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研究成果の概要（和文）：本課題では動物とヒトを対象とした比較認知科学的アプローチを用いて、内的・外的過程で
あるメタ認知・社会行動にもとづく自己制御とその思春期発達の神経基盤を明らかにすることを目的とした。その結果
、社会性の行動基盤としての脳内ネットワークの解明、メタ認知の動物実験プラットフォームの構築、 言語的アプロ
ーチによる自己認知メカニズム、因果推論や対人コミュニケーションの神経メカニズム等を明らかにすることが出来た
。

研究成果の概要（英文）：We aimed to understand neural basis of self regulation during adolescent period
by implicating comparative cognitive approach in terms of metacognition and social adaptive behavior. We
revealed neural mechanism of social adaptation in monkeys, developed novel method of studying
metacognition in rodent, self‑awareness mechanism in human, and differences of neural mechanism of social
communication between patients in psychological disorders.

研究分野： 神経科学
キーワード： メタ認知

自己制御

様

式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）

1.研究開始当初の背景
藤井直敬担当分
社会的適応能力は、ヒトの持つ認知機能の中
で最も複雑で重要な機能であると考えられて
いる。これは、五感を通じて観察可能な環境
情報のみならず、目に見えない他者との関係
性を含めた社会情報をも含めた異なる種類の
情報を統合し、その複雑な条件の中で、行動
の引き起こす社会的リスクを最小化しつつ自
己要求を最大化する最適行動選択を可能にす
る。しかもこの条件は時々刻々移り変わるた
め、常に状況に応じた選択が必要とされる。
福田正人担当分
脳科学・神経科学の発展により、人間の精神
機能の脳基盤の解明が進んでいるが、自我機
能の脳基盤についての検討は、最近になって
ようやく始まったにすぎない。とくに自我機
能の背景をなす対人関係については、おもに
入力過程である社会的認知について行われて
きており、前頭葉・上側頭回周辺・扁桃体の重
要性が明らかとなったが、日常生活における
社会的認知とは異なる状況での検討しか行な
われていない。出力過程である対人行動につ
いての脳研究は乏しい。
橋本龍一郎担当分
思春期における自己像の発達の理解には、性
格などの自己の内面と、身体などの自己の外
面に関するメタ認知と制御の研究が必要であ
る。性格など自己の内面のメタ認知に関して
は、実験参加者に自分の内的な特性に関して
明示的な判断を求める自己参照課題が多く利
用されていた。しかし、思春期における自己
メタ認知は、急速に複雑化する対人関係のな
かで、他者の視点から自己・他者の判断を求
められることが多い。思春期の自己メタ認知
機能の脳内基盤を探るためには、他者の視点
取得を含む複雑な自己メタ認知課題を開発す
る必要があった。
岡ノ谷一夫担当分
我々は、社会の中で他者とかかわりあいな
がら生きている。周囲の環境や社会的な文脈
に即して、自らを律し行動を制御する能力は、
社会へ適応するのに極めて重要である。この
ような自己を制御する能力は一見複雑に見え
るが、いくつかの比較的単純な認知能力の組
み合わせで成り立っており、その構成要素と
なる能力はヒトと動物で共有していると考え
られる。
保前文高担当分
言語機能はヒトだけがもっている高度な認知
能力の一つであり、精神機能の発達において
重要な役割を担っている。
一般的には、児童期までに母語の音と文法の
基礎的な獲得は終えていると考えられ、文法
の獲得と新規な単語の学習を含めて意味に関

する獲得は別に進む部分がある。しかしなが
ら、文法知識を正確に適用できるか否かとい
うことや、文法知識に照らし合わせて文法性
を判断する「メタ言語知識」を用いることが
できるかどうかということは、児童期以降に
ついても個人によって習得の程度が異なるこ
とが考えられる。

2.研究の目的
藤井直敬担当分
社会的適応機能を実現する仕組みを明らかに
する。
福田正人担当分
自我機能の脳基盤を明らかにする。
橋本龍一郎担当分
思春期における身体などの自己の外面に関す
るメタ認知と制御を明らかにする。
岡ノ谷一夫担当分
自己制御の適切な動物モデルを確立できれば、
対応する神経基盤を検討できるようになる。
そこで 動物を対象とした比較認知科学的ア
プローチにより、思春期の自己制御研究に適
切な動物モデルを提案する。
保前文高担当分
言語には、他者に情報を伝える媒体の外的な
側面と思考を構築する内的な側面の両方があ
るため、メタ言語知識の習得程度は内的な構
成力に関連すると想定することができる。自
己の形成に言語機能がどのように関わるのを
解明する。

3.研究の方法
藤井直敬担当分
多電極記録手法を用い様々な社会性課題遂行
中の脳内ネットワーク構造を明らかにする。
福田正人担当分
NIRS を用いて個体間会話課題遂行中の脳機能
を健常者と精神疾患患者で比較した。
橋本龍一郎担当分
他者の視点取得を含む複雑な自己メタ認知課
題を開発し、その脳機能を計測解析した。
岡ノ谷一夫担当分
自己制御の動物モデルを構築し、その行動と
発達の仕組みを検討する。
保前文高担当分
変調された聴覚フィードバックが提示しつつ
自他の声の特定する課題を行う。

4.研究成果
藤井直敬担当分
（１）課題遂行中の神経活動は、電極間の因
果関係を解析することで、脳内ネットワーク
構造がどのように変化するのかを 解析した。
その結果、側頭葉と前頭葉の間の情報の流れ
に 3 頭のサルに共通する 5 つの特徴的なネッ
トワーク構造が浮かび上がってきた。さらに、
この 5 つのコンポーネントが相互にどのよう
な因果関係を持つのかを、行動解析をベース
にした詳細な条件間比較を導入して解析した。
その結果、5 つのネットワークコンポーネン
トは、時間軸に沿って順番に活動を遷移させ
ること、直前のネットワークコンポーネント
が活動しなければそれに続くコンポーネント
は活動しない相互依存的な性質をもつことが
明らかになった。
（２） ニホンザルの複数個体が餌を取り合う、
社会的エサ取り課題実行中の大脳皮質全体か
らの神経活動記録を行い、行動抑制を生み出
す脳領域を明らかにするために、エサ取り行
動より前の待機時間帯の神経活動が、相手の
社会的地位をどれくらい弁別しているかを明
らかにする神経活動デコーダーを作成。 その
解析の結果、具体的な運動準備開始以前の時
間帯から、相手の社会的地位の弁別を行う神
経活動が、運動野、頭頂葉を中心として見つ
かった。さらに、その後の時間帯では、それら
の領野とともに、前頭前野が弁別を始め、行
動が制御されていることが明らかになった。
（３）ミスマッチネガティビティ（MMN）が動
物種間を超えたバイオマーカーとして使用で
きるかを検討した。今回の実験により両者に
ミスマッチ刺激に対応したミスマッチ活動
（MMA）が確認できた。マカクサル、マーモセ
ットともに MMA は聴覚野周辺だけでなく、補
足運動野、前頭前野周辺でも観察され、今後
の領野間の機能的結合を解析し、そのメカニ
ズムと意味の解明に繋がると考えた。
福田正人担当分
（１）健常者の NIRS
会話の 180 秒間に応じて前頭極を中心とした
酸素化へヘモグロビン（oxy-Hb）濃度の全体
的な賦活を認めた。こうした前頭葉賦活には
個人差があり、TCI で評価した協調性が低い
被検者ほど賦活が大きかった。
（２）統合失調症の NIRS
会話による脳機能の賦活は背外側前頭前野に
おいては健常者と差を認めず、腹外側前頭前
野において賦活が減衰を示した。統合失調症
における実行機能の低下と、自我機能の過敏
に対応する可能性が考えられた。
（３）気分障害の NIRS
大うつ病性障害と双極性障害のいずれについ
ても、会話による脳機能の全体的な賦活は左
半球の背外側前頭前野から前頭極にかけて低
下を示し、また発話相による賦活は前頭極で

低下を示した。大うつ病性障害群においては、
全体的な賦活が GAF 得点と正の相関を、双極
性障害群においては発話相による賦活が発症
年齢と負の相関を示した。
（４）うつ病の MEG
右上腕の正中神経の刺激により生じる体性感
覚 誘 発 磁 場 somatosensory evoked filed
(SEF)が、その刺激の数をかぞえる体性感覚注
意条件、視覚提示する刺激の数をかぞえる視
覚刺激注意条件、いずれの刺激も無視する非
注意条件の 3 条件でどのような変化を示すか
を検討した。うつ病において 3 条件に共通し
て P60m 潜時が延長しており、この延長はうつ
病で高まっている体性感覚刺激閾値と負の相
関を示し、また検査時の抑うつ症状とは関連
しないが状態不安と負の相関を示した。
橋本龍一郎担当分
（１） 声のメタ認知・自己制御の研究：自己・
他者の音声をオフラインに変調させた課題で
は、自己の声の認識には特に第３フォルマン
ト以上の高い周波数成分の情報が重要である
ことを明らかにした。この結果を専門誌に掲
載 し た (Xu et al., Front. Psychology
2013)。また、自己の声のリアルタイム（実時
間）制御に関する行動研究で、自己が認知で
きない微小なフィードバックの変調に対する
補償反応を見いだし、自己のオンライン制御
が、必ずしも意識的なメタ認知をとおして作
用するのではない知見を得た。この結果は、
現在専門誌に投稿準備をしている。さらに、
同様の実験パラダイムで上側頭回・下前頭回
に非侵襲脳刺激法(tDCS)を適用した研究では、
自己の声の認識がより音響的操作によって影
響されやすい可能性を示すデータを観察し、
学会にてポスター発表。現在はさらに解析を
進め、論文化を検討中である。
（２）自己の内的特性に関するメタ認知課題：
高機能自閉スペクトラム症を対象とした fMRI
研究をおこない、自己視点と比較して、他者
視点から自己の性格特性の評価に関わる脳活
動が増大している部位を同定した。特に、左
側頭頭頂接合部や後部大脳正中部構造の脳活
動の増大は、自閉スペクトラム指数によって
評価された ASD の臨床症状の程度と有意な正
の相関を示した。
岡ノ谷一夫担当分
（１）ジュウシマツの歌可塑性： 若鳥では成
鳥の時よりも歌のばらつきが大きく可塑性が
高いことから、成鳥の学習は確立された神経
回路内の微小な変化であるのに対し、若鳥で
は動的な再配線が生じる可能性を示している。
この結果は、思春期に相当する時期における
行動の不安定さとフィードバックに応じた行
動修正可能性を検討する上で、ジュウシマツ
の歌行動はよいモデルであることを示唆する。
（２）ラットのメタ認知：これまではラット
の認知能力については一貫した知見はなかっ
た。しかし、課題の工夫次第ではラットでも

メタ認知的行動を示すことができると考え、
新たなメタ認知課題を考案した。その結果、
ラットは回避選択肢を適切に利用して課題全
体での獲得報酬量を増やすことができること、
またそもそも正解が存在しない問題に対して
は特に回避を選択することが分かった。
（３）マウスの求愛発声：マウスは求愛時に
複雑な構造の音声を発するが、その発声制御
機構は性成熟とともに獲得されると考えられ
る。まず、実験マウスの求愛発声を調べたと
ころ、使用される音要素の種類と系列に一定
のパターンがあることを発見した。さらに、
メラトニン合成能を持たないマウスは、精巣
重量や体重が大きく、発声がより複雑である
ことが分かった。この結果は、メラトニン合
成能が求愛発声の形成に影響を及ぼすことを
示しており、性成熟の期間と求愛発声の形成
との関わりを探る基礎的な知見となる。
（４）ヒトの発声制御：ヒトは発話の際に常
に聴覚フィードバックを通じて自分の声をモ
ニターしている。フィードバックに意図しな
い変化があると感じた場合は声を調整して適
切に修正する。本研究では、このフィードバ
ックに基づく声の修正がどのように生じるか
を検討した。 実験の結果、発話者本人は気づ
かないような小さな操作に対しても、変化を
埋め合わせるように発声を制御することが明
らかになった。
保前文高担当分
（１） NORMAL と LOW の場合は、基本周波数
が本来の F0 よりも離れる（ピッチが高く/低
くなる）ほど、自他ともに声の特定は難しい
という結果が得られた。これにより、「声」の
特定全般には基本周波数及び第 3 フォルマン
ト以下の周波数帯域で構成される母音が重要
な役割を担っていることが明らかになった。
一方、母音の情報が少なく、主に高い周波数
帯域のみという、音声情報が極端に制限され
ている状況では、自分の声の方が他人の声よ
りも識別しやすいと言う結果になった。
（２）変調された聴覚フィードバックが提示
された場合には、変調の方向と逆方向に基本
周波数とフォルマント周波数を上げたり、下
げたりして制御する現象（補償現象）が見出
された。 一方で、Fm では、研究参加者の多く
が、フォルマントの変調を基本周波数の変調
と誤って認識していたにも関わらず、実際に
は基本周波数を変化させずに、第 2 フォルマ
ント（F2）を補償する方向へ変化させていた。
これらの結果から、自分の声に意図していな
い変化が起きた場合に、我々はその変化を埋
め合わせるように発声を制御していた。
（３） 確信度を含めて回答する 5 題の結果を、
保護者と対象児で比較すると、10 歳代初めの
対象児は保護者に比べて有意に得点が低いこ
とが明らかになった。この結果は、10 歳を過
ぎていても、成人ほどにはメタ言語知識が形
成されていないか、もしくは、適用できてい
ないことを示しており、円滑な日常会話をす

るなどコミュニケーションのツールとして言
語を使うことは十分にできていても、言語機
能の発達という点においては、余地があるこ
とが示された。
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