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脳によって、そして脳だけに、快楽、喜び、笑い、戯れ、が生まれ、同時

に、悲しみ、痛み、憂いも生まれる。

—ヒポクラテス:ギリシャの医師、哲学者—

人間の感情と、他の生物のそれと、近代的な型の自動機械の反応との間に

鋭い乗り越えられない区画線を引く心理学者は、私が私自身の主張に慎重でな

ければならないのと同様に、私の説を否定するのに慎重でなければならない

— N. Wiener, The Human Use of Human Beings(人間機械論, みすず書房,
p.73) —

脳とは何か？

それは、精神、魂、意識、個性、思考、人格、感覚、観念、感情、意思、情念、愛情、宗

教、芸術、哲学、記憶、運動、認識、知性、学習、などを司る人間において高度に発達し

た器官である。

脳は生物個体が生存のための営みを実行するのを助けるために特殊化した器官である [4]。
脳研究のアプローチ

顕微鏡的、生化学的、分子化学構造、機能的脳画像研究法、神経細胞の活動記録、神経心

理学的方法、理論脳科学、ニューラルネットワーク、計算論的神経科学

脳研究の楽観論: 脳に関する知識は飛躍的に増大している。このまま続ければ脳とは何か

はいずれ分る。脳研究には偶発的な発見が多い。あらゆる可能性を求めて偶発的発見

のチャンスをつかめば良い。

脳研究の悲観論: 脳自体の研究を蹴っていても脳は決して分らない。精神や心といった深

遠な問題には到達し得ない。

1 脳科学の歴史

1.1 哲学から—心身一元論と心身二元論—

一元論と二元論の肉体の問題は哲学や宗教の問題として長らく議論されてきた。デカル

トが魂 (精神)は肉体とは独立であるとし、松果体を通して精神は肉体を支配すると考えた
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(二元論)ことは有名である。図 1は、ブンゲ Bunge の「精神の本性について」という本
の中でまとめらていたものである。M1 は精神が唯一絶対のもであるとする観念論であり、

図 1: 精神と肉体との関係を巡る諸説、一元論をM列
で、二元論を D列として整理。村松 (2002)より

ドイツ観念論のヘーゲル Hegel, G. がこの立場である。M2 はオランダの哲学者、神学者
であるスピノザ Spinoza, B. イギリスの論理学者、数学者、哲学者であるラッセル Russel,
B. の考え方で、もともと同じものが多彩な現れ方をすることで、精神的なものと肉体的な
ものが別個に表出するとする立場である。M3 はワトソン Watson, J. や Skinner, B.F. の
行動主義心理学の考え方で、人間の活動に精神的なものを仮定する必要はないとする消去

的唯物論である。M4 は還元的唯物論で、精神現象は複雑ではあるが、結局すべて物質の
相互作用として説明できるとする考え方である。DNA の二重螺旋構造でノーベル賞を受
賞したクリック Crick, F. もこの考え方である。M5 は創発的唯物論と称されるもので、生
体に特有な性質や法則の上にたって、さらに脳のみ存在しているという特殊な構造と機能

によって、精神が発現しているとする考え方である。

D1は精神と肉体とは全く独立に存在しているという考え方である。オーストリア・ウィーン
出身の哲学者で、言語哲学、分析哲学に強い影響を与えたビットゲンシュタインWittgenstein,
L がこの立場をとっていたことがあるらしい。ドイツ・ライプツィヒ生まれの哲学者・数
学者であるライプニッツ Leibniz, G. は、精神と肉体とは、完全に独立ではないが平行し
て同時に存在していると考えた (D2)。D3 と D4 とはどちらか一方が優位にたつという考
え方である。肉体（脳）がまず存在し、それが精神作用を分泌する D3 と、逆に精神がま
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ず存在し肉体を制御している D4 とに分かれる。プラトン Plato や中世の哲学者が採用し
た考え方である。D5 はデカルトの節で両者は対等で相互に作用を及ぼし合うと考える。—
村松 (2002)より

演習 1.1 精神と肉体の関係について自分の考えは上記のどれに近いか。思うところを述べ

よ。あるいは、どれとも違っていても良い、思うところをメールにして送信せよ。メールの

宛先は「brain science@cis.twcu.ac.jp」とし、かならず自分宛に Cc: すること。メー

ルの件名は「20080926-自分の学生番号」とすること。提出期限は 10 月 2 日 23:59.

1.2 心理学 psychology

ヴント Wundt, W. によって創始された近代心理学は、ウェーバー Weber, E. やフェヒ
ナー Fechener, G. が始めた心理物理学 psychophisics と統合して実験心理学 experimental
psycholgy となった。しかし、刺激の変化によって生じる経験内容の変化を、被験者自ら
の内観として言語報告させたものであったため客観的記述を得難いと批判された。

ヴントが重視していた意識主義に対して、ワトソン Watson, J. や Skinner, B.F. は客
観的に測定可能な行動のみを指標として、曖昧な意識やこころの介在を排した（行動主義

behaviorism）。ラジカルな行動主義は、意識やこころの存在そのものを否定するが、必ず
しも否定的な立場はとらない場合でも、意識やこころを介在することなく、人間の行動は

説明できるとしている。一方、ヨーロッパで起こったゲシュタルト心理学は、全体は部分

の寄せ集めではなく、それらの総和以上のものであるとして、全体の構成場を重視する立

場である。やがて、行動主義に対する批判から認知心理学 cognitive psychology が生まれ
る。認知心理学は被験者の内観に頼った意識主義を排し、実験的手法による仮説検証手続

きを第一義としている。また、スイスの発達心理学者ピアジェ Piaget, J. は知的行動の発
達過程の研究から子どもの心性の諸特性を明らかにした発生的認識論で有名である。

1.3 動物行動学 ethology

チィンバーゲン Tingergen, N. やローレンツ Lorenz, K. は動物の基本的な行動は本能と
反射によって説明できると考えた。そのためあらゆる動物はあらかじめ定められた脳内神

経回路が組み込まれていると解いた。生後に獲得された適応的な行動であっても、その神

経回路の形成と発達に意識の作用は必要ないとした。

エソロジーとは、行動を手がかりとして、さまざまの動物や人間について比

較研究する学問分野。これまで、習性学、行動生物学、動物行動学などともいわ

れてきた。心理学においては比較行動学といわれることが多い。エソロジーの

基本的研究方法は、長い進化のなかで動物が生活してきた自然の生活場面に観

察者はたとえ研究のためであってもできるだけ手を加えないで、彼らの行動を

詳細に観察する（自然観察）ことである。自然観察から得られた行動をもとに、

遺伝的に決められた種に固有 species specific の行動様式（固定的行動型 fixed
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action pattern）に特に注目して行動目録（エソグラム ethogram）を作成し、
行動を分類・分析する。このような手続により、彼らがなぜそのような行動を

行うか、その行動が個体と種の生活や適応にいかに役立っているか、その行動

がどのように発達してきたか、などを調べ、またある行動を取り上げて、さま

ざまの動物について系統発生的に比較検討することにより行動発現の機構を明

らかにしようとする。ホイットマンWhitman, C. O.、ハインロートHeinroth,
O.、クレーグ Craig, W.らが一つの研究分野として基礎的研究を行ってきた
エソロジーを、その後ローレンツ、ティンベルヘンらがさらに発展させた。こ

の新しい研究分野を一つの研究領域としてまとめあげた功績により、1973年、
ローレンツ、ティンベルヘンとフリッシュの 3 名がノーベル生理学医学賞を受
賞した。なお、前田嘉明 (1955)は第二次大戦後にローレンツを訪問し、帰国後
彼を中心とした比較行動学をわが国に紹介した。

エソロジーは、本来的には、人間を含む動物行動の研究分野であるが、特

に主として人間を対象とする時には人間（比較）行動学 human ethology とい
われる。この分野の研究は、ローレンツの行った幼児図式 baby schema の研
究に始まるといわれている。彼は、幼児のもつ、一般的に丸い体型、身体に比

較して大きな頭、まるまるとした手足や頬、などの形態的特徴は人間のみなら

ず他の動物の幼体とも共通する特徴であり、この形態的特徴に加えて子どもら

しい行動やにおいなどの特徴が成人・成体に「かわいらしい」とか「愛らしい」

という感情や気持を起こさせることを指摘し、これが人間における生得的解発

機構（IRM）の一例であると考えた。その後、ローレンツの高弟であるアイブ
ル-アイベスフェルトは、欧米のみならずアフリカやアジアなどの多様な文化の
なかに生活する人間に共通する表情を手がかりとして、人間における生得性の

研究を行い、人間（比較）行動学をさらに発展させた。

—有斐閣、心理学辞典より—

1.4 神経心理学 neuropsychology

神経心理学とは、脳の損傷によって生じる高次機能の障害の様相を，さまざまな検査や実

験的手法を通じて正確に把握し，損傷部位との関係から，言語や思考，意図的行為，認知，

記憶といった高次機能の神経機構の解明をめざす学問分野である。神経学，精神医学，神経

生理学，神経解剖学，心理学などが交錯するところに成立した学際領域にあたる。1861 年
に，フランスのブローカが前頭葉第三前頭回の損傷と構音言語機能の障害とを関係づけた

時から本格的な学問としてスタートしたとされているが，当初は大脳病理学とよばれ，医

学，特に神経学の一部に位置づけられていた。しかし第一次，第二次の世界大戦を通じて

多数の頭部損傷患者が出現し，戦後そのリハビリテーションに国家が総力をあげて取り組

む過程のなかで，心理学者や言語病理学者など，医学の周辺領域の関係者が参加するよう

になり，神経心理学という用語がしだいに定着するようになった。
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神経心理学が一個の独立した専門領域として認識される契機となったのは，1963 年の雑
誌 Neuropsychologia の創刊で，翌 64 年には同じ傾向の Cortex も創刊された。神経学の
専門誌 Brain に 2度に分けて発表されたゲシュヴィンドの長大な論文「動物と人間におけ
る離断症候群」(Geschwind, N.(1965)）は，医学の世界での神経心理学の確立をもたらし，
また 1960 年代後半からスペリーらによって行われた分離脳の研究は，世間に左脳・右脳
のブームを巻き起こし，神経心理学の隆盛に大きく貢献した。1970年代後半から 80年代
にかけての X線 CT の発明と MRI の病巣研究への応用は，患者が検査を受けた時点での
病巣局在を可能とし，研究をいっそう発展させたが，一方では，脳の解剖学的個体差や性

差など，新たな問題を提起する結果となった。さらに最近では，PET や fMRI などによっ
て，健常な被験者がさまざまな課題を遂行している際の脳の代謝活動が測定されるように

なり，病巣研究との対応が図られている。

—有斐閣、心理学辞典より—

1.5 コンピュータサイエンス computer science

古くはダビンチ Da vinci, L. やデカルト Decartes, R. もヒトの機能を模した機械を設計
したようである。フォン・ノイマン von Neumann, J. によるコンピュータの実用化以前か
ら人口知能 artificial intelligence の研究は開始されていた。チューリング Turing, A. は計
算理論を確立し、論理的に構築できるプロセスはコンピュータで実現可能であることを証

明した。

1.6 人工知能 artificial intelligence ; AI.

コンピュータの誕生とともに、知的な振る舞いをコンピュータにさせる科学として、1950
年代に登場した研究分野である。コンピュータは、たんなる数値演算ばかりでなく、一連

の記号処理（情報処理）が行えることが判明し、そこでその記号処理用のコンピュータ言

語を用いたコンピュータ・プログラムによって、知的な振る舞いをさせることがめざされ

る。そのため、人工知能はまたコンピュータ・プログラムの科学でもある。

人工知能の初期の頃は、チェスなどのゲームやパズル解きなど、一定の木構造のもとに

探索技法の研究が中心となった。その際、記号論理学や数学の証明問題も扱われ、このよ

うな探索の場合、思考にかかわる問題解決の方略として、問題の構造によっては、目標に

向かって少しずつ前進し問題の解決を図る「前向き連鎖」という通常の方略に対して、最

終目標から逆に前の方へ戻っていく「後向き連鎖」というヒューリスティックス（発見法）

の方略があることが示されたりした。また、手段 = 目的分析などの探索方略を用いて、さ
まざまな問題の解決を図る一般問題解決器（GPS）の研究がなされた。このような人工知
能における知的な振る舞いと人間の思考との比較を試みるために、発話思考法なども用い

られた。こうした諸研究からわかってきたことは、コンピュータを知的に振る舞わせるに

は、知識が必要であるということであった。そこで、コンピュータに知識をどう表現し蓄

えてやればよいかの知識表現法が、コンピュータの記憶容量の増大によるデータベース化
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とともに研究された。知識表現法としては、意味ネットワーク構造やルールに基づくプロ

ダクション・システム、フレーム理論によるものなどが見出された。こうした知識表現法の

発展と、エキスパートの研究が進んだこともあって、人工知能の応用により、その専門的

知識の利用を図る知識工学なども登場するようになった。とりわけ、人工知能研究は、コ

ンピュータ・メタファを用いて人間の心の内部過程を解明する認知心理学における情報処

理アプローチと関連が深く、それを介して学際科学として誕生した認知科学などとも結び

つき、人間理解を進めるのに貢献した。

しかし、言語理解や知識表現などによる本格的課題への取組みの段階に入った 1970 年
代の画期的試み、すなわち知能ロボットにより言語と物理的知識を用いて積み木を縦横に

させることに成功した言語理解システム SHRDLU （Winograd, T., 1971）が、そのマイ
クロ・ワールド（小世界）からさらに広い世界に広げられるかの期待がかけられたが、残

念ながら断念されることになった。その結果、人工知能研究は、その後コンピュータ技術

にかかわっての進捗があるとはいえ、それ以上に哲学や思索が必要な時期にさしかかって

いるように思われる。

—有斐閣、心理学辞典より—

1.7 認知科学 cognitive science

認知科学は知を解明しようとする科学である。特徴として、知的活動を心的表象（mental
representation）のレベルで分析しようとすること、コンピュータを心の一つのモデルとす
ること、学際的であること、ギリシア以来の認識論的伝統の影響を受けていること、など

があげられる（Gardner, H.(1985))。1977 年より学術雑誌 Cognitive Science が刊行され、
1979 年に第 1 回目の認知科学会が開催された。その比較的短い歴史のなかでも知に対す
る考え方はすでに微妙に変化してきており、脳機構のレベルで記憶など高次認知機能を解

明しようとする試みや、文化人類学や社会学の新しい動きの取り込みや、感情、文化、社

会などのテーマ、ひいては「心とは何か」「子どもは心をどう理解するか」など、心につい

てのより直接的なテーマを取り上げる研究が盛んになっている。同時に、それらの成果を、

インターフェイス・デザイン、教育環境開発など、日常的な人の生活に直接かかわる場面

で応用検証していこうとするプラグマティックな傾向も強い。

歴史的に見ると、1950 年代後半から始まっていた人工知能（AI）研究者による知的なシ
ステムを計算機上に実現しようとする試みが理論構築の方法論として心理学に取り入れら

れ、言語過程や記憶表象の問題などの複雑なプロセスの明確な記述と、シミュレーション

によるその整合性のテストを可能にした。このような方法論的変革により、心理学の扱う

現象の幅が大きく広がった。反対に、AI 研究者の提案した枠組が心理実験によって欠点を
指摘され、修正されるという実りある相互作用も起こるようになり、全く新しい方法論を

生み出す原動力となっていった。

心理学、AI 研究のほかにも、エソロジー、構造主義言語学、文化人類学、脳の神経回路
における情報処理的アプローチなど、認知科学を構成する諸領域はおのおの異なる視点か

ら認知システムに関する有用な知見を提供する。たんに隣接領域が協力しあうというのみ
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にとどまらず、異なる方法論、視点の融合により全く新しい方法論が生まれるとともに、

領域の境界を超えて共通に存在する問題が認識される。異なる領域間の交流には種々の松

害もある。一つは領域間の障壁、理論的言葉や、基本理念、価値観の違いであり、もう一

つは、領域内の障壁、すなわち時には確立された方法論的制約からはずれなければならな

い認知科学研究者に、いかにして正当な研究の地盤を確保するかである。アメリカでは認

知科学と名のつく学部が 1980年代後半になっていくつも設立され、研究体制が確立されつ
つある。日本でのこれからの動きが期待される。

—有斐閣、心理学辞典より—

1.8 神経科学 neuro science

19 世紀後半、脳の科学的研究が行われるようになって大脳生理学は神経解剖学とよば
れる分野がまず生まれた。1920 年代になって、電気信号増幅器が実用化されて、脳波を
使って脳や神経の機能を調べられるようになって神経生理学 neurophysiology が始まった。
また顕微鏡を用いた組織学として神経解剖学 neuroanatomy によってミクロのレベルでの
ニューロンの配線が明らかになった。さらに、分子レベルで神経系の機能を解明しようと

する分子生物学 neurobiology も起こった。第二次世界大戦後、分子レベルの研究が盛んに
なって神経化学や神経薬理学が生まれた。1970 年にはアメリカで神経科学会が設立され神
経科学という多くの分野からなる学際的な研究分野が成立した。1980 年代に入ると放射性
同位元素や核磁気共鳴現象を利用したコンピュータ画像解析法が開発され神経科学にも応

用されるようになった。脳を傷つけることなく脳の機能や構造が非侵襲的に調べられるよ

うになった。

1.9 計算論的神経科学 computational neuroscience

生理的、神経学的制約を離れて純粋に数学的、あるいは工学的な脳のモデルも計算され

るようになった。古くは 1950 年代の第一次ニューラルネットワークブーム、1980 年代の
第二次ニューラルネットワークブームでさまざまな神経回路網モデルが提唱されるように

なった。物体の認識、記憶、学習の分野で目覚ましい発展があった。

2 脳の生理学

2.1 中枢神経系の構造

ヒドラのような下等生物では、神経細胞 (ニューロン) neuron が体中に散

在しており、それが網の目のように連絡して神経回路網を形成している。このよ

うな動物を散在神経系と呼ばれている。だが、脊椎動物以上の高等動物になる

と頭部神経節に中枢神経系 central nervous system:CNS が発達している。

7



図 2: 脳の概観

脳には延髄 medulla, 橋 (きょう) pons, 中脳 midbrain, 小脳 cerebel-

lum, 間脳 diencephalon と言った基本的な領域がある。高等動物になると大

脳皮質 cerebral cortexが大きく発達してくる。それより下等な動物の脳は

ほとんど大脳辺縁系 limbic system と呼ばれる古い脳である。

中枢神経系の基本構造は下等なサカナ（円口類：ヤツメウナギの仲間）か

らヒトに至まで良く似ている。中枢神経系は脳 brain と脊髄 spinal cord に

分けることができ、脳脊髄液 cerebrospinal fluidで充たされている。脳と脊

髄は三重の膜（外側から硬膜、クモ膜、軟膜）に覆われている。

大脳は左右の半球 hemisphereに分かれており、これを底の方で繋いで脊

髄と連絡させているのが脳幹 brainstemである。左右の大脳半球は、脳幹だ

けでなく脳梁 corpus callosumと呼ばれる部分でも直接神経繊維の束で繋が

れている。中脳、橋、延髄を総称して脳幹 brainstem と呼ぶこともある。
大脳 cerebrum半球の表面にはたくさんのしわがあって表面積を大きくす

るのに役立っている。ヒトの大脳を平面上に展開してみると、A2 用紙、新聞一
ページ程度の広さに相当する。しわの凹んだ部分を溝 sulcus あるいは fissure

と呼び、膨らんだ丘の部分を回 gyrus という。たくさんある溝の中で最も深く

切れ込んでいるのはシルビウス溝 Sylvian fissureである。19世紀に、脳に刻
まれた主要な溝を境として便宜上 4 つの部分 (葉 lobe)に分ける考え方が生ま
れた。シルビウス溝は、側頭葉 temporal lobeを他の領域から分けている。脳

の一番頭頂部分から中心溝 central sulcus が出ており、前頭葉 frontal lobe

と頭頂葉 parietal lobe を分離している。頭頂葉と後頭葉 occipital lobe の

境目は他領域に比べると分りにくいが、角回 angular gyrusがその目安になっ

ている。

大脳半球の断面を見てみると、表面の灰色の部分と、その内部に白色の部分

が見られる。外周部厚さ 2-3mmの灰色の部分は神経細胞が多く存在する大脳皮
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図 3: 大脳辺縁系

質 cerebral cortexと呼ばれる部分で、その色にちなんで灰白質 gray matter

ともいう。白い部分は神経繊維の束で構成されており白質 white matterと

呼ばれる。実は灰白質という名前は、死後標本にされた脳の色からつけられた

もので、生きている実際の脳は血液が循環しているためピンクがかった象牙色

をしている。大脳皮質には両半球をあわせて約 140 億のニューロンが存在する
と言われている。左右の大脳半球を繋いでいるのは、脳梁 corpus callosum

と呼ばれる繊維の束である。この他に前交連 commissura anterior、後交連

commissura posteriorと呼ばれる線維束も左右両半球を結んでいる。

大脳皮質 cerebral cortex の内部には、多数のニューロンが集まった部分が
散見される。これらの集合体は核と呼ばれ、それぞれ固有の名称が付けられて

いる。大脳皮質の直下には尾状核 caudate nucleusや被核 putamen, 淡蒼
球 globus palidusなどが見られ、これらは大脳基底核群 basal gangliaと
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して分類されている。尾状核はオタマジャクシのような形をした大きな核で、

視床 thalamusを取り囲むように半円形をしている。この尾状核や淡蒼球には

大脳皮質より入力があり、一部は黒質 substantia nigraを経由して視床へ出

力している。メラニン色素が沈着しているのでこの名前の由来となっている黒

質には、カテコールアミン1 の一種であるドーパミンが含まれている。この部

分のドーパミンが枯渇するとパーキンソン病がおきる。

大脳辺縁系 limbic system：側頭葉が巻き込まれる部分の端が大脳皮質とし
ては系統発生的に古く、海馬 hippocampusとよばれる部分である。そして

その海馬のすぐ傍らに扁桃体 amgdalaとよばれる神経核が存在している。こ

れらの領域をあわせた部分を大脳辺縁系とよんでいる。これらの部分は記憶や

情動に関連が深い。

視床 thalamus, 視床下部 hypothalamusは脳幹 brainstem の中心部に
ある核群で、視床は末梢と大脳皮質をつなぐ中継核である。皮質との繊維連絡

の仕方や他の領域との結合形態により、20 以上の核に細分されている。また視
床の周辺部には視床枕 pulvinalとよばれる部分があり、これも大脳皮質と連

絡している。視床の下方には、視床下部とよばれる核群があり、本能行動や情

動に関係した働きをするとされている。

1カテコールにアミンを含む側鎖がついた物質の総称。アドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどが
あり、ホルモン、神経伝達物質として作用する
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図 4: 大脳

中脳 midbrainや延髄 medulla oblongataには、呼吸や歩行に関係した

重要な核がある。上丘 superior colliculusは、視覚情報を受けたときに、そ

ちらに身体や眼球を向ける運動（定位反応）を調節している。下丘 inferior

colliculusは聴覚の中継地であり、上丘と同様に定位反応に関係している。そ

の他にもハッキリとした核としての集合体ではないが、中脳から延髄にかけて

網様体 reticular formationとよばれる部分が広がっており、さまざまな感

覚様式の入力を受けて、覚醒レベルの調節に関与していると考えられている。

小脳 cerebellumも大脳と似たような灰白質–白質構造を持っている。その
表面は大脳よりも細かく折り畳まれていて、小脳を後ろからながめると細かな

横線が走っているように見える。とくに深い切れ込みが一カ所あって、小脳は

前葉 anterior lobe と後葉 posterior lobe に分けられている。また小脳は正中線
に近い方から虫部 vermis, 中間部 intermediate portion, 外側部 lateral portion
と分けることもできる。ヒトの小脳は脳全体の重さの 11 % ほどを占めるに
過ぎないが、小脳表面の小脳皮質には約 1000 億のニューロンがあると推定さ
れている。小脳皮質の下には、左右それぞれ 3 つの神経核 (小脳核)が存在す
る。内側から外側にかけて室頂核 fastigial nucleus, 中位核 intermediate

nucleus, 歯状核 dentate nucleus とよばれている。それぞれは、小脳皮質の

虫部、内側部、外側部に存在するプルキンエ細胞から入力繊維を受けている。

そして小脳核の出力は、視床を介して、大脳皮質に送られている。小脳の入出

力繊維は橋の背側にある小脳脚 cerebellar peduncles と呼ばれる部分を通

過してる。
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図 5: 脳の色

脊髄 spinal cord は延髄と繋がっている首の部分から腰の上部まで、ところ
によっては直径が 10 mm 以上のひものような形をしている。脊髄の断面を見
ると、どこでもほぼ同じような構造をしていて、中心部に蝶の羽根あるいは H
の字のような形をした灰色の部分（灰白質）があり、その周辺を白質が取り囲

んでいる。大脳や小脳と同じように、灰白質の部分にニューロンが存在し、白

質の部分は神経繊維の束である。脊髄は皮膚や関節の感覚情報を中枢に伝える

中継点として、あるいは運動指令を筋肉に伝える中継点として活動していると

ころである。またとっさのときの反射運動も、脊髄を介して行われる。末梢か

らの感覚入力は 後根あるいは背根 dorsal root とよばれる部分から脊髄内に入
り、筋肉の収縮を支配している運動性の出力繊維は前根あるいは腹根から出て

行く。

脳や脊髄は頭蓋骨や脊髄骨の内部に直接密接しているのではなく、強固な

3 層でできた袋で完全に隔離されている。その内部は脳脊髄液 cerebro–spinal
fluid:CSF で満たされており、脳や脊髄はその中に浮かんでいる。

—村松道一著 (2002)「脳科学への招待」、サイエンス社、p.29—

3 脳の部位詳細

脳は様々な角度から調べられており、細かい部位にそれぞれ具体的な名前が付けられて

いる。すべてを覚える必要はないがおおまかな感覚と分類方法は知っておいた方が良い。

脳の各部位を峻別するための座標軸を図 6に示した。四つ足で歩く一般の哺乳類から命名
されたので、ヒトの座標表現では延髄の部分で折れ曲がっている。従って一見すると奇妙

な印象を与える。まず身体の長軸方向に吻側—尾側という座標軸が与えられている。それ
に直行して腹側—背側という座標軸が設定される。しかしヒトの場合は、腹側—背側が腹
と背の方向を示していないし、吻側尾側も正確な表現にならない。これは動物の定義をヒ

トに当てはめたからである。前側—後側という表現も用いられる。
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図 6: 脳の基本構造と座標軸　 1.大脳皮質、
2.脳室、3.視床、4.中脳、5.橋、6.小脳、7.
延髄、8.脊髄。ヒトは直立二足歩行を始めた
ので、吻側と尾側の座標軸が脳幹部分を中心

に折れ曲がっている。同様に背側と腹側の座

標軸もほぼ 90°シフトしている

4 ブロードマン Broadmann の脳地図

ブロードマン Broadmannは大脳新皮質を解剖学的、細胞構築学的区分を行った。ブロー
ドマンは大脳新皮質の組織の神経細胞を染色して可視化し、組織構造が均一である部分を

一まとまりとして区分して 1 から 52 番まで番号をふった (ただし欠番がある)。ブロード
マンの行った細胞構築学的分類方法は、その部位で行われている神経細胞の情報処理特性

と関係していると考えられており、このことから脳機能局在論では領野を示すのにこの区

分がよく用いられる。

1, 2 & 3: 一次体性感覚野 Somatosensory Cortex (frequently referred to as Areas 3, 1,
2 by convention)

4: 一次運動野 Primary Motor Cortex
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図 7: ブロードマンの脳地図

5: 体性感覚連合野 Somatosensory Association Cortex

6: 前運動野・補足運動野 Pre-Motor and Supplementary Motor Cortex

7: 体性感覚連合野 Somatosensory Association Cortex

8: 前頭眼野 Includes Frontal Eye Field

9: 前頭前野背外側部 Dorsolateral prefrontal cortex

10: 前頭極 Frontopolar area (most rostral part of superior and middle frontal gyri)

11: 眼窩前頭野 Orbitofrontal area (orbital and rectus gyri, plus part of the rostral part
of the superior frontal gyrus)

12: 眼窩前頭野 Orbitofrontal area (used to be part of BA11, refers to the area between
the superior frontal gyrus and the inferior rostral sulcus)

13: 島皮質 Insular cortex

17: 一次視覚野 (V1) Primary visual cortex (V1)

18: 二次視覚野 (V2) Secondary visual cortex (V2)
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19: 視覚連合野 (V3) Associative visual cortex (V3)

20: 下側頭回 Inferior Temporal gyrus

21: 中側頭回 Middle Temporal gyrus

22: 上側頭回 Superior Temporal Gyrus, of which the rostral part participates to Wer-
nicke’s area

23: 腹側後帯状皮質 Ventral Posterior cingulate cortex

24: 腹側前帯状皮質 Ventral Anterior cingulate cortex

25: 膝下野 Subgenual cortex

26: Ectosplenial area

28: 後嗅内皮質 Posterior Entorhinal Cortex

29: 脳梁膨大後部帯状皮質 Retrosplenial cingular cortex

30: 帯状皮質の一部 Part of cingular cortex

31: 背側後帯状皮質 Dorsal Posterior cingular cortex

32: 背側前帯状皮質 Dorsal anterior cingulate cortex

34: 前嗅内皮質 (on the 海馬傍回) Anterior Entorhinal Cortex (on the Parahippocampal
gyrus)

35: 嗅周囲皮質 (on the 海馬傍回) Perirhinal Cortex (on the Parahippocampal gyrus)

36: 海馬傍回皮質 (on the 海馬傍回) Parahippocampal cortex (on the Parahippocampal
gyrus)

37: 紡錘状回 Fusiform gyrus

38: 中側頭回 Temporopolar area (most rostral part of the superior and middle temporal
gyri

39: 角回 Angular gyrus, part of Wernicke’s area

40: 縁上回 Supramarginal gyrus part of Wernicke’s area

41 & 42: 一次および高次聴覚野 Primary and Auditory Association Cortex

43: Subcentral area (between insula and post/precentral gyrus)

44: 下前頭回弁蓋部 pars opercularis, part of Broca’s area

45: 下前頭回三角部 pars triangularis Broca’s area
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46: 前頭前野背外側部 Dorsolateral prefrontal cortex

47: 下前頭前野 Inferior prefrontal gyrus

48: Retrosubicular area (a small part of the medial surface of the temporal lobe)

52: Parainsular area (at the junction of the temporal lobe and the insula)
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図 8: ヒトの脳の前額断面図 (Nieuwenhuys et al.1981) 図 6の a の部分で切ったところ
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図 9: ヒトの脳の前額断面図 (Nieuwenhuys et al.1981) 図 6の b の部分で切ったところ
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図 10: ヒトの脳の前額断面図 (Nieuwenhuys et al.1981) 図 6の c の部分で切ったところ
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図 11: ヒトの脳の前額断面図 (Nieuwenhuys et al.1981) 図 6の d の部分で切ったところ

20


