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研究成果の概要（和文）： 

学習を強化する報酬には、生理的、学習獲得的、内発的なものがある。本研究では生理的あ

るいは学習獲得的報酬が、「ゲーム」あるいは「競争」という社会的、内発的な要因によって異

なった意味をもつことをサルの行動と前頭連合野ニューロンの活動レベルで明らかにした。ま

た、報酬はそれが学習行動の結果として与えられるのか、学習行動とは無関係に与えられるの

かにより、前頭連合野内ドーパミン放出に違いがあることを見出した。 

 

研究成果の概要（英文）： 

 As reinforcers that strengthen learned responses, there are three different kinds of 

rewards (physiological, learned and intrinsic). We showed that physiological or learned 

rewards have different significance on the monkey depending on the social or intrinsic 

context in relation to whether they are delivered in the competitive situation or not, and 

demonstrated that monkey prefrontal neurons responded differently to the reward 

depending on the social context. We also showed that the magnitude of dopamine release in 

the monkey prefrontal cortex differed depending on whether the reward was delivered 

during the learning situation or not.  
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１．研究開始当初の背景 

生物の行動は遺伝的制約に基づきながら、
環境との相互作用を通して獲得される学習
によって支えられている。学習を成立させ
る強化要因の中で、報酬は最も重要なもの

である。動物の学習で最もよく用いられる
のが、餌や水、あるいは性行動などの「生理
的報酬」である。しかしヒトの場合には、こ
うした生理的報酬とともに、お金、あるい
は社会的賞賛などの、学習によって価値を
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もつようになった「学習獲得的報酬」も重要
な役割を果たす。さらに、何かをすること
により、生理的、学習獲得的報酬が得られ
るわけではなくても、それをすること自体
が報酬になるという、「内発的報酬」を求め
た行動も見られる。 

生理的報酬が得られたときと、お金が得
られたときでは、極めて類似の部位（腹側線
条体の側坐核と前頭連合野眼窩部）が活動す
ることが知られている（O’Doherty: Cur 
Opinion in Neurobiol, 14:769-776, 2004）。
さらに興味あるのは、好意的評価を受けた
り、賞賛を受けたりしたときに活動する部
位も、生理的報酬を得たときに活動する部
位と類似していることである(Izuma et al., 
Neuron 58:284-294, 2008)。つまり、側坐核
と前頭連合野眼窩部を中心とした報酬中枢
の活動が、生物に快をもたらし、学習にお
ける強化効果を持つという図式が描けるわ
けである。 

特に側坐核の活動と快には直接的関係が
あり、側坐核の活動の有無、強さが快を評価
する「共通通貨」である、とする見方もある
(Knutson et al: Neuron 53:147-56, 2007)。 

一方、ヒトはそれをしたとしても、空腹を
満たすことも、またお金を得ることもできな
いにも拘わらず、美しい絵画を見ることを望
み、すばらしい演奏に感激する。これら「内
発的報酬」に関しても、生理的報酬を得たと
きに活動する脳部位の一部が活動すること
が知られている。しかし内発的報酬に対して
側坐核の活動はむしろ見られないことが多
く、同じように快をもたらし、学習行動を支
えるものであっても、報酬のタイプにより応
答する脳部位は異なっていることが示され
ている。 

高等哺乳類の段階になると、生理的報酬だ
けでなく、学習獲得的報酬、内発的報酬も大
きな価値をもち、オペラント反応を促すこと
が示されている。しかし、脳メカニズムとい
うことになると、ヒトで生理的報酬と学習獲
得的報酬の間に側坐核の活動があるという
共通項目が見られるものの、サルでは学習獲
得的報酬が脳のどの部位の活動を促すかに
ついて、ドーパミン細胞に関するものを除き
研究は少なく、さらにサルでもヒトでも、内
発的報酬についての研究は少なく、そのため
に３つの報酬の機能、作用機序、脳メカニズ
ムにおける違いは明らかでない。 
 
２．研究の目的 

学習を強化する報酬には、生理的、学習獲
得的、内発的なものがある。生理的、学習獲
得的報酬の脳メカニズムには多くの共通点
があるが、内発的報酬の脳メカニズムについ
ては研究が極めて少なく、３種類の報酬の機
能的違いも明らかでない。本研究は、報酬に

関係した脳部位において、それぞれの報酬に
対してどのような活動が見られるか、報酬の
違いに関係して脳内の神経伝達物質の動態
にどのような違いがあるのかを調べ、これら
の異なった種類の報酬の機能的相違を脳メ
カニズムのレベルで解明しようとするもの
である。 
 

３．研究の方法 
（１）実験的方法としてサルに学習課題を訓
練し、様々な報酬を用いてサルに学習課題を
行わせながら、あるいは学習行動をさせない
状態で、報酬関連部位よりニューロン活動の
記録とマイクロダイアリシス法による神経
伝達物質の動態を調べる実験を行った。また
サルにゲーム課題を訓練し、競争という社会
的、内発的要因が報酬応答にどのような影響
を及ぼすのかについても分析した。 
（２）ｆＭＲＩ研究では、内発的報酬に関す
る研究がここ数年の間に格段に進んだこと
から、こうした研究の文献的研究を主に行っ
た。またサルのニューロン活動に関する研究
においても、社会的刺激に対する報酬応答に
について同じく文献的研究を行った 
 
４．研究成果 
（１）内発的報酬の脳メカニズムに関するｆ
ＭＲI 研究がここ１－２年に多数現れたこと
から、こうした研究を詳しく分析し、文献的
研究を行った（成果、図書の文献番号①）。 
 
（２）内発的動機づけのメカニズムをニュー
ロンレベルで調べる研究が現れたことから、
これらについても文献的研究を行うととも
に（成果、図書の文献番号①）、内発的動機
づけを直接にではなく、餌や水のような生理
的報酬の価値が内発的動機づけにより変容
する側面に着目した実験を行った。サルに競
争的ゲームを行わせ、競争という生理的ある
いは学習獲得的ではない操作が報酬の価値
を高める現象について、行動レベル（反応時
間など）とニューロンレベルで検討した。 
この実験では２頭のサルに対戦型シュー

ティングゲームをさせたが、サルはコンピュ
ーターモニタ上でお互いが弾を打ち合い、勝
ったサルは報酬（おいしいジュース）がもら
え、負けたサルは何ももらえない、という競
争事態とした（図１Ａ）。また、競争相手は
存在せず、サルは１頭で標的に弾を当てると
いうゲームもさせた（図１Ｂ）。さらに、競
争相手がコンピューターという事態も設け
た。ここではサルは弾を撃ってくる目に見え
ない敵に勝てるように弾を撃った（図１Ｃ）。 

 



 

 

図１：Ａ：二頭のサル間の競争ゲーム、Ｂ：
一頭だけのサルによるゲーム、Ｃ：サルとコ
ンピューターの間のゲーム。 
 

行動的には、競争があるゲームにおいて、
ないゲームに比べサルが標的に弾を当てる
命中率が高くなるとともに、当てるまでの時
間も短くなった（図２）。 

 
図２：二頭のサル（Ｈ，Ｓ）の競争条件と非
競争条件における第一撃までの潜時（Ａ）と
第一撃の正当率（Ｂ）。 

 
サルは競争条件でゲームにより熱中し、か

つやる気を出していたと考えられる。人は、
スポーツやオークションといった他者と競
争する場面では、熱くなって大いにやる気を
出すが、サルも競争条件ではよりゲームに熱
中し、やる気を出していたと考えられる。 
 この課題を行っているサルの前頭連合野
外側部のあるニューロンは、同じ報酬をもら
っても、競争で勝って得たときには競争なし
に弾を当てて得たときより、大きな活動変化
を示した（図３Ａ）。また別のニューロンは、
競争で負けて報酬が得られなかったときに
は、競争のない条件で報酬が得られなかった
ときより大きな活動変化を示した(図３Ｂ)。 
 

 
 

図３：Ａ：同じ報酬を得ても競争条件と非競

争条件で異なった応答を示したニューロン。
Ｂ：同じく報酬を得られなかったときでも、
競争条件と非競争条件で異なった応答を示
したニューロン。Ａ，Ｂどちらの図において
も、左が競争条件、右が非競争条件における、
それぞれ上段が報酬があった場合、下段が報
酬がなかった場合の活動をヒストグラムと
ラスター表示で示す。どちらのニューロンも、
競争条件で、非競争条件より大きな活動を示
している。 
 
 なお、競争条件ではすぐ近くに競争相手の
サルがいるのに対し、非競争条件では競争相
手は存在しない。この実験で見出された「競
争条件では非競争条件におけるより、報酬応
答や無報酬応答が増強した」という結果は、
競争そのものより、すぐ近くに別のサルがい
る、という要因が働いた可能性も考えられた。
そこですぐ近くに別のサルがいる（競争相手
ではないサルがいる）という条件でも前頭連
合野外側部のニューロン活動を記録した。そ
の結果、競争相手ではない別のサルが近くに
いることによりニューロン応答に差は見ら
れなかった。つまり、競争条件における報
酬・無報酬応答の増強は、近くに別のサルが
いることではなく、競争相手がいることが重
要であることが明らかになった。 
サルの前頭連合野ニューロンは、より価値

が高く好ましい報酬が得られるときには、
より大きな活動変化を示すことが知られて
いる(Watanabe, 1996 Nature 383: 629-632; 
Watanabe et al., 2002 Journal of 
Neuroscience 22: 2391-2400)。私たちは何
か欲しいものがあるとき、他の人も欲しが
っていることを知ると、余計に欲しくなる、
すなわち、そのものの価値が高くなるのを
感じる。サル前頭連合野で見られた勝ち・
負けを捉えるニューロン活動は、競争に伴
う欲求の高まりにより、報酬の価値が高く
なったことを反映しているのではないかと
考えられる。すなわち、勝って報酬をもら
えば、高価値のものを得たことによるうれ
しさを、負けたときには価値が高くなった
報酬を得られなかったことで感じる大きな
くやしさを前頭連合野ニューロンは反映し
ているのではないかと考えられる。 

       人のｆＭＲＩ（機能的磁気共鳴画像）研究で
は、被験者が実際の人と競争するときには、
コンピューターを相手に競争するときより、
前頭連合野で活動性が増すことが知られてい
る(McCabe et al, 2001 PNAS,98:11832-11835)。
おもしろいことに、勝ち負けに関わる前頭連
合野ニューロンも、サルがサルと競争すると
きに、コンピューターと競争するときより大
きな活動変化を示したが、これも実際のサル
との競争の方が報酬の価値をより高めること
を反映していると考えられる。 



 

 

 
（３）報酬行動に対する薬物の影響を調べる
ため、ADHDの治療薬にも用いられるメチルフ
ェニデートが報酬応答と、その報酬を得よう
とする行動に関係して、脳内神経伝達物質に
どのような変化をもたらすのかをサルにお
けるマイクロダイアリシス実験によって調
べた。その結果、この薬物投与により前頭連
合野のドーパミンが増加すること、適量の投
与は報酬獲得行動を促進することを示した。 
図４に示すように、前頭連合野においても線
条体においても、メチルフェニデートの投与
後約１時間後に有意にドーパミンが増加し
た。体重１kg あたり１，２，５mg のメチル
フェニデートは学習行動を促進したが、10mg
投与では学習行動は阻害された。これは前頭
連合野におけるドーパミン量が多すぎても、
少なすぎても学習行動は悪く、適量のときに
良くなるという逆Ｕ字の関数関係があるこ
とを示している。 

 

図４：メチルフェニデートをサルに経口で、
体重１kg あたり 1mg, 2mg, 5mg, 10 mg 投与
した後の前頭連合野（上段）、線条体（下段）
における 0-60分, 60-120分, 120-180 分, 
180-240分のそれぞれの時間帯におけるドー
パミン量（基線レベルからの変化量で示す）。  
*印は５％レベルで統計的に有意な違いであ
ることを示す。 
 
（４）異なった価値をもつ報酬が、生理的か
学習獲得的かにより脳内で異なった内容の
報酬応答を促す可能性に関し、報酬の違い、
報酬が学習行動によるのか、受動的に与えら
れるものなのか、という違いに着目してサル
における神経伝達物質の変化を調べるマイ
クロダイアリシス研究を行った。その結果、

学習中においては、より好ましい報酬である
ジュース報酬が用いられたときには前頭連
合野におけるドーパミンの有意な変化は見
られなかったものの、好ましさが低い報酬で
ある水報酬が用いられたときには前頭連合
野において有意なドーパミンの増加が見ら
れ、しかもジュース報酬のときに比べても有
意に大きなドーパミン放出変化が見られた
（図５Ａ）。一方、報酬が学習行動と関係な
く、予測できないときに与えられた場合には、
前頭連合野において報酬がジュースでも水
でも有意にドーパミン放出の増加が認めら
れた（図５Ｂ）。この結果は、報酬が予測で
きるときと出来ないときでは、前頭連合野に
おける報酬に対するドーパミン放出に違い
があることを示している。 

 
図５：Ａ：ワーキングメモリー課題遂行中に
異なった報酬が与えられたときの前頭連合
野外側部におけるドーパミン放出量。Ｂ：学
習と関係なく、予測できないときに水とジュ
ースという異なった報酬が与えられたとき
のドーパミン放出量。§,§§はそれぞれ安
静時と比較したドーパミンレベルが５％レ
ベル、１％レベルの危険率で有意に高いこと、
*印は水とジュースという異なった報酬によ
りドーパミン放出レベルが有意（５％レベ
ル）に異なることを示す。 
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