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1. 研究計画の概要 

 本研究は、人間の知がどのような仕組み
で生じるのかという起源の問題を、乳児期
初期の発達過程に焦点を当てて包括的に
明らかにしようとするものである。そのた
めに、脳科学手法、行動計測手法、モデル
化手法等を駆使し、乳児の運動、感覚、認
知、言語、記憶等に関わる動的な変化の過
程を明らかにする。そして、人間の脳や身
体を動的に発展するシステムとして捉え、
システムレベルで知が構成される原理を
追究する。特に、領域固有性と一般性, U
字型変化、多重時間スケール、力学と論理
の問題を扱う。研究代表者らが乳児研究で確
立した多チャンネル近赤外分光法 (NIRS)

を用いた脳機能イメージング手法、３次元動
作解析装置等を用いながら、脳や身体の初期
発達のダイナミックな変化を捉え、その機構
を明らかにする。具体的には、多種感覚の
分化と統合の過程に関連する大脳皮質
の発達、音声や言語の知覚と生成に関連
する大脳皮質の発達、環境との相互作用
を通じた学習と行動等を研究する。 
 

２．研究の進捗状況 

(1) 大脳皮質の機能的ネットワークの発達 
 大脳皮質における感覚野や連合野等の機
能的階層性と並列性が発達する機構を知る
ことは、認知発達の領域固有性と領域一般性
を理解するための鍵である。乳児の脳の睡眠
時の自発活動の NIRS 計測を行い、機能的ネ
ットワークの発達にともなう動的な変化（U
字型変化等）を明らかにした。成人の脳の自
発活動に関して、fMRI と NIRS の同時計測を
行い、構造機能連関についてのデータを得つ
つある。 

(2) 大脳皮質機能領域の発達 
 特定の知覚・認知に関わる脳領域の活動を
調べることは、領域固有な発達の理解に有効
である。刺激呈示時の乳児の大脳皮質の活動
を NIRS で計測する一連の研究を行い、特定
の刺激に応答する機能領域を同定するのに
加えて、動的な応答や発達に応じた変化等を
明らかにした。 
(3) 異種感覚の分化と統合 
 少なくとも生後３ヶ月までに視覚や聴覚
に関わる大脳皮質の感覚野が機能分化して
いることはわかってきたものの、感覚間の統
合の機構は不明の点が多い。乳児の脳機能イ
メージング、視線計測を用いた研究、成人を
対象とした心理物理実験を行っている。 
(4)言語・音楽の発達 
 乳児の大脳皮質が言語音の韻律情報を処
理する機構、音楽の韻律情報の処理、言語音
の音韻情報の知覚、さらには、発話や身体運
動を含めて言語や音楽に関わる乳児の発達
を調べている。 
(5) 乳児の行動学習の発達 
 乳児期において長期記憶が成立する課題
であるモビール課題に着目し、身体の自発的
な運動とその学習による変化を明らかにし
た。脳の機能的ネットワークの発達との関連
性や力学系から論理的知が生じる機構を追
究している。 
(6) 自発運動の発達 
 乳児期初期の全身の自発運動は、運動発達
の過渡的な段階の現象であるだけでなく、脳
の機能発達とその障害を鋭敏に反映する可
能性があり、認知発達とも関連していること
が示唆されている。自発運動の基本的な特徴
と他の機能との多重な時間スケールでの関
連性について調べている。 
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３．現在までの達成度 

 全体としておおむね順調に進展している。
大脳皮質の機能的ネットワークの発達に関
して、研究計画時点では予想していなかっ
た大きな進展があった。この問題に付随し
て成人での NIRS と MRI の同時計測にも
発展した。視聴覚や言語の知覚に関わる大
脳皮質の機能領域の発達については、複数
の実験を継続あるいは新規に行い、研究計
画に沿って成果をあげてきた。異種感覚統
合や言語・音楽知覚に関しては、当初計画
では必ずしも明確でなかった音の生成や身
体運動をふくめた問題を包含する研究課題
に発展している。自発運動や行動学習の研
究についても、新しい発見があったが、発
達の時間構造の理解には至っていない。こ
れらの研究成果は、現時点で「知の起源」
を包括的に明らかにする所まで到達してい
ないかもしれない。しかし、発達初期の脳
に見られるある程度機能分化した領域が全
体としてネットワークを形成している機構
を、認知のモジュール的な機構と非モジュ
ール的な機構の発達と関連づけて理解でき
る筋道をつけ、「発達脳科学」という新しい
領域の基礎の一部を作ったと言えるのでは
ないかと考えている。 

 
４．今後の研究の推進方策 
（１）脳の自発活動の動力学的特徴を詳細に
調べることで、解剖学的なネットワークと動
的に生成されるネットワークとがそれぞれ
発達する機構を明らかにする。 
（２）発達過程における異種感覚の分化と統
合の機構を、脳機能イメージングや視線計測
により調べる。 
（３）言語や音楽に関わる機能の発達過程に
ついて、韻律・音韻処理の脳内機構、発話に
おける調音機構、音のリズムへの身体動作の
引き込み等について調べる。 
（４）乳児期初期において、睡眠と覚醒との
サイクルが頻繁に繰り返されるが、それらの
動的変化が、覚醒時の学習と脳の機能発達と
どのように関連しているかを調べる。 
（５）乳児期初期の自発運動の特徴とその後
の運動発達、さらには、長期的な認知発達と
の関連性について調べる。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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