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研究成果の概要： 
ドーパミンのメタ記憶に対する影響を機能的 MRI と PET を用いて調べた。ヒトは対象となるも
のに対してあらかじめ知識があると、左の前頭葉と側頭葉の前方が強く働き、あらかじめ知識
がないと左の海馬と左の前頭葉の活動が盛んになることがわかった。このことは、対象に対し
てあらかじめ知識があるとメタ記憶が動員され、前頭葉からのトップダウンの信号が強くなる
ことを示唆している。また、あらかじめ記憶がないと、一つ一つをエピソード記憶としてバラ
バラに扱い、メタ記憶が働きにくいことを示唆する。また、この結果からメタ記憶には前頭葉
が重要な役割を果たしていることが示唆され、ドーパミンのメタ記憶への関与を示唆している
と考えられる。 
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１．研究開始当初の背景  
 ２．研究の目的 
メタ記憶とは自分が記憶している内容につ
いての知識のことで、記憶のモニタリングの
働きをしていると考えられているが、この機
能は統合失調症で障害されているとされて
いる。一方、統合失調症とドーパミンとの関
連は疑いようのないことである。これらの事
実から、メタ記憶がドーパミンと関連してい
る可能性があるという仮説を立て検証した。 

本研究では、メタ記憶を司っている脳部位と
ドーパミンの関与について明らかにするこ
とが目的である。 
 
３．研究の方法 
 

実験は２段階で行った。まず、今回の研究で

注目している外側側頭葉の活動については、



音韻との関連が指摘されている。このことか

ら、外側側頭葉が想起すべき言葉の音韻とど

のような関連があるかを調べた。メタ記憶と

ドーパミンとの関連を調べる前にこのよう

な前段階の研究を導入した理由は、メタ記憶

の一つであるtip-of-the tongue(舌の先まで

出かかっているけどどうしても対象となる

言葉が出てこない状態)では、想起すべき言

葉の最初の音は想起できるが、その後の音韻

がどうしても想起できないことが知られて

いるからである。つまり、メタ記憶には意味

と音韻の２つの情報の間に解離が認められ

ると考えられるからである。方法としては、

想起すべき名前の最初の音韻、想起すべき名

前に含まれているが最初で無い音韻、チャイ

ムの音の３種の条件を設定した。被験者には

機能的MRIスキャン中に顔写真を呈示し、名

前を想起することを課した。顔写真の呈示と

同時に上記の３種類の音韻を同時に聴覚的

に呈示し、想起にどのような影響を与えるの

か、脳活動にどのような影響を与えるのかを

観察した。 

 次に、メタ記憶とドーパミンとの関

連について調べた。メタ記憶が働くためには

、想起すべき言葉に対してあらかじめ知識が

必要と考えられ、知識に種類によりメタ記憶

が修飾されると考えた。方法としては、 

被験者50人に対して、エピソード記憶による

メタ記憶課題を課した。具体的には、架空の

人物を設定し、その行動をエピソードとして

記憶させる。その後、機能的MRIでスキャン

を行っている時に、行動について被験者が答

えられなかったときに、正解を教えられれば

どの程度正しく対象となることばを同定で

きるかを判定させた。条件としては３種類設

定し（congruent, incongruent, unrelated

）、それぞれの場合でメタ記憶がどのように

働くのか、脳の神経基盤を調べた。 

 ドーパミンとの関連については、当

初、個人毎にドーパミン受容体密度との関連

と行動成績、脳の活動部位との関連を調べる

予定であったが、ばらつきが大きいことがわ

かり、ドーパミンの関連については当教室で

作成したデータベースを使用することにし

た。 
 以上の方法によりメタ記憶とドー
パミン、注目している外側側頭葉との関連が
統合的に解明できると考えた。 
 
 
４．研究成果 
まず、第１段階の結果については、左側頭葉
に２カ所、想起すべき音韻の最初の音が呈示
された場合に、想起すべき名前に含まれてい

るが最初でない音韻が呈示された場合とチ
ャイムの音に比べて優位に強く活動する部
位を同定し報告した（yagishita et al., 
2008）。この部位は、tip-of-the tongue（メ
タ記憶が盛んに働いている時）に、盛んに活
動している可能性を示唆した。 
 
 

 

 

 

左の上側頭回には２カ所、想起すべき音韻が
呈示されたときに強く活動する部位が認め
られる。 
 
 
 次に、メタ記憶とドーパミンとの関
連について調べた。ヒトは対象となる事象に
対してあらかじめ知識があると、左の前頭葉
と側頭葉の前方が強く働き、あらかじめ知識
がないと左の海馬と左の前頭葉の活動が盛
んになることがわかった。このことは、対象
に対してあらかじめ知識があるとメタ記憶
が動員され、前頭葉からのトップダウンの信
号が強くなることを示唆している。また、あ
らかじめ記憶がないと、一つ一つをエピソー
ド記憶として個々に扱い、メタ記憶が働きに
くいことを示唆する。また、検出した前頭葉
の部位はドーパミンが神経伝達物質として
盛んに利用されている部位とよく一致し、ド
ーパミンのメタ記憶への関与を示唆してい
ると考えられた。 

 

 



 

congruent, incongruent, unrelated での正
解数。 
congruent の条件の時の正解数が他の条件の
正解数に比べて優位に多かった（p<0.05）. 

 

 

左の前頭葉の活動を示す。 
左から、congruent, incongruent, unrelated
の条件の際の脳活動。この部位は congruent
にのみ優位な活動を示す。 
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