に逸脱した文では、両側の島皮質、上側頭回が、文法的に逸脱した文では左上側頭
回前部、Broca 野近傍、左被殻（大脳基底核）が活性化した。両逸脱文の直接比較では、文
法は大脳基底核、意味は上側頭回中央部を活性化させた。この結果は Ullman et al. (1997)
が主張する文法は手続き記憶の一種であるという説と整合的である。
文法に Broca 野が関連するという研究が多い。例えば、Stromswold et al. (1996) は文法
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的に複雑な中央埋め込み文 center-embeded と単純な右枝分かれ文 right-branching の比較
をしたが、複雑な文章では Broca 野の活性が強かった。文法と脳の関係については Kaan &
Swaab (2002) などを参照されたい。なお、Broca 野と文法の問題に関してはワーキング・
メモリの関与が常に問題になる。最近 de Vries et al. (2010) が人工的な文法の逸脱の検出
に際して、transcranial direct current stimulation により Broca 野を刺激した。その結果、
検出の成績が上昇した。かれらは Broca 野がワーキング・メモリでなく、ルールに基づく
知識に関係し、文法はその一つの例であると考えている。なお、加齢に基づく文法能力の
低下の脳内対応について、Antonenko et al. (2013) が報告している。興味のある方は参照
されたい。

図Ⅳ-20. 事象関連電位による文レベルの意味(a)と統語(b, c)の逸脱の研究。Friederici
(2002) Trends in Cognitive Sciences, 6:78-84 より引用。
最後に文法に関する考えを簡単に述べておく。文法は一種のスキルである。われわれが
母語を話す時には、歩行で足の運びを意識しないように、いちいち語順を気にしないし、
文の構造を気にして話してはいない。脳の損傷による文法障害は基本的に運動に関連する
領域で生起する。大脳基底核（線条体）の損傷で文法に障害がでるのも同じように考えて
よいだろう。
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