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認知的制御 

 

Ⅰ．認知的制御の種類 

 

 認知的制御と一括される心の働きにはどのようなものが含まれるのだろうか。以下に述

べるように、それを明らかにすることは、細分化されて研究されている多くの心的機能を

統合的にとらえることを可能にするだろう。表Ⅵ-1 にそれらの心的機能を列挙するが、あ

くまでも試案であり最終的なものではないことをお断りしておく。意識、意思、意欲にか

かわるもの、注意にかかわるもの、記憶や時間の経過にかかわるもの、操作にかかわるも

の、比較にかかわるもの、抑制にかかわるものなどに分けてみた。さらに分割、あるいは

逆に統合することが可能かもしれない。個々の機能と脳の関係についてはⅢ．認知的制御

の汎用性のところで述べる。 

 

表Ⅵ-1. 認知的制御機能（試案、思いつき） 

 

 

 このような一覧表を見ると、異なる研究領域として認知されている心的機能が統一的に

とらえられていることが分かるだろう。認知的制御は実行機能と呼ばれることもあるが、

それはBaddeleyのワーキング・メモリのモデル（Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 2000）

の中央実行系 central executive から派生している。ワーキング・メモリは長期記憶と異な

るタイプの記憶と考えられているが、表Ⅵ-1 の記憶関連の心的機能には記銘、想起といっ
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た一般に長期記憶で問題になる項目が含まれている。図式的に述べるならば、記銘や想起

は認知的制御の機能としてとらえられる。しかし、ここではそのような記憶の区分を重視

しない。記銘や想起は長期記憶でもワーキング・メモリでも機能する。ワーキング・メモ

リの維持（メモリ）的側面よりも認知的制御（実行）機能を重視する。この点についても

Ⅲ．認知的制御の汎用性のところで実例をあげて説明する。 
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Ⅱ．認知的制御の神経基盤 

 

 認知的制御の神経基盤の候補となるのは前頭葉－頭頂葉の連合野だろう。側頭連合野も

あるが、この領域は感覚入力の処理の最終的な段階にかかわっており、制御するよりも、

制御の対象となる傾向がある。いわば受動的な印象であるが、前頭－頭頂皮質は行為に関

連するので能動的な性質を持つ。その性質がこの領域に認知的制御の神経基盤がある理由

だろう。図Ⅵ-1 に前頭葉、頭頂葉の位置を示す。 

 

 

図Ⅵ-1.（A）前頭葉、（B）頭頂葉、（C）眼窩前頭部、（D）Brodmann の領域番号で黄土色

の部分が前頭前野（Wikipedia を改変） 

 

 前頭葉は中心溝よりも前の部分を指す。中心溝の前に一次運動野があり、その前に高次

の運動野である運動前野と補足運動野がある。一般にこれらの高次運動野の前の部分（中

心前溝の前）を前頭前野という。認知的制御で特に問題になるのは前頭前野である。前頭

前野は外側から観察可能な外側部、正中線の内部にある内側部、脳の底面にある眼窩部に

分けることが多い。外側部、内側部を背側部、腹側部に分け、眼窩部を内側部と外側部に

分ける。また、前後方向の区分もあり、前頭前野の最先端部を前頭極皮質と呼ぶ。なお、

外側部は上前頭溝、下前頭溝を境にして、上前頭回（BA8, BA9）、中前頭回（BA10, BA46）、
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下前頭回（弁蓋部 BA44, 三角部 BA45, 眼窩部 BA47）に分けられる。なお、この論文の考

え方とは異なるが、脳損傷例に基づき Glascher et al. (2012) は、背外側前頭前野や前部帯

状回が認知的制御（抑制、コンフリクトのモニター、反応の切り替えを考えている）、眼窩

前頭部、腹内側前頭前野、前頭極皮質は価値に基づく意思決定に関係すると述べている。 

 頭頂葉は中心溝より後方の領域である。中心溝のすぐ後ろは体性感覚野である。その後

方の領域は頭頂間溝を境にして、背側の上頭頂小葉と腹側の下頭頂小葉に分けられる。上

頭頂小葉は BA5 と BA7、下頭頂小葉は角回（BA39）と縁上回（BA40）よりなる。認知

的制御機能が問題になるのは、体性感覚野より後ろの領域である。なお、サルでは頭頂間

溝の背側が BA5、腹側が BA7 でヒトと異なるので注意が必要である。 

 



第 6 章 認知的制御 (ver. 6, last) 
 

小嶋祥三 

5 

 

Ⅲ．認知的制御とその汎用性 

 

 ここでは個別的な認知的制御（実行）機能について述べるが、その汎用性、機能の統合

を念頭において紹介する。 

 

A. 意思 

 Volle et al. (2012) は前頭葉損傷の症状として、行動の開始の減退と自動的な行動の抑制

の不全を挙げている。これは前頭葉の機能に意思が含まれることを示唆する。 

 Rowe et al. (2005) は色と反応位置を実験者が設定した外部の手掛かりに基づいて選択

する条件と、自らの意思で選択する条件（ただし、毎試行同じ反応をするようなことは避

けるよう教示されている）での脳の活動を比較した。その結果、背外側前頭前野では自ら

の意思で選択する方が活性が強いことを示した。この場合、前頭前野では色と反応位置の

選択の間には違いはなく、同じような活性が見られた。Thimm et al. (2012) は物体の自由

な選択と指定された選択の脳活性を比較したが、自由な選択では背外側前頭前野、内側前

頭葉、内側頭頂葉でより強い反応があった。われわれは NIRS を用いて、敬礼やバイバイ

など社会的に意味のある動作を実行させる実験で、類似した結果を得た（Kojima & 

Matsuda, 2012）。提示される動作の動画を模倣する条件、言語で特定された社会的な動作

を実行する条件（教示「バイバイをしてください」）、自分で思い浮かべて実行する条件（教

示「社会的に意味のある動作を行ってください」）で、前頭前野の活性を比較した。その結

果、自分で生み出す条件で最も活性が強く、模倣が最も活性が弱かった（図Ⅵ-2）。このよ

うな結果に対して、含まれる過程の複雑さの違いを考慮する必要がある（Nachev et al., 

2008）。すなわち、自分の意思で実行する条件では不可避的に、多くの選択可能な反応があ

り、それらの間には葛藤 conflict がある。その解決に背外側前頭前野が活性化していると考

えられる。 

 

図Ⅵ-2. 社会的動作の模倣、言語教示、自分で生成する条件での前頭前野の活性。 

NIRS による計測。Kojima & Matsuda (2012) より 
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 最近、ルールを随意的に選択するか、与えられるかの違いを Zhang et al. (2013) が検討

しているので、参照されたい。 

 

B. 注意について 

1. 空間的注意と空間的ワーキング・メモリにおけるリハーサル 

空間的な注意は Posner 課題などを用いた多くの研究がある。この機能と空間的なワーキ

ング・メモリのリハーサルは同一のものとしてとらえられるとする考えがある（Awh & 

Jonides, 2001、図Ⅵ-3）。空間的な注意もワーキング・メモリにおける空間的なリハーサル

も視覚領野に類似の活性をもたらす（Awh et al., 1999; Brefczynski & DeYoe, 1999; 

Gandhi et al., 1999）。空間的注意の研究には対象に眼球を向ける overt な注意と注視点を

凝視しながら別の空間位置に注意を向ける covertな注意がある。後者の実験を拡張すると、

対象となる空間位置は必ずしも視野内にある必要なくなる。そうなると内的過程が働きワ

ーキング・メモリに近くなる、あるいは同一のものになる。空間位置に注意する、維持す

るという制御機能を考えればよい。このような考えの背景には、前頭葉－頭頂葉の機能を

考えた場合、ワーキング・メモリにおけるメモリ（記憶、維持）の側面よりも実行（認知

的制御）機能が重視されるからと考えられる。 

 

      

図Ⅵ-3. ワーキング・メモリのリハーサル(a)と注意(b)で類似の脳波のパタンがみられる。

Awh & Jonides (2001) Trends in Cognitive Sciences, 5:119-126 より 

 

2. 色と位置への注意 

 われわれが対象の色に注意した時と位置に注意した時には、異なる注意のシステムが働

くのだろうか。Egner et al. (2008) は色と位置に対する注意を研究したが、探索前に両者

は統合され、前頭葉、頭頂葉では同じような活性を示す。したがって、対象に関係なく単
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一の注意のシステムが働くようだ。異なるのは対象に関係する側である。すなわち、色に

注意が向けられると、前頭－頭頂葉と後頭葉の色の処理に関連した領域（例えば、第 4 次

視覚野）との機能的な結合が増大し、位置に注意を向けると、前頭－頭頂葉の認知制御機

能と空間位置の処理に関係した領域（例えば、上頭頂小葉）との機能結合が働く（Postle & 

D’Esposito, 1999 など）。これは認知的制御システムにおける、背側系－腹側系などの領域

特異性に関係する。それについては機能的構造（functional organization）のところで述べ

る。 

 

C. 記憶について 

1. 予期 

 ここでは予期を記憶に関係する機能と考える。予期は適応的な行動に必須な要素であり、

この本の初めにその重要性を強調しておいた。われわれは行き当たりばったり行動するの

ではなく、先をみながら、予期しながら行動している。その予期に前頭葉や頭頂葉が関与

することを Bollinger et al. (2010) が示した。かれらのワーキング・メモリの実験では、6.3 

秒後に提示される刺激（顔、風景）を確実に予期できる条件と 50%しか予期できない条件

が設けられた。紡錘状回顔領域の活性とその領域との機能的結合が相関した領域を調べた

ところ、右の下、中前頭回、頭頂間溝などで両者に正の相関が見られた。すなわち、顔刺

激の出現を期待、予期することに前頭－頭頂葉のトップ・ダウン的な認知的制御機が紡錘

状回顔領域に働いていることを示している。 

 われわれは先を見ながら、すなわち、期待、予期しながら行動するが、その時、期待し

ている対象に関連する脳領域は認知制御系により活動が高まっている。これは感覚・知覚

系の注意のところで述べた Serences & Boynton (2007) の実験も同じことを示している。

この認知制御機能により、刺激の検出や処理が容易になるのだろう。なお、Sakai & 

Passingham (2003, 2006) はこれを課題設定 task set と呼んでいるが、前頭前野の吻側－

尾側にもみられるという。 

 

2. 記銘と想起 

 記憶の脳機能画像研究で最初に注目されたのは前頭葉だった。Tulving et al. (1994) がエ

ピソード記憶の記銘は左半球と想起が右半球が主に働くという報告を行っている。いわゆ

る HERA (hemispheric encoding and retrieval asymmetry) 仮説である。また、記憶のと

ころで述べた事後記憶効果（subsequent memory effect）は内側側頭葉だけでなく前頭葉

でも顕著にみられた（Wagner et al., 1998; Brewer et al., 1998）。recollection と familiarity

に関して、前頭前野では前者が左半球、後者は右半球がより強く関係するという報告があ

る（Henson et al., 1999）。familiarity という不確実な記憶では想起努力が必要で、それは

右半球が担うと考えられる。 

 記銘と想起は長期記憶において問題にされることが一般的だった。しかし、この二つの



第 6 章 認知的制御 (ver. 6, last) 
 

小嶋祥三 

8 

 

制御機能は長期記憶にもワーキング・メモリの事態にも働く。Ranganath et al.（2003）は

二つの課題における記銘時と想起時の脳の活動を検討した。実験は顔の記憶である。ワー

キング・メモリ課題では一人の顔を記銘し、7 秒間の保持の後、想起（再認）する。このよ

うな試行が複数回ある。一方、長期記憶課題では、21 秒ごとに提示される複数の顔を記銘

し、5‐10 分後に再認する。その結果、記銘時、想起（再認）時の前頭葉を含む脳の活動は

両課題で類似していた（図Ⅵ-4）。これは記銘と想起の認知的制御機能が長期記憶にもワー

キング・メモリにも同様に発揮されていることを示している。 

 Michell et al. (2004) は想起が familiarity と類似する時間的な遠近 recency のワーキン

グ・メモリ課題の想起で、長期記憶と同様に右半球の活性が強いことを報告している。 

 

 

図Ⅵ-4. 左はワーキング・メモリ（白）、右は長期記憶の記銘（青）と想起（赤）の時の下

前頭回の活性。左右はよく似た活性パタンを示す。Ranganath et al. (2003) 

Neuropsychologia, 41:378-389 を改変した 

 

3. 維持機能の汎用性 

 サルの前頭葉が遅延反応課題の遅延期に活性を示すことは前頭葉のニューロン活動の研

究の出発点で明らかにされた（Fuster & Alexander, 1971; Kubota & Niki, 1971）。ヒトに

おいても同じ結果が見られている（例えば、Dzurgal & D’Esposito, 2003）。 

図形とそれがあった位置の両方を短期間記銘、維持する課題がある。すでに述べてきた

ように、形と空間位置はそれぞれ視覚の腹側系、背側系で処理される。このことは前頭葉

にも類似した機能分化があることを示唆する。しかし、ここで紹介する Postle & D’Esposito 

(1999) の研究は前頭前野の単一の維持機能が図形と位置の両方にワーキング・メモリに働

くことを示した。すなわち、図形の場合は前頭前野と腹側系の紡錘状回、空間位置の場合
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は前頭前野と背側系の上頭頂葉が活性化する。図形と位置で異なるのは感覚・知覚系であ

って前頭葉ではない。すでに述べた機能結合が課題の要請にしたがって、短時間のうちに

ダイナミックに変化する。 

 最近の 2 つの研究もこのような考えと整合的な結果を示した（Christophel et al., 2012; 

Riggall & Postle, 2012）。これらの研究では前頭葉で遅延期に活性があっても、維持されて

いる content を decode することはできなかった。一方、視覚バッファでは活性がみられな

くても、MVPA などで content を decode することができた。 

 

D. イメージ生成 

 イメージ生成についても同じような枠組みで考えてよいだろう。Mechelli et al. (2004)

は顔、家、椅子など異なる対象の知覚とイメージ生成を検討した。知覚では前頭葉などで

は活性が見られず、イメージ生成では活性が見られた。前頭葉にある単一のイメージ生成

に関係したトップ・ダウン機能が対象特異的な感覚バッファに働き、イメージが生成され

たと考えられる。Zvyagintsev et al. (2013) は視覚と聴覚のイメージ生成で、前頭前野を

含む注意や想起などに関係する領域が共通に活性化することを報告した。また、Ishai et al. 

(2002) は顔のイメージを長期記憶、短期記憶（ワーキング・メモリ）にある材料によって

生成させた。下前頭葉や頭頂間溝は材料の収納場所に関係なく、同じ領域が活性化した。

ただし、短期記憶からの活性が強い傾向があった。運動のイメージ生成でも前頭葉の背外

側部で強い活性が見られている（Hanakawa et al., 2003）。 

 ところで、夢や幻覚とイメージ生成は似ている。イメージ生成と異なり、夢や幻覚は自

分が意図的に作り出したという意識、authorship は一般にないか弱い。自分は今映像や音

を経験しているという意識、ownership はあるが、あくまでも受け身である。夢や幻覚で

は前頭葉の外側部などの関与は小さいようである（Dierks et al., 1999: Miyauchi et al., 

2009）。 

 

これらの研究を総合すると、対象別の認知的制御機能があるのではない。認知的制御系

は刻々と変化する状況に対応して、感覚系などの他のシステムとダイナミックな機能結合

を形成することにより制御機能を実現させていると考えられる。さらに、ワーキング・メ

モリの実験のように記銘、維持、判断などの複数の過程が含まれる場合は、それぞれの epoch

において異なるネットワークが形成されると考えられる（Woodward et al., 2013。ただし、

Cohen et al. (2014) は記銘、維持における外側前頭前野の活性、前頭前野と上位視覚バッ

ファの間の機能結合の類似性が行動の成績と相関すると報告している）。課題の要求にも注

意が必要である（Lee et al., 2013）。Lee & D’Esposito, (2012) は磁気刺激による前頭前野

の撹乱が視覚領野の機能を低下させることを示した。そして、撹乱への抵抗は対側の

homologous な領域と視覚領野との機能結合の強さが関係していた（このような前頭葉と感

覚系の間の機能結合は対象の気づき awareness においても働くことを Imamoglu et al. 
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(2012) が示している）。また、注意、記銘・想起やイメージ生成のところで述べたように、

対象が外界にあっても、ワーキング・メモリにあっても、長期記憶にあっても、単一の制

御機能が働く。この点に関しては後で述べる。このような考えは Cabeza (2008) や

Ciaramelli et al. (2008)、その他の研究者も考えている（図Ⅵ-5）。かれらは頭頂葉（－前

頭葉）の背側部のトップ・ダウンと腹側部のボトム・アップの注意機能それぞれが記憶系

にも感覚系にも同様に働くと考えていた。なお、Guerin et al. (2012) は感覚・知覚系に向

けられる注意と記憶系に向けられる注意のインタラクションについて検討おり、新しい展

開をみせている（Hutchinson et al., 2014 も）。全脳的にみれば、当然、domain general

と domain specific な領域がある（新しいところでは Stoppel et al., 2013）。この 2 側面の

勾配が前頭葉内にもあるとの考えがあり、これは次に述べる認知制御系の機能的構造の問

題につながる。 

 

 

 

図Ⅵ-5. 一つの Top-down の注意機能が記憶系（MTL）にも感覚・知覚系（Visual Cortex）

にも働く。Cabeza (2008) Neuropsychologia, 46:1813-1827 より 

 

E. 抑制と反応の切り替え 

 抑制は一般に当該場面で優勢な反応を抑える機能であるが、Go/No-Go 課題や、stop 

signal 課題で検討されることが多い。前者では 2 つの刺激（A, B）の一方をランダムに継



第 6 章 認知的制御 (ver. 6, last) 
 

小嶋祥三 

11 

 

時的に提示し、A には反応させ（Go）、B には反応を控えさせる課題である。A 刺激の提示

率をあげ、B 刺激の提示を少なくすると No-Go エラーが起こりやすくなる。後者は既に実

行中の反応の途中で stop signal を提示し反応の中止を求める。やはり stop signal の提示

率を変えることによりエラーが起こりやすくなる。 

Rubia et al. (2003) は stop-signal task で反応の抑制が成功した時には、失敗した時と比

較して、右の下前頭回の活性が高いことを見出している。反応の抑制は手を用いた課題が

多いが、眼球運動による Go/No-Go 課題で Chikazoe et al. (2007) は右下前頭回を含む抑制

の系が活性化することを見出し、この領域が反応抑制一般に関係することを示した。なお、

抑制の有効性は前頭葉も含め、左半球優位との報告がある（Hirose et al., 2012）。今後さら

に検討が必要だろう。 

反応の抑制はしばしば反応の切り替えにつながる。Kenner et al. (2010) は反応を抑制す

るのみの条件と、抑制して別の反応に切り替える条件を設け、脳の活動の比較を行った。

右の下前頭回や前補足運動野は両方の条件で活性化した。さらに、この 2 条件で差はみら

れる領域はなかった。反応の抑制と切り替えは同じ神経系により支えられていることを示

唆する。最近、Marklund & Persson (2012) は 3-back 課題で、proactive と reactive な制

御の切り替えに右の下前頭回が関係することを報告している。また、サルで set-shifting の

実験が行われている（Kamigaki et al., 2012）。 

Swick et al. (2011) はメタ分析で、Go/No-Go task と stop-signal task が同じ脳領域を活

性化させるのか、すなわち、両課題は同じ機能を発揮させているのかを検討している。か

れらは前頭－頭頂ネットワークと帯状回－弁蓋部ネットワークがあると考えている。前者

は適応的なオンライン制御に関係し、後者は課題セット task set の維持と目立つ刺激への

反応に関係するという。Go/No-Go task は前者を、stop-signal task は後者のネットワーク

をより強く活性化させると述べ、両課題が共通する系と独自の系を活性化させると結論し

ている。しかし、本書の冒頭で述べたが、脳機能画像研究は結果にバラツキが多いので、

メタ分析にも注意が必要である。 

 

F. 更新 updating 

 Courtney らは一連の更新の研究を行った。Roth et al. (2006) は顔と家刺激の更新と維

持の比較を行ったが、更新で前頭－頭頂ネットワークの活性を見出した。腹外側前頭前野、

頭頂間溝、中前頭回などである。これらの領域では顔と家への活性化には差がない。更新

よりも維持で活性が強い領域は側頭葉、後頭葉、内側の前頭葉など、認知的制御とは異な

る領域で、更新で活性低下がみられたことによるものであった。かれらは更新と注意の機

能が近いこと、また、更新が妨害からの保護に関係すると述べている。Roth & Courtney 

(2007) は更新すべき情報が感覚系、長期記憶にある場合の比較をしたが、両者に差がない

ことを見出した（図Ⅵ-6）。機能結合の研究は感覚系では前頭葉と視覚領野、長期記憶では

前頭葉と楔部の結合が強まると報告した。Montojo & Courtney (2008）は数字とルール（加
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算、減算）の更新を検討したが、数字は頭頂葉、ルールは前頭葉が主に活性化するとした。

前頭葉内でもルールの更新は前方、数字の更新は後方を活性化する傾向があった。 

 この他に Leung et al. (2007) は空間的なワーキング・メモリにおける維持と更新の比較

を行っている。維持も更新も基本的に類似した前頭－頭頂領域を活性化させたが、更新の

方が活性の広がりが大きかった。Bledowski et al. (2009) はワーキング・メモリ内の情報

の選択 selectionと更新の比較を行った。更新は上前頭溝後方、後部頭頂葉を活性化したが、

この領域は選択でも活性化した。一方、選択の方が活性化が強かったのは上前頭溝の前方、

後部帯状回/楔前部だったが、これは更新で活性低下がみられたことによっていた。かれら

は更新は注意と関連する機能と考えており、選択は想起と似た機能と考えている。 

 

 

図Ⅵ-6. 更新すべき情報が長期記憶(a)か感覚系(b)にある時の脳活性。a,b で赤い領域は更新

の方が統制条件（マッチング）より活性が強い領域、青はその逆。類似した領域に活性が

みられる。下段 c は両側の頭頂葉皮質の活性の時間経過で、青は長期記憶、赤は感覚系に更

新すべき対象があった場合。緑、黄緑はそれぞれの統制条件。 

Roth & Courtney 

(2007) Neuroimage, 

38:617-630より引用。 
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 なお、更新は中脳や線条体の dopamine 系が関係する（Yu et al., 2013）。これは認知制

御系が皮質下の報酬系ないし行為系に影響を与えることを示している。 

 

G. その他 

 Blumenfeld & Ranganath (2006) はワーキング・メモリ課題で、3 つの単語を与え（例

えば、フライパン、オートバイ、コップ）、それを重さの順序に並び直して維持する条件と

与えられた順序どおりに単に維持する条件の比較をした。その結果、並び変える条件の方

が外側前頭前野の背側、腹側で活性が強かった。 

 Amiez & Petrides (2007) は継時的に 4 つの視覚刺激を提示し、その後そのうちの 2 つの

刺激を同時に提示し、いずれの刺激が時間的に前であったかの判断を求めた。統制条件は

見本合わせである。その結果、背外側前頭前野で活性がみられた。前頭前野の前方腹側部

でも活性がみられたが、時間変化は背外側部と異なっていた。 

 Hussar & Pasternak (2013) はサルの前頭前野のニューロンが視覚刺激の運動の方向と

速度の比較に関わることを見出して、前頭前野には汎性の比較機能があると考えた。 
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Ⅳ．認知的制御の機能的構造 functional organization 

 

 機能的構造に関してはいくつかの考えがある。中枢視覚系の背側系－腹側系の区分が前

頭葉にもあるとする説、視覚刺激の全体的－部品に基づく処理様式の違いに関連して左右

差に注目する説、認知的制御の複雑さ（維持－維持＋操作）による背側、腹側の違いを主

張する説、それと関連するが、制御の複雑さや刺激や刺激間関係の抽象性の違いによる吻

側（前方）－尾側（後方）の違いを主張する説などである。 

 

A. 情報の内容による違い 

1. 背側系－腹側系の延長 

 視覚刺激の処理には空間視や運動視に関係する背側系と形態視や色彩視に関係する腹側

系があることはすでに述べた。このような区分が前頭葉にもあるとする。この説は前頭葉

の背側は頭頂葉から空間・運動視関連の情報が、腹側には側頭葉から形態・色彩視関連の

情報が来ると考えている（Courtney et al., 1996）。もともと、これはサルの研究で主張さ

れた（Wilson et al., 1993 など）が、サルの研究においてもこの結果に合わない研究が多く

（例えば、Quintana & Fuster, 1993; Rao et al., 1997）、ヒトでもこの説を支持する研究は

少ない。しかし、Wendelken et al. (2012) は左前頭前野の前外側部で、オーバーラップす

るものの、視空間機能は背側、意味機能は腹側の傾向を認めたので、完全に否定できない。

最近、Nee et al. (2013) がメタ分析により、背側 where－腹側 what の枠組みを主張してい

る。Braga et al. (2013) も視空間と非空間的聴覚への注意で、前者が前頭頭頂系、後者は

前頭側頭系が関与すること、しかし、右半球の中、下前頭回の一部は両者に共通に働くと

報告した（図Ⅵ-7）。この問題は C で再び出てくる。 

 

 

図Ⅵ-7. 視覚/視空間、聴覚/非

空間的な注意に関係する領域。

前者が上頭頂葉 SPL、前頭眼

野 FEF、後者は中側頭回 MTG

が関係する。中前頭回 MFG は

両方の注意に共通に働く。

Braga et al. (2013) Neuro- 

image, 74:77-86 より引用。 
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2. 言語と空間、顔 

 この点は次の B にも関係するが、情報の内容の違いとして捉えておく。視覚刺激の処理

様式として全体的な処理と部品による処理があると考えられている。顔の処理は前者の処

理様式、文字の処理は後者の処理様式の違い基づく。そして、大まかに前者は右半球が、

後者は左半球が優勢の機能と考えられている。この点が前頭葉の機能にも反映され、顔は

右、文字は左の前頭葉で処理されるとする。また、この考えと重なるが、言語機能は左、

空間機能は右半球で主に処理されるので、これが前頭葉の機能にも反映されるとする。研

究によってはこのような内容（材料）による左右差がみられないことがあるが（例えば、

Nystrom et al., 2000）、左右差がある時は言語は左前頭前野、顔、空間の場合は右前頭前野

が活性化することが多い（例えば、Braver et al., 2001）。 

 

B. 情報の処理による違い 

 Tulving らの記銘－想起の半球左右差（HERA）説はエピソード記憶の記銘と意味記憶の

想起は左半球、エピソード記憶の想起は右半球が行うと考えている（例えば、Tulving et al., 

1994; Habib et al., 2003）。この説には A の考えが一部入っている。しかし、この説には批

判が多い（例えば、Owen, 2003）。また、D’Esposito et al. (1999) は情報を維持する機能

のみが働いている時には前頭前野の腹側が、それに情報操作の機能が加わると背側が関係

すると報告している。しかし、この説に合わない結果もある（例えば、Blumenfeld & 

Ranganath, 2006）。かれらの実験では維持 rehearsal と操作 reorder を比較したが、背外

側部でも腹外側部でも操作条件で活性が強かった。recollection と familiarity で前頭葉に左

右差があるという主張もある（Henson et al., 1999 など）。 

 

C. 制御の複雑さ、抽象性（吻側－尾側軸） 

 この説は Koechlin ら（Koechlin et al., 2003; Koechlin & Summerfield, 2007）や Badre

ら（Badre & D’Esposito, 2007; Badre, 2008）が主張しているもので、前頭葉の認知制御の

機能的構造に関してもっとも体系的である。前頭極皮質（frontopolar cortex, FPC）など前

頭葉の吻側（前方）に行くほど複雑な制御や抽象的な情報に関係し、尾側（後方）では単

純な制御、具体的、個別的な情報に関係するという。以下、やや詳しく述べる。 

        

1. ワーキング・メモリにおける認知領域一般性と固有性 

 この説はワーキング・メモリにおいて、前頭葉の吻側部は対象に関係なく認知的制御機

能が発揮されるが（領域一般性）、尾側部は対象に依存した領域固有的な活性がみられると

主張する。Sakai & Passingham (2003, 2006) は単語を視覚的に提示し、2 音節か（音韻）、

抽象語か（意味）、大文字か（視覚）の判断をさせた。このいずれを行うかを教示し、遅延

の後に単語を提示した。前頭極皮質や背外側前頭前皮質は何を行うかに関係なく同じよう
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な活性がみられたが、前頭葉の後方の上前頭回（8 野）や運動前野（6 野）は音韻、下前頭

回の後方（44 野）は意味、後頭葉の紡錘状回（視覚的語形領域）はすべての条件で活性が

みられた。この結果は、前頭葉の吻側部は領域一般的、尾側部は領域固有的であることを

示している。吻側部の機能として、Rowe et al. (2007) は尾側部や後方の皮質との機能結合

の維持を考えている。すなわち、前頭葉と視覚野などの後方の皮質間の機能結合が問題に

されるなかで、前頭葉内でも吻側－尾側の機能結合を想定する。 

         

2. 関係の複雑さ 

 Christoff et al. (2001) は図Ⅵ-8 ような穴埋め問題で、刺激の関係の複雑さが増加すると

前方の左中前頭回（BA10）の活性が強くなるのをみた。また、Hampshire et al. (2007) は

個別的な事例とそれが属するカテゴリへの反応を検討したが、事例に対しては前頭前野の

後方部、カテゴリに対してはその前方部が活性化することを明らかにした。Bunge et al. 

(2005) はブーケ－花のような言葉の対を、続いて鎖－輪（link）を提示し、後続した対が

先行した対と同じ関係にあるか（analogy）、また、ノート－物差し、雨－干ばつと提示し、

後者のペアがお互いに関連するか（semantic）を yes/no で答えさせた。その結果、前頭前

野の前方部では analogy の方が semantic よりも活性が高かった。また、Bunge et al. (2009) 

は図Ⅵ-9 の刺激を提示し、同じ形のペアがあるか（shape）、同じテクスチャのペアがある

か（texture）、下のペアは上のペアとある次元で同じ関係か（dimension）を答えさせた。

この例の正解は Yes, No, Yes である。その結果、最も複雑な刺激関係の dimension では、

前頭前野の前方部で活性が強く、特に左半球で関係の統合が行われるとした。 

 

         

図Ⅵ-8. Christoff et al. (2001) の実験で使用された刺激（改変した） 
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図Ⅵ-9. Bunge et al. (2009) が使用した刺激（改変した） 

 

 

図Ⅵ-10. Koeclin et al. 

(2003) で使用された課題。

Koeclin & Summerfield 

(2007) TICS, 11:229-235よ

り引用。 

(a) sensorimotor control,   

(b) contextual control,   

(c) episodic control 

R1 左、R2 右反応、 

T1 母音/子音、T2 大文字/

小文字の弁別。ここにない

branching control は delay

が入る。 
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3. 反応選択を制御する信号や要求の複雑さ 

 これは Koechlin & Summerfield (2007) や Badre & D’Esposito (2007) が主張している

説である。これらの説は類似しているので、一つにまとめておく。Koechlin & Summerfield 

(2007) は制御信号の複雑さのレベルを順次複雑になる 4 つの段階 sensory control, 

contextual control, episodic control, branching control を考えた。課題を図Ⅵ-10 に示す。 

一方、Badre & D’Esposito (2007) は複数の表象が反応の選択において競合するが、その

表象の抽象化の４つのレベルに基づいて検討した。４つのレベルとは、response, feature, 

dimension, context である。課題を図Ⅵ-11 に示す。両者は複雑さのレベルが上がると前頭

前野の前方が関与すると考えており、詳細にみれば両者で異なる点があるかもしれないが、

結果も似たものになっている（図Ⅵ-12）。 

 

 

 

図Ⅵ-11. Badre & D’Esposito (2007) Journal of Cognitive Neuroscience, 19:2082-2099 で

使われた課題。下に行くほど複雑になることは分るが、詳細は論文を参照されたい。 
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図Ⅵ-12. Koechlin らと Badre らの実験の結果。吻側に行くほど複雑な機能と関連する 

（Badre & D’Esposito, 2007 を改変） 

 

4. 評価 

 この前後軸の考えは体系的で、多くの支持する証拠がある。最近も Nee & Brown (2012)

が抽象性が増すと前頭前野の吻側部が関与すると報告している。また、Azuar et al. (2014) 

の損傷研究は、図Ⅵ-13 にあるように、損傷が吻側部に行くにしたがってより高次の機能

に障害がでている。しかし、この説によると、前後軸のある点で活性がみられた場合、そ

れは課題の複雑さがその点に相応しかったからということになる。反応の選択という抽象

度の高いレベルの理論で、例えば、注意、想起、維持、イメージ生成といった具体的な認

知制御機能はどのように関係するのだろうか。もし、関係するのであれば、それはどのよ

うに理論に組み込まれるのだろうか。また、脳の左右半球差や内側－外側に違いがあった

場合、それはどのように説明されるのだろうか。最近、Goulas et al. (2012) は前頭前野の

外側部を 12 に区分している。前後軸を含む機能的構造との関係は今後検討されねばなら

ない。Farooqui et al. (2012) は、前頭－頭頂の活動にとって課題の goal-subgoal の階層

構造が重要であることを主張したが、前後軸とは一線を画している。また、Cieslik et al. 

(2013) も右前頭前野で前後方向に機能的な違いを見出したが、前方腹側部は前部帯状回と
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ネットワークを構成し注意や抑制に、後方背側部は両側の頭頂間溝と結びつき、行為の実

行、ワーキング・メモリに関係するという。さらに研究が必要だろう。 

 

 

 

図Ⅵ-13. 前頭葉の損傷と課題の複雑さの関係。損傷が吻側にあるほど複雑で高次な制御の

課題に障害が出る。Azuar et al. (2014) Neuroimage, 84:1053-1060, 2014 より引用。 
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Ⅴ. 機能構造についての提案 

 

 冒頭で述べたさまざまな認知的制御機能と Koechlin や Badre、その他の機能構造の考え

をどのように統合すればいいのだろうか。前頭前野の機能をできるだけ単純化してみる。 

 

1. 制御対象と所在領域 

 すでに述べたように、多くの研究が、単一の認知制御機能と個別的な制御対象関連脳領

域との間に、その都度必要に応じて形成されるダイナミックな機能結合が制御の実態であ

ると考えている。認知制御系は制御対象別に分けられているのではないだろう。さらに、

Cabeza (2008) や Ciaramelli et al. (2008) 、その他の研究者は、注意の対象が外部環境で

あれ内部環境（記憶）であれ、同一の注意の機構が機能すると考えている。Ranganath et al. 

(2003) は記銘と想起が長期記憶でもワーキングメモリでも同じように働くことを示した。

このような実験事実から、制御対象が外界、ワーキング・メモリ、長期記憶にあっても、

同じ制御機能が働くと考えてよいだろう。すなわち、単一の制御機能（例えば、注意）が、

多くの対象（例えば、顔、場所、色、音、運動、等など）に対応し、それらが外界にあっ

ても内部にあっても同様に発揮される（図Ⅵ-14）。 

        

図Ⅵ-14. 対象（この例では顔）が外部環境、ワーキング・メモリ（WM）、長期記憶（LTM）

にあっても単一の認知制御機能（この例では注意）が働く。 

 

2. 制御機能の類似性と単純化 

 期待・予期と注意は類似の機能と考えられる。すでに紹介したが、Awh & Jonides (2001) 

は空間的な注意とワーキング・メモリにおける空間情報の維持は同じ機能と考えている。

最近、Gazzeley & Nobre (2012) は注意とワーキング・メモリを同一の枠組みでとらえよ
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うとしている。また、知覚することとエピソード記憶の記銘は、偶発的な記銘の条件を考

えると、随分と近い。記憶の中からある対象を想起することは、外部世界にある対象を見

つけることと似ている。また、想起とイメージ生成は近い関係にあるだろう。運動面を考

えると、運動のイメージ生成と運動の実行は、脳の活性から見ても近い。 

 なお最近、Albers et al. (2013) はイメージ生成とワーキング･メモリは第一次視覚野にお

いて視覚表象をシェアすると考えている。その考えに賛成であるが、本論考ではそれを前

頭前野にも適用しようとする試みである。 

 

3. 制御機能の分解：単位的機能の可能性 

 このように考えると、多くの機能がオーバーラップしており、そこに単位的な機能を想

定してもよいかもしれない。単位的機能として、受容する（探す、選ぶなど）といった単

純なものと、操作する（連合、抽象、比較など）、抑制するといった高次の機能を想定する

（章のはじめの表Ⅵ-1 参照）。表Ⅵ-2 にこれらの単位的機能がいろいろな認知的制御機能を

どのように説明するかを示す。 

 

        表Ⅵ-2. 認知制御機能の単位的行動による説明 

   

認 知 的
制 御 機 能外 部 環 境 WM LTM 受容する 操作する 抑制する
注意 ＋ ＋
記銘 ＋ ＋
想起 ＋ ＋
イメージ ＋ ＋
抽象 ＋ ＋ ＋
連合 ＋ ＋ ＋
抑制 ＋ ＋ ＋

所 在 単 位 的 機 能

 

 

 この例で、注意、記銘、想起、イメージ生成は受容するという単位的機能が主に関係す

る。すでに述べたように、情報の所在は活性に大きな影響を与えないので、この 4 つの認

知的制御機能は前頭前野に同じような活性を起こすと考えられる。また、連合と抽象も同

じ高次の単位的機能が関係するので類似した活性を予測させる。抑制はこれらとは異なっ

た活性が前頭前野にあるだろう。 

前頭前野で活動はオーバーラップするが、異なる機能が発揮されるのはどのようなメカ

ニズムによるのか。恐らく、前頭前野とそれぞれの認知制御機能が関係する脳領域の差と

して捉えられるだろう。例えば外部環境の刺激への注意と長期記憶からの想起は前頭前野

のレベルでは同じ活性だが、想起は注意よりも海馬がより大きく関与するだろう。想起と

視覚的イメージ生成の違いは、視覚バッファの関与が後者で大きいためと思われる。また、

連合と抽象の違いは前頭前野と運動系との機能結合の差として捉えられるかもしれない。

すなわち、運動系には連合と抽象では異なる認知スキル関連領域があると予想する。前頭
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前野はそれぞれのスキルと必要に応じた機能結合を構成することにより、異なる認知的制

御機能を達成するのだろう。脳機能画像法では、動物のニューロン活動の記録実験と異な

り、脳全体の活性をみることができる。脳の活動を広く捉える large-scale functional 

networks の視点が重要である。 

以上の考察は fMRI の空間分解能の限界によるのかもしれない。Ninomiya et al. (2012) 

はサルの前頭前野の主溝の腹側部ではMTと関連するニューロンとV4と関連するニューロ

ンが混在しているという。fMRI のデータに decoding (MVPA) を適用することにより上記

の単位的機能が分離できるかもしれない。やや異なるテーマだが、Reverberi et al. (2012) 

は MVPA により、4 つの単純なルールとそれらの組み合わせによる 2 つの複雑なルールを

前頭前野と頭頂葉において分離できることを示した。また、最近になって Tamber-Rosenau 

et al. (2013) は刺激（視覚/聴覚）－反応（手、声、眼球）課題で、やはり fMRI データに

decoding (MVPA) を適用して、前頭、頭頂皮質がモダリティをコードしているか検討した。

その結果、前頭前皮質の後方、前頭眼野、頭頂葉ではモダリティを decode できたが、前部

島皮質と背外側前頭前野ではモダリティを decode できず、すなわち抽象的な機能を行って

いることを明らかにした。Mian et al. (2014) はヒトの背外側前頭前野のニューロン活動を

記録し、抽象的なルールを encode していることを示した。なお、後で論じるが、単純な単

位的機能と高次の単位的機能には分布に差があるかもしれない。ただし、局在することは

なく、散在するだろう。前頭前野の損傷が必ずしも明確な影響を持たない所以である。 

 

4.これまでの機能構造説との関係 

 前後軸の機能構造は、その評価のところで問題にしたが、前頭葉の機能を単純化しすぎ

ている印象を持つ。刺激材料による半球差は、例えば言語は左、顔は右半球というように、

明確に分けられるようなものではないが、しかし緩やかな傾向として認めてよいだろう。

Gazzaley et al. (2004) の紡錘状回顔領域と前頭前野の機能結合の研究では、右の顔領域は

右の前頭前野と結合が強いように、ラテラリティは維持されていた。したがって、そのよ

うな左右差がでても意外な結果ではない。逆に、言語は右、顔は左半球で強い活性があっ

たのなら、その結果は検討しなければならない。Tulving らの HERA 説には批判が強いが、

記銘と想起で半球間に弱い差の傾向があるかもしれない。これは記銘、想起とそれぞれ外

部、内部環境とのかかわりが関係するかもしれない。recollection と familiarity にみられた

左右差も含めて、前後軸の構造で切り捨てるには多くのことが抜け落ちてしまうという感

想である。また、内側、外側前頭前野の区別は厳然としてあるので、それが結果に反映さ

れることはあり得るだろう。 

 では、ここで提案した単位的機能の説は、前後軸の説が明らかにした前方に行くほど機

能が複雑になるという結果をどのように説明するのだろうか。単位的機能を単純なものと

高次のものに分けた。この 2 つの単位的機能の分布が前頭前野外側部の前方、後方で異な

るのではないか。後方は単純で基本的な機能が主であるが、前方は高次の単位的機能が主
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になる。ただし、これら単位的機能は局在するのではなく、前頭前野に広く散在する。MVPA

などで単位的機能の分布が明らかになるかもしれない。今後の問題である。 

この提案は行為と運動の階層性に関する説と関連するかもしれない。それらは一般に２

つの階層を考えるが、低次の階層 action hierarchy は行為に関係し、高次の階層 control 

hierarchy は行為を生じさせる制御プロセスに関係する。Uithol et al. (2012) は低次のレベ

ルを刻々変化する行為と運動の運動学 kinematics に関係し、高次のレベルは持続する目標

指向の表象に関係すると考えている。この 2 つのレベルを前頭前野の後方、前方の機能と

位置づければ Koechlin らや Badre らの説に近いものになる。ここで行った提案も類似した

ものになるが、概念的なものよりは具体的な単位的機能に依拠しようとした点で、異なる

のだろう。 

なお、Fedorenko et al. (2013) は機能の汎用性、かれらの場合は multiple-demand, MD

性、に関して、参加者間の脳の構造や活性の変動により MD 性が過大評価されている可能

性を指摘し、7 課題で個人レベルの分析を行った。やはり、前頭、頭頂領域などで多くの課

題に活性を示すことを見出した。 
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