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脳と心を扱うニューロサイエンス = 神経科学は対象が複雑であること，分子，細胞，ネットワーク，個体レベ

ルなど広範な領域を扱うことからも，まだまだ未知のことが多いが，近年のヒトゲノムの解明や非侵襲的脳機能

計測技術の進歩などにより急速な発展を見せている。本稿では，各国の戦略的脳科学プロジェクトに触れた後，

脳磁計（MEG: magnetoencephalograph）を用いた脳機能計測・解析事例を示す。人の脳と心を実証的に明らか

にしていこうとする諸領域の研究にとっても脳機能計測・解析技術の向上は重要な課題となるが，脳内プロセス

の推定や脳内ネットワークの検証といった最新の技術を紹介する。

Neuroscience, the study of brains and the mind, has still many fundamental questions to be 
answered, as its targets, including molecules, cells, networks, and individuals, are complex and 
extensive. Meanwhile, neuroscience has been rapidly developing thanks to the recent remarkable 
progress in technologies for clarifying human genomes and the non-invasive measurement 
of brain functions. This paper first introduces strategic brain-science projects in several 
countries, and then shows examples of brain function measurement and analysis which use the  
magnetoencephalograph (MEG). Advances in measurement and analysis technologies for brain 
functions are needed in various research areas aiming to empirically decipher brains and the 
mind. This paper also introduces some novel technologies for intracerebral process estimation 
and intracerebral network verification.

1. はじめに

神経科学は神経系の構造や機能，発達などの研究によ
り生命と精神の根幹に関る領域を扱う科学分野であり，
その範囲は分子生物学，遺伝学，生理学，病理学，心理学，
行動科学など広範にわたる。

神経科学で利用されている機能的核磁気共鳴画像法や
ポジトロン断層法，近赤外線分光法，脳波計，脳磁計（MEG: 
magnetoencephalograph）などの非侵襲的脳機能計測装
置は，脳機能計測をより安全なものとし，脳と心，感覚
や行動，精神活動の解明を進め，医療，神経科学の発展
に寄与してきた。

本稿では，はじめに日米欧各国の脳科学関連プロジェ
クトに触れた後，脳機能計測の事例を紹介していく。

2. 戦略的脳科学関連プロジェクト

神経科学の発展を推進してきた重要な要素の一つに，
各国の戦略的ともいえる大型プロジェクトがあげられる。

1990 年の「脳の 10 年（Decade of the Brain）」宣言（米
国），EU の「欧州 脳の 10 年（European Decade of the 
Brain）」や HBP (Human Brain Project) のスタート，日
本における「脳の世紀推進会議」の発足などである。

日本では，文部科学省による脳科学に関する特定領域
研究の設定や，脳科学研究戦略推進プログラムなどによ
っても，脳機能イメージングによる脳機能の解明，神経
細胞の分子レベルでの解明，神経疾患の解明，計算論的
神経科学の推進，ブレイン・マシン・インターフェース
の開発，モデル動物の開発などが進められてきた。

本年（2013 年）新たな構想として，今後 10 年をか
ける大型の脳科学研究プロジェクトが発表された。米国
の BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative 
Neurotechnologies) Initiative (1)（４月），EU で “European 
Flagship Project” として選定された HBP(2)（１月），日本
の文部科学省による「革新的技術による霊長類の神経回
路機能全容解明」構想 (3)（６月）である。

BRAIN Initiative では，個々の脳細胞や複雑な神経回路
の瞬時の相互作用で脳が活発に機能する様を理解するた
めの新技術の開発と応用を進め，脳機能と行動の関係を
解明することを通して，脳神経疾患を予防し，治療し，
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治癒する方法の発見を支えることを目的としている。ナ
ノ粒子技術による新規光センサ，先端光学デバイスの開
発・応用などを進め，モデル動物を活用した神経回路の
研究，マウスの大脳皮質全体の神経細胞からのデータ収
集を目指すものとなっている。

EU の HBP は ICT（Information and Communications 
Technology）と生物学を融合し，脳全体の機能解明，脳
疾患の新たな治療法の開発，脳情報処理の計算論的基盤
の構築，革新的 ICT の構築などを目標としている。

文部科学省による「霊長類の神経回路機能全容解明」
構想では，脳機能ネットワークの全容解明，ヒトの精神
活動・高次脳機能の解明を通じ，精神神経疾患の理解と
克服，脳の情報処理理論の確立と応用を目標とし，マー
モセットの全脳回路に関するマクロレベルの構造と活動
のマップを完成させ，神経回路機能のニューロンレベル
での全容解明，最終的にヒトの神経回路機能の全容解明
に迫るとしている。

多数の細胞，領域間の回路が生み出す脳特有の性質，
マクロ・ミクロレベルの全脳にわたる活動マップの解明
を目指す各プロジェクトの最終目標となる人の脳機能の
全容解明に向けて，非侵襲的脳機能計測が持つ可能性，
期待されるものについて MEG を例として示していく。

3. 脳機能計測事例

MEG は信号源とセンサ間に存在する頭蓋骨，脳脊髄液
などの影響を受けずに高時間分解能（ミリ秒単位）で脳
磁場信号を収録する。非侵襲性により幼児から大人まで
の脳機能計測に適し，多様で確度の高い解析によって神
経活動そのものの直接観測，全脳解明，発達過程の解明
のために活用しうる装置の一つである。

以下に横河電機金沢事業所の MEG による研究や計測
データを用いた脳機能解析事例および最新の解析技術に
ついて紹介する。なお，金沢事業所では幼児用 MEG と大
人用 MEG の同時計測の研究環境を有しており，発達過程
や親子のコミュニケーションに関する研究などが進めら
れているが，本稿では大人用 MEG による事例を紹介する。

3.1 運動課題
始めに運動課題における脳磁場解析を簡単に紹介する。
被験者は任意の時間間隔で，手の中に納まるぬいぐる

みを握る運動を繰り返す。運動時および運動前の準備に
関る感覚運動皮質の活動を MEG により計測した。

なお，脳が発生する信号に対し周波数帯によって大
ま か に δ 波（0.5 - 3 Hz），θ 波（4 - 7 Hz），α 波（8 - 

13 Hz），β 波（14 - 30 Hz），γ 波（31 Hz - ）という名
称が付けられており，本稿でもこれらの名称を併用する。

運動時の感覚運動皮質付近のセンサの脳磁波形を
図 1-a に示す。運動前後で消失している β，low-γ 成分が，
数秒後に出現している。

図 1-b に等磁場線図を示す。運動に関連する神経細胞
の活動によって細胞内電流が発生し，電流の周りに磁場
が生じる。磁場の湧き出し（図の赤い領域）と吸込み（緑
の領域）の境界の直下に細胞内電流源がある。本課題で
は感覚運動皮質の活動が観測できる。

図 1 運動課題における脳磁場解析例

次に感覚運動皮質に位置するセンサにより計測した脳
磁波から，その周波数帯域のパワーの時間ごとの変化を
求め図 2 に示す。青の部分はその周波数帯域のパワーが
減少し赤の部分でパワーが増加していることを示す。

運動実行直前直後に，γ 帯域のパワーが増加し，β，
low-γ 帯域のパワーは運動実行前～実行後に減少し，運動
実行の１秒後付近から増加している。このように，脳活

動と周波数帯域のパワーの変化の関係を観測できる。

図 2 時間－周波数解析
（図1,2ともに金沢事業所MEGにより横河電機が計測したデータ）

3.2 商品選択課題
次に金沢事業所 MEG を用いて行われた「商品画像選択

課題」に対する脳活動に関する井口らの研究 (4) を紹介する。
本研究の主眼は，好印象によって導かれる意志決定

の脳内経路を検出することである。商品画像（11 種類，
400 枚）を１枚ずつ呈示し被験者に選ばせる課題を行い，
次の２つの条件で選択の動機をコントロールしている。
a) 自由選択（主課題）：気に入った商品を自由に選ぶ課題

である。気に入った商品画像が呈示された時に被験者
は左手でボタンを押し応答する。画像は，商品の種類

（イスやヤカンなど）ごとに 10 枚を１セットとした単
位ブロックに分け，計 40 ブロックで課題を行う。

b) 形状判別（対比条件）：単なる形状の識別課題である。
単位ブロック（画像 10 枚）は，２種類の商品の組み

(a) 運動前後の脳磁波形 (b)  等磁場線図 
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合わせで構成した。例えば，イス３枚，ヤカン７枚（標
的：非標的 = 3：7）をランダムな順序で呈示し，イス

（判別の標的）が出たらボタンを押す二択課題である。

詳細は省略するが，それぞれの課題で刺激（画像）と
行動（ボタン押しの有無）が同一で，選択の動機だけが
異なる状況が作られている。

自発脳磁場のデータを空間フィルタ法により解析し，
賦活領域を MRI（Magnetic Resonance Imaging）画像に
重ね合せて脳活動を見ていく。

画像の選択時には，非選択時に比べて高周波数活動（22
～ 100 Hz）が増加することが認められた。高周波数活動
は脳領域間の情報通信を反映すると考えられている。自
由選択（図 3-a）では特異的に，左の眼窩前頭野，右の
前帯状回，補足運動野とその外側６野が賦活した。これ
らの前頭領域の活動は，形状判別（図 3-b）では見られ
ない。一方，自由選択と形状判別で共通に活動する領域は，
右の中前頭葉後部，運動野，一次体性感覚野，頭頂葉（上
頭頂葉～下頭頂小葉）であった。これらは，左手ボタン
押しに起因する運動関連の活動と考えられる。

図 3 商品選択課題における脳磁場解析例

本実験によって好印象により動機づけられた選択の意
志決定から行動の実行に伝達されるまでのプロセス：感
情による判断，行動の動機づけ，運動の決定・実行，感
覚フィードバックなどの脳内プロセスが推定された。

脳活動の経時変化をミリ秒単位で追跡することができ
る脳機能イメージングの新しい手法といえる。

また，同一の商品画像に対して「好ましい商品を選択
する場合」と「指示された商品を見つける場合」で脳活
動が異なっていることを示した。人の興味や嗜好を客観
的に計測し得ることを示す事例の一つである。

（商品選択課題に関する詳細および図は公益財団法人東京
都医学総合研究所井口義信氏より提供いただいた。）

3.3 CFC 解析
日米欧のプロジェクトが脳細胞の相互作用，機能ネッ

トワークの解明を進めているように，脳機能解析も包括
的・多階層的な手法が求められている。以下に，神経活
動の結合やネットワークを理解するための手法の一つで
ある CFC (Cross Frequency Coupling) 解析を紹介する。

CFC 解析は頭蓋内電極による研究 (5) などですでに用い
られているが，脳のシステムや階層モデルをより明快に
検証できるアプローチとして注目される技術である。

脳活動は周波数の異なる様々なオシレーション（α，β，
γ，…）の活動の有無，大きさにより説明される。運動直
前直後における γ 帯域のパワーの増加や，β，low-γ 帯域
のパワーの減少は運動の解析で示したとおりである。

一方，周波数が異なっていても個々のオシレーション
は独立に発現しているのではなく，そのいくつかは何ら
かの相関，結合，情報伝達の方向性といった関連性を持
っているものと推測されており，PAC (Phase-Amplitude 
Coupling) ，AAC (Amplitude-Amplitude Coupling) といっ
た異なる周波数を持ったオシレーション間の結合を探索
する CFC 解析による解明・検証が待たれている。

以下に CFC の解析例の一つとして，PAC の観測結果を
紹介する。PAC とは，比較的高い周波数帯域（数十 Hz）
のオシレーションの振幅が，低い周波数帯域（10 Hz 程度）
のオシレーションの位相により変調されている状態（い
わゆる振幅変調）を特徴とした異周波数オシレーション
間の結合のことである。概念的には，図 4 に示すように，
観測された振幅変動を伴った信号（緑の波形）を説明で
きる “ キャリア成分（赤い波形）” と “ モジュレータ成分（青
い波形）” の組を見つけ出す作業が PAC の探索と言える。
次に実験及び解析の手順を簡単に説明する。

図 4 PAC 探索の概念図

被験者は任意のタイミングで繰り返し指を動かし，こ
の時の MEG データを用いて低周波（情報：位相）と高
周波（情報：振幅）の関係に注目し，同一部位における
高周波と低周波のPACの探索を全脳にわたって実施した。
図 5-a の○で囲んだ領域で相互の強い結合が観測された。
図 5-b に低周波と高周波の結合の強さを示す。横軸は時
間（秒），縦軸は 60 Hz の γ 波と強く相関する低周波成

(a) 気に入った商品を選ぶ
自由選択課題

(b) 指示された商品を見つける
形状判別課題

脳表面の図にMEG解析データを重ねた図
上図：斜め正面から左半球を見た図、下図：右半球を真横から見た図
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分を示し，濃い赤の範囲は相関度合の高いことを示す。

図 5 PAC 観測例
（金沢事業所MEGにより横河電機が計測したデータ）

運動開始前に強い相関が確認されるが，その関係は運
動の約１秒前に消失していることがわかる。

今後，異なる領域間での観測に着手し，領域間情報伝
達やネットワーク機能解析の可能性を検証していく。

シュレディンガーは，「生物では・・ただ１個の原子団
でしかもそれ一つだけ単独に存在しているものが，きわめ
て精細な法則に従って，相互間およびその周囲と驚くべき
調和を保った秩序正しい現象をつくりだす」(6) と記したが，
CFC 解析は脳の中での秩序性を生み出す仕掛け，脳領域間
の情報伝達の解明のための手法として進化していくものと
考えている。

4. 脳機能計測への期待

ベンジャミン・リベットは手首の屈曲とアウェアネス
（気づき）に関する実験によって「自由で自発的な行為（運
動）の 150 から 200 ミリ秒前に行為を実行しようとす
る意識を伴った意志のアウェアネスが現れ，さらにその
400 ミリ秒ほど前，つまり行為を実行しようとする自分
の意志や意図に気づく 400 ミリ秒ほど前に，すでに自発
的なプロセスが無意識に起動している。」(7) ということを
示した。人は認知活動の 95% を無意識に行っており (8) ，
非意識的な過程がなければ生き延びていくのは非常に困
難だろう (9) と言われ，判断や意思決定，行動が認知バイ
アスによって歪められてしまう (10) とも言われている。

これらの神経科学により得られた実証的な知識，人間
の観察や実験に基づく事実を重視しようとする神経哲学
や神経経済学などの学際的研究がすでに進められている。

また，マーケティングで用いられるアンケート調査や
グループインタビュー，行動観察では消費者の好みや意
志決定が，無意識や認知バイアスの影響を受け，調査結
果の信憑性に疑問符が付けられることがあると言われ，
神経科学，脳機能計測を利用したニューロマーケティン
グによってビジネスを変革しようとする動きがすでに始
まっている。特に欧米ではニューロマーケティング・リ
サーチ会社が設立され，ビジネスが拡大している (11) 。ま
た，製品開発やデザインにおいても神経科学を取り入れ

た事例が報告されている。神経科学の産業応用において
は，なお多くの知見の集積が必要とされる一方，全ての
事実が明らかになることを待つことなくより柔軟な観点
で進められることも求められている。勿論，神経倫理学
による倫理的考察が必要であることは言うまでもない。

脳機能計測は，脳活動に伴う波形計測，活動源推定，
時間 ‐ 周波数解析などの従来技術に加え，脳活動の脳内
経路の検出，領域間情報伝達観測，ネットワークとして
機能する働きの観測，さらにそれらの統合的観測を可能
とするための技術的進化を続けており，今後も神経科学
における重要な技術として活用されていくであろう。神
経科学と融合しながらその知見を活用し，人の心，判断，
行動，さらには無意識までをも客観的に知り，研究・応
用を進めようとする諸研究分野，あるいは人を知り慣れ
親しんだ常識を超えて変革しようとする産業分野の要求
に，脳機能計測・解析の技術は応えていくであろうこと
を確信している。

5. おわりに

人の命を守り生活の質を向上させる取り組みや，人の
脳と心の解明に向けての研究は限りなく続けられていく。
人の全脳解明，発達過程の解明に向けて脳機能計測技術
が貢献していくことを願っている。

参考文献
(1) President Obama, “Brain Research through Advancing Innovative 

Neurotechnologies (BRAIN) Initiative,” BRAIN Initiative, Tuesday 
April 2nd, 2013  http://www.whitehouse.gov/infographics/
brain-initiative

(2) HBP Summit 2013, Human Brain Project (HBP), 2013 http://
www.humanbrainproject.eu

(3) 脳 科 学 委 員 会（ 第 21 回 ） 議 事 次 第， 文 部 科 学 省，2013　
http://www.lifescience.mext.go.jp/2013/06/212566.html

(4) 井口義信，星詳子，他，“ 商品画像の選択課題で誘発された前頭
葉・高周波数活動 ”，第 27 回日本生体磁気学会大会，2012

(5) Takufumi Yanagisawa, Okito Yamashita, et al., “Regulation 
of motor representation by phase-amplitude coupling in the 
sensorimotor cortex,” The Journal of Neuroscience, Vol. 32, No. 
44, 2012, pp. 15467-15475

(6) E，シュレーディンガー 著，岡小天，鎮目恭夫 訳，“ 生命とは何
か―物理的にみた生細胞―”，岩波書店，2008

(7) ベンジャミン リベット 著，下條信輔 訳，“ マインド・タイム―
脳と意識の時間―”，岩波書店，2005

(8) A. K. プラディーブ 著，仲達志 訳，“ マーケターの知らない「95%」
―消費者の「買いたい！」を作り出す実践脳科学―”，阪急コミ
ュニケーションズ，2011

(9) ティモシー ウィルソン 著，村田光二 訳，“ 自分を知り、自分を
変える―適応的無意識の心理学―”，新曜社，2005

(10) ダニエル カーネマン，ダン ロバロ，他，“ 意思決定の行動経
済学―認知バイアスを見抜く 12 の質問―”，Diamond Harvard 
Business Review，Vol. 36，No. 11，2011，p. 56-73

(11) 田邊学司，小野寺健司，他，“ なぜ脳は「なんとなく」で買って
しまうのか？―ニューロマーケティングで変わる5つの常識―”，
ダイヤモンド社，2013

(b) 低周波-高周波の結合強度変化

(a) 強いPAC結合が観測された領域
（右脳を真横から見た図）
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