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研究成果の概要（和文）：sense of agencyを定量評価する心理課題をうつ病患者17名に施行し、健常者(21名)と同様
の修飾作用がうつ病患者では認められないことを明らかにした。次に共感性を定量評価するための課題を確立し、健常
者12名を対象にfMRI実験を行ったところ、主観的共感性が他者よりも自らが行った行為に伴う結果に対して増強するこ
とが確認された。さらに[11C]FLB457を用いたPETによって測定したドーパミンD2受容体と前頭葉機能の関連を検討した
ところ、右前頭前野におけるD2受容体密度と前頭葉機能との間に負の相関が認められた。以上よりドーパミン神経伝達
による主観的体験の制御機構の一端が明らかにされた。

研究成果の概要（英文）：To elucidate dopaminergic modification of conscious experiences, we conducted 
three experiences. First, using the modified intentional binding task, we revealed healthy subjects and 
depressive patients showed different patterns in emotional modulation of sense of agency. Our results 
showed that depressive patients showed diminished tendency of self-serving bias for negative outcomes 
compared healthy subjects. Second, we designed the behavioral task to evaluate subject’s feeling of 
empathy for the opponent who showed emotional reaction for the punishment. We found that empathy for the 
opponent is diminished when punishment was given by another subject. We are conducting fMRI study using 
this behavioral task. Third, we investigated association among dopamine D2 receptor density measured by 
[11C]FLB457 PET and capacity for divergent thinking. We revealed D2 receptor density in the right 
prefrontal cortex showed a negative correlation with divergent thinking capacity.

研究分野： 精神医学

キーワード： ドーパミン　主観的体験
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１．研究開始当初の背景 
(1) 主観的体験の客観的・定量的測定方法 
 統合失調症は、思春期から青年期にかけて
発症する多彩な症候を示す精神疾患である。
臨床的には、行為や知覚の実感が減弱する離
人症状、自らの意志で随意運動を行っている
にも関わらず「他人からさせられている」と
訴えるさせられ体験や、他人から考えを吹き
込まれていると訴える思考吹入などの病的
体験が出現する。これらの症候は「自我障害」
と称され、診断の際に特に重要な位置を占め
る症候である。自我障害は意識(主観的体験)
の諸側面が変容した症候であるが、特に障害
されやすいのは意志作用感 sense of agency
と呼ばれる要素であることが繰り返し指摘
されている (Jeannerod, 2009; Gallagher 
2000)。また、統合失調症では共感性などの
社会認知なども障害されやすいことが知ら
れている。 
 sense of agency の成立には、内部モデルと
呼ばれる運動予測プロセスに基づく運動制
御機構が密接に関わっているとされ、機能的
MRI(fMRI)と心理課題を用いた研究が多数
行われてきた (Farrer et al., 2004)。過去の
ほとんどの研究では、随意運動の自己帰属感
を被験者本人に二者択一で選択させる「直接
評価法(explicit measure)」と呼ばれる行動測
定法が用いられている。しかしながら、直接
評価法には、主観によるバイアスの影響を受
けやすく、客観的・定量的な評価が困難であ
るというデメリットが存在する (Synofzik 
et al., 2008)。この欠点を回避するために近年
提案されているのが、「間接評価法(implicit 
measure)」である。間接評価法は、自己帰属
感の客観的・定量測定が可能であることに加
え、自己帰属感の変化をより鋭敏に捉えるこ
とが可能というメリットを有する。代表的な
パラダイムとして intentional binding 
(Haggard et al., 2002) が挙げられる。
intentional binding 課題により、sense of 
agency を定量評価することが可能である。 
 
(2)PETを用いたドーパミンD2受容体のイメ
ージング 
 統合失調症では、ドーパミン系の神経伝達
異常が繰り返し指摘されてきた(Farde et al., 
1997; Okubo et al., 1997))。特に、ドーパミ
ン D2 受容体遮断作用を有する抗精神病薬に
よって自我障害を含む精神症状が改善する
こ と 、 ド ー パ ミ ン 系 を 促 進 す る
amphetamineやmetamphetamineの投与に
よって自我障害に類似した症状が誘発され
ることが知られており、ドーパミン系の神経
伝達異常が何らかの形で自我障害の成立に
関与していると推測される。しかしながら、
そもそもドーパミン系神経伝達が主観的体
験をどのように制御しているのか、詳細なこ
とはほとんど分かっていない。 
 脳内のドーパミン神経系を非侵襲的に可
視化するための代表的な手法が陽電子放射

撮像法(PET)である。脳内のドーパミン D2

受容体密度は、[11C]FLB457 などの放射性リガ
ンドを投与することによって PET で測定可
能である。ドーパミン受容体密度を可視化す
ることのできる PET と、自己意識を定量評
価することができる心理課題とを組み合わ
せることにより、ドーパミン神経系と自己意
識との関係を明らかにすることが可能であ
る。 
 
(3)まとめ 
 sense of agency や共感性に関連する行動
課題と機能的 MRI(fMRI)や PET などの画像
検査とを組み合わせることにより、幻覚妄想
や離人などの病的体験が出現する神経メカ
ニズムが明らかになると期待される。 
 
(3)文献 
Farde, L. et al., 1997. Archives of general 
psychiatry, 47(3), pp.213-219.; Farrer, C. et al., 
2004. Psychiatry research, 131(1), pp.31-44.; 
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4(1), pp.14-21.; Haggard, P. et al., 2002. Nature 
neuroscience, 5(4), pp.382-385.; Jeannerod, M., 
2009. Experimental brain research, 192(3), 
pp.527-532.; Okubo, Y. et al., 1997. Nature, 
385(6617), pp.634-636.;  Synofzyk, M. et al., 
2008. Consciousness and cognition, 17(1), 
pp.219-239.;  
 
２．研究の目的 

本研究では主観的体験の重要な側面であ
る sense of agency と共感性を定量測定する
ための心理課題と、脳内のドーパミン神経系
を可視化する PET、fMRI などを組み合わせ
ることにより、ドーパミン神経系による主観
的体験の制御機構を明らかにすることを目
的とする。まず、パイロット検査を通じて、
主観的体験に関連する 2つの心理課題を作成
し、これをもとに行動実験、fMRI などを行
い、健常被験者、うつ病患者などを対象にデ
ータを収集した。 
 
３．研究の方法 
(1)intentional binding課題を用いた行動研
究 

意志作用感(sense of agency)の行動指標
である intentional binding 課題をうつ病患
者17名を対象に行った。得られたデータは、
同じ条件で行われた健常被験者 21 名のデー
タと比較を行った。 
 
(2)共感性課題を用いた fMRI 研究 

共感性に関する認知課題を用い、健常被験
者を対象に fMRI の撮像を行った。この課題
は自らが他者に罰を与えた場合(self 条件)
と第三者が他者に罰を与えた場合(other 条
件)とで、他者の痛みに対する主観的共感性
がどのように変化するかを検討する行動課
題である。この課題に心理質問紙を組み合わ
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図 3. [11C]FLB457 による PET 画像 
 

図 4. 前頭葉機能とドーパミン D2受容体密度
が 負 の 相 関 を 示 し た 領 域  (p<0.001, 
uncorrected) 
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