
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

Transverse patterning課題遂行にお
けるサル前頭前野機能の解明(
Dissertation_全文 )

禰占, 雅史

禰占, 雅史. Transverse patterning課題遂行におけるサル前頭前野機能
の解明. 京都大学, 2015, 博士(理学)

2015-03-23

https://doi.org/10.14989/doctor.k18843



 

 

 

博士論文 

 

Transverse patterning 課題遂行における 

サル前頭前野機能の解明 

 

 

 

京都大学大学院 理学研究科 

生物科学専攻 霊長類学系 高次脳機能分科 

禰占 雅史 

  



 

 



 

~ i ~ 

 

 

目次 

 

第 1 章 序論 ～長期記憶に基づく行動選択と前頭前野～ 1 

 1.1 はじめに ................................................................................................. 3 

 1.2 Transverse patterning .................................................................... 6 

 1.3 Transverse patterning と内側側頭葉 ............................................. 8 

 1.4 Transverse patterning と前頭前野 ................................................ 12 

 1.5 内側側頭葉と前頭前野の神経連絡 ................................................. 14 

  1.5.1 内側側頭葉と内側前頭前野および前頭眼窩野 ............................. 14 

  1.5.2 内側側頭葉と外側前頭前野 ............................................................ 16 

 1.6 研究の目的 ..................................................................................... 18 

  

第 2 章 研究方法 21 

 2.1 実験方法 ........................................................................................... 23 

  2.1.1 実験対象 ...................................................................................... 23 

  2.1.2 実験装置 ...................................................................................... 23 

  2.1.3 実験課題 ...................................................................................... 24 

   (1) Transverse patterning 課題 .......................................................... 26 



 

~ ii ~ 

 

   (2) 遅延見本合わせ課題 ...................................................................... 28 

2.1.4 手術 ............................................................................................. 28 

 (1) 頭部固定装置の装着 .................................................................... 28 

 (2) 記録用シリンダーの装着 ............................................................. 29 

 2.2 解析方法 ........................................................................................... 30 

  2.2.1 正答率 ......................................................................................... 30 

  2.2.2 解析基準 ...................................................................................... 30 

  2.2.3 解析期間 ...................................................................................... 31 

  2.2.4 データ解析 .................................................................................. 31 

2.2.5 記録部位の同定 ........................................................................... 33 

   (1) MRI 画像による記録部位の確認 .................................................... 34 

   (2) 生理学的手法による記録部位の確認 .............................................. 34 

   (3) 解剖学的手法による記録部位の確認 .............................................. 35 

 

第 3 章 実験結果 39 

3.1 行動データ ........................................................................................ 41 

3.2 神経応答データ ................................................................................ 44 

  3.2.1 Transverse patterning 課題に対する神経応答 ........................... 45 



 

~ iii ~ 

 

   (1) 応答様式 ....................................................................................... 45 

   (2) 正解刺激の形・位置に対する選択性 .............................................. 48 

  3.2.2 課題による応答の差異 ................................................................ 51 

   (1) 課題依存的な応答 ......................................................................... 51 

   (2) 正解刺激の形・位置選択的な応答 ................................................. 56 

   (3) 課題による刺激選択性の変化 ........................................................ 61 

  3.2.3 眼球運動後の応答 ....................................................................... 64 

  3.2.4 刺激提示以前における課題依存性応答 ....................................... 68 

3.2.5 遅延期における応答 .................................................................... 72 

 

第 4 章 考察と結論                        

～記憶に基づく行動選択における前頭前野の役割～ 75 

4.1 考察 ................................................................................................... 77 

 4.1.1 文脈の認知と行動戦略の選択 ..................................................... 78 

 4.1.2 行動の選択と実行 ....................................................................... 80 

 4.1.3 刺激の形に対する選択性 ............................................................. 82 

 4.1.4 フィードバックと行動最適化 ..................................................... 83 

4.1.5 神経連絡との関係 ....................................................................... 84 



 

~ iv ~ 

 

 4.2 まとめ ............................................................................................... 87 

 4.3 今後の課題 ........................................................................................ 89 

 

謝辞 .............................................................................................................. 91 

引用文献 ...................................................................................................... 93 

  



 

~ 1 ~ 

  

 

 

 

 

 

 

第 1 章 

序論 

 

長期記憶に基づく行動選択と前頭前野 
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1.1 はじめに 

 

これまでの研究から、行動選択を行う際には大脳皮質の最前部に位置する前

頭前野が重要であることが明らかになっている（Penfield and Evans, 1935; 

Mishkin, 1957; Milner, 1963, 1965; Sakai, 1974）。とくに外側前頭前野につい

ては多くの研究が行われ、行動選択における役割が詳しく調べられている。これ

らの行動選択と前頭前野の関わりについて調べた研究の多くは、遅延見本合わ

せ（delayed matching-to-sample, DMS）課題をはじめとする、保持時間が数秒

から数分程度の短期記憶に基づいて行動を選択する課題を使用している

（Fuster, 1973; Kubota et al., 1974; Funahashi  et al., 1989, 1990; Miller et 

al., 1996; Asaad et al., 1998）。一方、霊長類を含む動物の複雑な行動選択にと

って、長期間にわたって蓄積した知識が重要であることは論を待たない。行動選

択に重要な長期記憶とは多くの場合、複数の対象もしくは事象の関係性につい

ての記憶である（どの餌が美味か、どの動物が危険か、目の前にいる同種の 2 個

体のどちらが優位でどちらが劣位かなど）。しかしながら、このような長期記憶

に基づく行動選択に前頭前野のどの領域がどのように関わるのかを調べた研究

は少ない。長期記憶については、海馬周辺の損傷による記憶障害の症例が報告さ

れて以来、多くの臨床的研究および実験的研究が行われ、海馬および周辺の内側



 

~ 4 ~ 

  

側頭葉皮質の重要性が指摘されてきた（Marslen-Wilson and Teuber, 1975; 

Corkin S, 1984; Squire and Zola-Morgan, 1991; Zola-Morgan et al., 1994; 

Alvarez et al., 1994, 1995; Suzuki and Eichenbaum, 2000; Zola et al., 2000; 

Squire et al., 2004; Squire, 2009）。最近の研究は、内側側頭葉が長期記憶の中

でもとくに複数の対象の関係についての記憶（relational memory）にとって重

要であることを示唆している（Baxter and Murray, 2001; Barefoot et al., 2003; 

Naya et al., 2003; Buckmaster et al., 2004; Takeda et al., 2005; Lavenex et al., 

2006; Suzuki, 2007）。したがって、前頭前野の中でも内側側頭葉との結びつき

の強い領域がこうした関係性についての長期記憶に基づく行動選択に重要であ

ると推測される。 

本研究では長期記憶、とくに対象の関係性についての長期記憶に基づく行動

決定における前頭前野の役割を明らかにすることを目的とした。このような対

象の関係性についての長期記憶を調べる行動課題としては、これまでにいくつ

かの物が考案され使用されてきたが、本研究ではその中でも短期間で学習する

ことがきわめて困難（すなわち短期記憶では解くことが出来ない）で、かつ内側

側頭葉の損傷によって非常に大きな影響を受けることが知られている

Transverse patterning（TP）課題を用いた（Rickard and Grafman, 1998; 

Alvarado et al., 2002; Alvarado and Bachevalier, 2005a,b）。TP 課題について
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は、次節で説明する。 
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1.2 Transverse patterning 

 

Transverse patterning（TP）とは 3 つの対象の間の循環的な関係（AB, BC, 

CA）に対する呼称であり、「じゃんけん」における 3 つの拳の関係が TP の代

表例である（Spence, 1952; Alvarado and Rudy, 1992; Rudy and Sutherland, 

1992）。「じゃんけん」は 3 つの拳（グー・チョキ・パー）から構成されており、

グーがチョキに勝ち、チョキがパーに勝ち、パーがグーに勝つ（図 1-1）。そし

て、このような TP の関係性の理解がヒトでは 4 歳半頃になるまでは難しいこ

とが先行研究により示されている（Rudy, 1991; Rudy et al., 1993）。一方、いく

つかの研究ではヒト以外にもサル・マウス・ハトで TP 課題の学習が可能である

ことが示されている（Wynne, 1996; Alvarado and Bachevalier, 2000）。この課

題は実験に用いられる各種学習課題の中では最も困難な課題のひとつであり、

習得には長期間の訓練を要する。 Alvarado ら（2002, 2005a,b）はサルに TP 課

題を訓練するにあたり、まず構成する 3 つの問題のうちの 1 つ（AB）を教え、

次に 2 つ目を加えて（AB, BC）訓練し、最後に 3 つの問題すべて（AB, BC, 

CA）を訓練するという手順をとった。するとサルは、2 つ目（AB, BC）ま

では比較的短期間（数日以内）のうちに学習したのに対し、第 3 段階として 3 つ

目の問題を加えると（AB, BC, CA）、その習得には非常に長期（1 ヶ月以上）



 

~ 7 ~ 

  

にわたる訓練が必要であった。その点で、一見類似しているが比較的簡単に学習

されうる、循環型でない視覚弁別課題（AB, BC, CD）とは大きく異なる学

習パラダイムであると言える（Spence, 1952; Rudy and Sutherland, 1992; 

Astur and Sutherland, 1998; O’Reilly and Rudy, 2001）。 

 

 

  

 

図 1-1. “じゃんけん”を例とした TP の構造 

グーとチョキの組合せ（①）ではグーが優位・チョキが劣位となる。組合せ②ではチョキ

が優位・パーが劣位となり、組合せ③ではパーが優位・グーが劣位となる。このように 3 つ

の要素の循環的な関係を TP と呼ぶ。 
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1.3 Transverse patterning と内側側頭葉 

 

海馬・嗅内皮質・嗅周皮質・海馬傍回といった領野を含む内側側頭葉は多くの

ヒトを対象とした研究（Marslen-Wilson and Teuber, 1975; Corkin S, 1984; 

Squire and Zola-Morgan, 1991; Squire et al., 2004; Squire, 2009）やサルを対

象とした研究（Zola-Morgan et al., 1994; Alvarez et al., 1994, 1995; Suzuki and 

Eichenbaum, 2000; Zola et al, 2000）から各種の長期記憶課題（対連合課題、

語連想課題、遠隔記憶などの再認課題）の学習・遂行に重要な役割を果たしてい

ることが明らかになってきているが、TP の学習においても内側側頭葉は重要な

役割を担っている（Rudy, 1991; Dusek and Eichenbaum, 1998; Rickard and 

Grafman, 1998; Alvarado et al., 2002; Alvarado and Bachevalier, 2005a,b; 

Driscoll et al., 2005; Rickard et al., 2006）。一方で、複数の対象間の関係性が

TP のような循環型ではなく、線形的構造もしくは互いに独立した構造を有して

いる弁別課題（AB, BC, CD など、 ‘elemental association’, Spence, 1937, 

1952; Rudy and Sutherland, 1992）には、実は内側側頭葉が必ずしも必須でな

いことも明らかになってきた（Rickard and Grafman, 1998; Alvarado et al., 

2002; Alvarado and Bachevalier, 2005a,b）。 

Rickard らは酸素欠乏により健忘症をきたした患者 4 人と健常者 4 人に TP
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課題（AB, BC, CA）と 3 つの独立した視覚弁別（DE, FG, HI）を学習

する課題を行わせた。いずれの課題の学習も 3 段階に分けて進められた。第 1 段

階では 1 組の弁別のみを行い、成績が基準（正答率 93.3%）に達すると、もう 1

組の弁別が追加され、その段階でも基準に達すれば、3 つ目の弁別が追加された。

その結果、4 人の健忘症患者は第 2 段階まではどちらの課題でも基準に達した

のだが、TP 課題の最終段階だけは基準に達することが出来なかった（Rickard 

and Grafman, 1998）。 

Alvarado らはサルにおいても海馬を含む内側側頭葉が TP の学習に重要であ

ることを報告している。彼女らはあらかじめ吸引により海馬を損傷した個体、お

よび健常個体に TP 課題を訓練した。その結果、海馬損傷個体では TP 課題の学

習が障害され、とくに第 3 段階の学習の障害が重篤であった。しかし、TP 課題

で使用した物体にさらに別の 1 つの物体（X）を追加し、各弁別問題が elemental 

association となるようにした課題（AB, BC, CX）を学習させると、海馬損

傷個体でも容易に学習できた。これらの実験結果からも、TP の学習には海馬が

重要であることと elemental association の学習には海馬を必要としないことが

示唆された（Alvarado et al., 2002）。 

 また、海馬傍回や嗅周皮質の損傷によっても海馬損傷と同様に TP の学習に障

害が起こることが Alvarado らの別の研究により示されている（Alvarado and 
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Bachevalier, 2005a,b）。これらの研究から、サルの海馬以外の内側側頭葉（海馬

傍回や嗅周皮質）も TP の学習に関わっている可能性が示唆された。 

一方で、少数ではあるがいくつかの研究では海馬の損傷によって TP の学習が

促進されたことが報告されている（Saksida et al., 2007; Ryan et al., 2013）。

Saksida らはサルを対象として嗅周皮質損傷群・海馬損傷群・健常個体群を用意

し、TP 課題の学習を行わせた。その結果、嗅周皮質損傷群は前述してきた他の

研究と同様に、TP 課題の第 3 段階の学習が困難で、健常個体群に比べて正答率

が有意に低かった。しかし、海馬損傷群ではこの第 3 段階において健常個体群

に比べて正答率が有意に高くなったと報告している（Saksida et al., 2007）。こ

のような一部の内側側頭葉の損傷患者や海馬損傷個体でみられる TP に関する

学習の促進がどのような神経メカニズムの基で起こっているのかについては、

「海馬が損傷したことによって TP の全体像の把握が出来なくなり、結果として

（相互干渉が起こらない）近視眼的な個別の関係性の学習のみを行うようにな

る。」（Driscoll et al., 2005）というものや、「障害と促進という矛盾の顕在化は、

これまでの研究では海馬に限局した完全損傷という例が存在していないことに

起因しており、TP の学習障害の原因は嗅周皮質の損傷によるものである。」 

（Saksida et al., 2007）というような説が唱えられているが、報告例も少なく

はっきりとはまだ分かっていない。 
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これらの知見を総合すると、海馬または海馬周辺の内側側頭葉皮質、あるいは

その両方が TP の学習・記憶に関わっていることは確かなようである。 
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1.4 Transverse patterning と前頭前野 

 

前節では TP の学習に内側側頭葉が関わっていることを紹介したが、近年のヒ

トを対象とした脳機能イメージング研究によって内側側頭葉だけではなく前頭

前野も TP 課題の遂行に関わっていることが示唆されるようになってきた

（Meltzer et al., 2008, 2009; Moses et al., 2009; Mills et al., 2012）。Meltzer

らは TP 課題（AB, BC, CA）と 3 つの独立した視覚弁別（DE, FG, HI）

を学習するコントロール課題を用意し、ヒトを対象として課題遂行中の脳機能

変化を脳波（EEG, electroencephalogram）を用いて調べた（Meltzer et al., 

2009）。EEG を記録した結果、コントロール課題に比べて TP 課題においてθ

波帯域の有意に大きな活動を内側前頭前野で観察した。一方、機能的核磁気共鳴

画像法（fMRI, functional magnetic resonance imaging）を用いて課題遂行中

の BOLD（blood oxygenation level dependent）信号を記録したところ、奇妙な

ことに TP 課題遂行中の内側前頭前野では、コントロール課題に比べて BOLD

信号の有意な減少を観察した（Meltzer et al., 2009）。この BOLD 信号の減少に

関して Meltzer らはデフォルトモードネットワークとの関連性を示唆している

が、この結果の解釈には、更なる研究が必要であろう。脳磁図（MEG, 

magnetoencephalography）を用いた研究でも TP 課題の遂行に関連した内側前
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頭前野の活動が示されている（Mills et al., 2012）。これらの結果は、内側前頭

前野が TP 課題の遂行に関与している可能性を強く示唆している。しかし、内側

前頭前野が TP 課題の遂行において具体的にどのような働きをしているのかに

ついてはまだ分かっていない。 
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1.5 内側側頭葉と前頭前野の神経連絡 

 

TP 課題の学習に重要とされている内側側頭葉と前頭前野の間には解剖学的

な神経連絡があることが先行研究により報告されている。ここでは、それらの神

経連絡についての知見をまとめる。 

 

1.5.1 内側側頭葉と内側前頭前野および前頭眼窩野 

内側前頭前野および前頭眼窩野は、内側側頭葉を含む辺縁系との神経連絡を

有することが知られている領域である。 Lavenex ら（2002）はサルの内側側

頭葉の一部である海馬傍回および嗅周皮質に順行性・逆行性の神経トレーサー

を注入し、これらの領域が大脳皮質のどの領域と神経連絡を有しているのかを

調べた。その結果、海馬傍回と内側前頭前野の 32 野や 24 野（図 1-2）といった

広い領域との間に双方向性の神経連絡があること、嗅周皮質は内側前頭前野の

24 野との双方向性の神経連絡をもつことを示した。同様に前頭眼窩野にも順行

性、逆行性の神経連絡が確認されたが、順行性ラベルと逆行性ラベルの分布はあ

まり重なっていなかった。Kondo ら（2005）は、内側前頭前野、前頭眼窩野、

嗅周皮質、海馬傍回に神経トレーサーを注入して相互の神経連絡を比較し、内側

側頭葉皮質と海馬傍回、前頭眼窩野と嗅周皮質の間に強い神経連絡があること
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を示した。 

 

 

 

図 1-2. 内側および外側前頭前野の各構成領域 

上の図は外側前頭前野の領野（各色付きの領域）、下の図は内側前頭前野の領野を示して

いる。上の囲みは主溝内部の領野、下の囲みは弓状溝上枝内部の領野を示している（Petrides 

and Pandya, 1999 より転載）。 
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1.5.2 内側側頭葉と外側前頭前野 

Petrides らはサルの背外側前頭前野に位置する 9 野や 46 野・9/46d 野（図 1-

2）に逆行性の神経トレーサーを注入すると海馬傍回や嗅内皮質・嗅周皮質にお

いて逆行性にラベルされたニューロンが観察されたことを報告している

（Petrides and Pandya, 1999）。これらの結果は背外側前頭前野が内側側頭葉

からの神経入力を受けていることを示唆している。Lavenex ら（2002）のデー

タも、内側側頭葉、とくに海馬傍回が背外側前頭前野との間に双方向の神経連絡

を持つことを示している。 

また、Hirata らは背外側前頭前野の中でも特に主溝背側壁が内側側頭葉から

の 2 シナプス性（disynaptic）の強い神経入力を受けていることを報告した

（Hirata et al., 2012）。彼らはこの実験で逆行性にシナプスを越えて（越シナプ

ス）感染していく性質をもった狂犬病ウイルスを外側前頭前野のさまざまな領

域に注入した。このウイルスは注入部位周辺の神経終末から取り込まれ、2 日で

1 次ニューロンの細胞体に広がり、3 日目にはシナプスを超えて 2 次ニューロン

に感染することが知られている。このウイルスを主溝背側壁に注入して 2 次ニ

ューロンまで感染させた場合に海馬傍回や嗅内皮質のような内側側頭葉領域の

多くのニューロンがラベルされた。このことは、背外側前頭前野の一部である主

溝背側壁が間接的ながら内側側頭葉からの強い神経入力を受けることを示して
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いる。 

これらの結果は、イメージング研究によって TP 課題への関与が示唆されてい

る内側前頭前野だけでなく前頭前野のさまざまな領域が内側側頭葉からの情報

を受け、TP 課題の遂行において重要な役割を果たしている可能性を示している。  



 

~ 18 ~ 

  

1.6 研究の目的 

 

すでに述べたように、対象の関係性についての長期記憶に基づく行動選択に

おける前頭前野の役割を明らかにすることが、本研究の目的である。行動選択に

関わる神経活動のダイナミックな変化を検出、解析するため、サルを対象として、

高い時間解像度で個々のニューロンの活動を記録することのできる単一細胞活

動記録法（Kubota and Niki, 1971; Fuster, 1984）を用いた。主要な行動課題と

しては、3 つの視覚刺激の間の関係性についての長期記憶を必要とする TP 課題

を用いた。また、記録した神経活動が長期記憶に基づく行動選択に関連している

のか、利用する記憶の種類に依存しない他の認知プロセスに関連しているのか

などを明らかにするため、コントロール課題として TP 課題と同じ視覚刺激を使

った短期記憶課題（DMS 課題）（Fuster et al., 1982; Funahashi and Kubota, 

1994; Miller et al., 1996; Hasegawa et al., 1998; Sawaguchi and Yamane, 1999）

を用い、神経活動パターンを比較した。 

過去のヒトを対象としたイメージング研究において TP 課題の遂行時に活動

のみられた内側前頭前野に加え、さまざまな認知課題への関与が知られている

背外側前頭前野（主溝周辺および背側膨隆部）からも神経活動を記録し、各領域

のニューロン活動を比較検討した。もし、内側前頭前野こそが長期記憶に基づく
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行動選択において重要な役割を果たしているのであれば、この領域で TP 課題遂

行時に活動を示す細胞が多く見つかると予想される。一方で、背外側前頭前野も

解剖学的には内側側頭葉領域からの神経入力を受けていることから、TP 課題に

関連して活動する細胞が相当数みつかる可能性も考えられる。また、ある細胞が

長期記憶に基づく行動選択と短期記憶に基づく行動選択に共通の認知プロセス

に関連していれば、二つの課題で同様の活動パターンを示すと考えられる。また、

単一神経活動記録法の高い時間解像度を生かし、ニューロン活動の強度および

選択性の時間経過を解析することによって、行動選択における各ニューロンお

よび領野の機能について、より多くの情報が得られると期待できる。 
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第 2 章 

研究方法 
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2.1 実験方法 

 

2.1.1 実験対象 

本研究では 2 頭のマカクザル、個体 C（ニホンザル、オス、体重 7 kg）およ

び個体 M（アカゲザル、オス、体重 10 kg）を用いた。サルに課題を行わせるに

あたり飲水制限を行い、水は実験室において報酬として与えた。不足分は実験後

に水や野菜類を与えることで補った。本実験は京都大学霊長類研究所のサル類

の飼育管理ガイドライン第 2・3 版（2002, 2010）に従い、京都大学霊長類研究

所の動物倫理委員会の許可を受けて実施した。 

 

2.1.2 実験装置 

実験中、サルはモンキーチェア（中澤製作所、文京区）に座らせ、防音および

電磁気的シールド機能を持つシールドルームの中で課題を行わせた。 

 視覚刺激はサルの眼前（距離 30 cm）に設置した 17 インチ CRT ディスプレ

イ（FlexScan T565、ナナオ、石川）に提示し、課題制御にはパーソナルコンピ

ュータ PC-9821Xe10（NEC、港区）を使用した。また、眼球位置測定のために

250Hz のサンプリングレートを有する赤外線カメラシステム（R-21C-AB、RMS、

弘前）を使用した。報酬（水）のタイミングおよび量はソレノイドバルブ（CKD、
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小牧）で制御した。 

 脳内に刺入した微小金属電極（エルジロイ）によって検出された電位変化は生

体信号用アンプ（MEG-6108、日本光電、新宿区）を用いて増幅した。検出され

た電位変化から、スパイク検出装置（multi spike detector、Alpha Omega 

Engineering、ナザレ）を使用し、テンプレートマッチング法を利用して単一神

経細胞活動を分離した。分離された単一細胞のスパイク活動のタイミングは課

題制御用のコンピュータに、各種課題イベントの時刻とともに記録された。 

 

2.1.3 実験課題 

本研究では、TP 課題およびそのコントロール課題としての DMS 課題を使用

した（図 2-1）。これら 2 つの課題では共通した 3 種類の視覚刺激（A, B, C）を

使用した（図 2-2）。なお、刺激セットは実験個体ごとに異なるものを使用した。 
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図 2-1. 使用した 2 種類の課題の流れ 

左側は TP 課題、右側は DMS 課題である。左の黒い矢印の方向はそれぞれの課題の時

間経過を示す。赤枠を付している期間は 2 つの課題で共通していることを示している。サ

ッケード期の白矢印は正解刺激を示している（実際にサルに提示する課題では矢印は提示

していない）。 
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図 2-2. 課題に使用した刺激と各課題での選択刺激の組合せと正解刺激 

(A) 各サルに提示した視覚刺激 3 種類。 (B) 各課題で提示した選択刺激と正解刺激の関

係性を示している。各組合せのうち、赤色の刺激が正解刺激・黒色の刺激が不正解刺激とな

る。選択刺激の組合せ（刺激ペア）と正解刺激の組み合わせが TP と同じとなる DMS 課題

の試行条件を congruent 条件、逆となる試行条件を incongruent 条件として分類した。本

実験では TP 課題と DMS課題の congruent 条件のデータを解析対象とした。 

 

(1) Transverse patterning 課題 

本実験で用いた TP 課題の流れを説明する（図 2-1 左）。初めにディスプレイ

の黒い背景の中心に白い注視点（画面から 30 cm 手前での視野角: 0.3×0.3 度）

が提示され、その点をサルが注視すると試行がスタートした。サルが注視点を

2.5 ～ 3 秒間注視すると注視点の左右（視野角: 注視点から各 9 度）にそれぞ

れ異なる形の選択刺激（視野角: 2×2 度）が提示された。提示される刺激のペア

および提示位置（左右）は、試行ごとに疑似ランダム的に選ばれた。選択刺激の
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提示から 0.5 ～ 0.7 秒後に注視点が消え、サルは選択刺激に向かって眼球運動

（サッケード）を行うことが許された。2 つの選択刺激のうちいずれが正解かは、

あらかじめ TP のルールによって決められていた（図 2-2B）。そして選択した刺

激を 0.2秒間注視していると 0.2秒間の正解用ブザー音とそれに続く 0.1秒間を

合わせて 0.3 秒間の前報酬期を挟んだのち、報酬として水が与えられた。注視点

が消える前に注視を止めたり（不完全試行）、間違った選択刺激を選んだり（誤

答試行）した場合には選択直後に誤答用ブザー音が提示され、試行が終了した。

試行間間隔は正答試行の後では 2 秒間、誤答試行の後では 3 秒間とした。 

TP 課題の訓練手順は Alvarado ら（2002, 2005a,b）に従い、第 1 段階では 3

組の刺激ペア（AB, BC, CA）の中から 1 組の刺激ペアを、第 2 段階では別

のもう 1 組の刺激ペアを加えて 2 組の刺激ペアを、最終段階では 3 つ全ての刺

激ペアを使用した。そして、各段階において 1 日の訓練での正答率が 9 割を超

えると次の段階へと移行した。また、TP 課題の訓練開始は DMS 課題の正答率

が 7 割に達した時点からとした。ただし、個体 M に関しては本研究を開始する

少なくとも 3 年以上前に DMS 課題を用いた別の研究で使用されており、本研

究の開始時点ではすでに DMS 課題については学習を終えていた。このため、

DMS 課題遂行における数年のブランクを埋めるための訓練を 2 日行った後に

TP 課題の訓練を開始した。 
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(2) 遅延見本合わせ課題 

本研究でコントロールとして用いた課題は一般的な遅延見本合わせ（DMS）

課題 である（図 2-1 右）。サルが画面中央に提示された注視点を 1 秒間注視し

続けていると画面中央に見本刺激（視野角: 2×2 度）が 0.5 秒間提示された。そ

の後もサルが注視を継続していると、1 ～ 1.5 秒間の遅延期の後に画面中央の

注視点の左右（視野角: 注視点から各 9 度）にそれぞれ異なる形の選択刺激（視

野角: 2×2 度）が提示された。この選択刺激の組合せには見本刺激と同じ形の刺

激と妨害刺激が選ばれる。これらの見本・選択刺激として用いられる刺激および

その位置（左右）は、疑似ランダム的に選ばれた。選択刺激が提示されてから 0.5 

～ 0.7 秒後に注視点が消え、サルは正解刺激（見本刺激と同じ形の刺激）にサ

ッケードをすることが求められた。刺激選択以降の課題の流れは TP 課題と同一

であった。 

 

2.1.4 手術 

(1) 頭部固定装置の装着 

本実験では注視点への注視や眼球運動の検出など、眼球位置を正確に測定す

るために頭部を固定する必要がある。そこで、サルの頭部をモンキーチェアに固

定するための頭部固定装置を外科手術によってサル頭蓋骨上に固定した。手術
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では導入麻酔としてケタミン（体重 1 kg あたり 2.5 mg）とメデトミジン（体重

1 kg あたり 0.1 mg）を筋肉内投与した。その後、イソフルラン（0.5 ～ 2.5%）

を用いた吸入麻酔下で手術を行った。なお、手術中は生体モニター（BP-608 

Evolution、オムロン、京都）を用いて呼吸数・心拍数・血中酸素濃度などの監

視を行った。また、術後 1 週間は手術部位の感染予防のために抗生剤の投与を

行った。課題訓練は術後 1 週間以上後、サルの体力が充分に回復してから開始

した。 

 

(2) 記録用シリンダーの装着 

本実験では脳の対象領域上の頭蓋骨に電極を刺入するための穴を空けておく

必要がある。そのため、サルの課題訓練終了後に、蓋つきの記録用シリンダーを

頭蓋骨上に外科的に取り付けた。麻酔等の方法は前出の「2.1.4 手術 (1) 頭部

固定装置の装着」と同様である。シリンダーの位置や角度は、事前に撮像した

MRI 画像に基づいて決めた。術後の管理に関しても頭部固定装置の装着時と同

様の手順をとった。 
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2.2 解析方法 

 

2.2.1 正答率 

本実験では正答率の算出に関して、選択刺激提示後の注視点消失以降の正答

試行以外を誤答試行としてカウントした。また、選択刺激提示後に起こる注視点

消失より以前にサルが注視を止めた試行は不完遂試行として全ての神経細胞活

動の解析から除外し、正答率の算出からも除外した。 

 

2.2.2 解析基準 

神経細胞活動の記録中は課題内の各試行条件の正答試行数が10試行に達する

まで同じ課題を使い続け、これを 1 ブロックとした。TP 課題では正解刺激が 3

通り、提示位置が左右 2 通りで試行条件は 6 通り（図 2-2B 参照）。それぞれの

条件を最低 10 試行ずつ行うので、1 ブロックには少なくとも 60 試行が含まれ

る。DMS 課題ではさらに見本刺激によって正解が 2 通りあるので、試行条件は

12 通りとなり、1 ブロックには最低 120 試行が含まれる。1 ブロックが終了す

ると、次の試行では課題を切り替えた。いずれの課題でも、1 つ以上の試行条件

で正答数が 10 に達する前に記録が中断した場合は、そのブロックのデータは解

析から除外した。 
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2.2.3 解析期間 

本実験では各試行中の 4 つの期間を解析期間として設定した。「コントロール

期」はサルが注視を開始した 0.5 秒後からの 0.3 秒間、「刺激提示期」は選択刺

激が提示された 0.1 秒後からの 0.3 秒間、「前サッケード期」はサルがサッケー

ドを開始する直前の 0.3 秒間、「後サッケード期」はサルがサッケードを終えた

直後からの 0.3 秒間と定義した。なお、眼球運動の開始は注視点を中心とした 4

×4 度の視野角からサルの視野中心点が出た時点、眼球運動の終了は左右の視覚

刺激を中心とした各 5×5 度の視野角に視野中心点が入った時点とした。刺激提

示期の開始を選択刺激提示の 0.1 秒後としたのは、前頭前野の視覚応答の潜時

が約 0.1 秒であることが知られているためである（Asaad et al., 2000; Hoshi 

and Tanji, 2004; Watanabe et al., 2006）。 

 

2.2.4 データ解析 

各課題間、条件間のスパイク頻度の統計的解析には、MATLAB (Math Works, 

マサチューセッツ)上の統計解析プログラム（スティール検定のみ自作）を用い

た。 

 はじめに、各細胞の TP 課題における行動選択および実行への関与を調べるた

め、選択刺激が提示されてからサッケードを開始するまでの解析期間（刺激提示
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期および前サッケード期）のスパイク頻度を、コントロール期と比較した。比較

には、多重比較検定法の 1 つであるスティール検定を用いた（ = 0.01）。TP 課

題の試行条件ごとに検定を行い、6 つの試行条件のいずれかにおいて有意差のみ

られた細胞は、TP 課題に対する関連応答を示した細胞と判定した。次に上記の

課題関連応答が正解刺激の形および位置に対してどのような選択性を示すのか

を調べるために、刺激提示期と前サッケード期それぞれで課題関連応答を示し

た細胞に対して正解刺激の形（A, B, C）と正解刺激の位置（左、右）を要因と

する 2 要因分散分析を行った（ = 0.05）。分散分析においていずれかの主効果・

交互作用を示した細胞は応答選択性を示したものと判定した。 

 つぎに、各神経細胞が TP 課題遂行時と DMS 課題遂行時で活動を変化させる

かどうかを判定するため、刺激提示期および前サッケード期におけるスパイク

頻度について 3 要因分散分析を用いて比較した（ = 0.05）。要因としては、課

題（TP, DMS）、正解刺激の形（A, B, C）、正解刺激の位置（右、左）を用いた。

DMS 課題の全 12 条件のうち、正解刺激が TP 課題と同じになる 6 条件

（congruent 条件、図 2-2B）のみを解析対象とした。一部のニューロンは、選

択刺激提示以前のコントロール期にも課題選択的な活動の変化を示した。その

ため、この解析ではスティール検定で TP 課題に対する応答があると判定された

細胞に限らず、2 つの課題において各試行条件で 10 試行以上正解という条件を
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満たした全細胞を対象とした。また、コントロール期の活動の課題間の差につい

てはウィルコクソンの順位和検定を用いて検定した（ = 0.05）。 

 本実験では TP 課題において正解刺激へのサッケードが終了した後にも活動

を変化させるような細胞も観察された。そこで、刺激提示期や前サッケード期に

おいて適用した3要因分散分析を後サッケード期の活動にも適用した（ = 0.05）。

さらに、後サッケード期の誤答試行での活動に関してどのような活動を示した

のかについても調べた。 

 スパイク密度分布（SDF: spike density function）については、分解能 1 ミリ

秒の神経細胞活動データに対してσの値を30に設定したガウシアンカーネルを

用いて畳込み積分を行うことによって算出した。 

 

2.2.5 記録部位の同定 

本実験では記録用シリンダー設置術以降に、MRI による撮像・生理学的手法・

解剖学的手法の利用によって記録した脳領域の確認を行った。それらの詳細に

関して以下で説明する。 
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(1) MRI 画像による記録部位の確認 

個体 M に関しては、記録用の樹脂製チャンバー取付け後に再度 MRI 撮像を

行った。この撮像の際、チャンバー内を軟膏で満たすことにより、脳に加えてチ

ャンバー内部もMRI画像に造影した。このMRI画像を解析することによって、

記録脳領域に対するチャンバー位置を特定した（図 2-3）。個体 C に関してはス

テンレス製のシリンダーを直接頭部に取り付けたため、この方法による記録部

位の確認は行えなかった。 

 

(2) 生理学的手法による記録部位の確認 

前頭前野の後方部に位置する前頭眼野と呼ばれる領域では電気刺激によって

特定方向への眼球運動が誘発されることが知られている（Bruce and Goldberg, 

1984, 1985; Bruce et al., 1985; Goldberg and Bruce, 1990; Moore and Fallah, 

2004）。そこで、記録部位内での前頭眼野を特定するために刺入電極に電流（0.8

ミリ秒のパルス、3.2 ミリ秒のパルス間隔、80 µA、1 刺激あたり 50 パルス）を

流した（Bruce et al., 1985; Inoue and Mikami, 2010）。前頭眼野で記録された

細胞（個体 C に関しては 2 個、個体 M に関しては 1 個）は、解析に含めなかっ

た。 
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(3) 解剖学的手法による記録部位の確認 

記録実験の終了後、記録領域の特定箇所に電極を刺入した状態で電極に正の

直流電流（30 秒、20 µA）を流すことによって電極痕を作成した（Nambu et al., 

1990; Nakamura et al., 1991）。そしてこの電極痕を確認することによって記録

領域の特定を行った。（図 2-4A, C）。 

 脳摘出のための灌流固定に際しては、まず導入麻酔としてケタミン（体重 1 kg

あたり 2.5 mg）とメデトミジン（体重 1 kg あたり 0.1 mg）を筋肉内投与した。

その後、ペントバルビタールナトリウム（体重 1 kg あたり 30 mg）を静脈内投

与することにより深麻酔状態として疼痛反射がないこと・瞳孔散大状態である

ことを確認した後、心臓より放血して、経心腔的灌流を行った。灌流に際しては

最初に 0.1M リン酸緩衝液、次に 3.7%ホルムアルデヒドと 2%フェロシアン化

ナトリウムを含んだ 0.1M リン酸緩衝液を流した。また、灌流時にシリンダー内

の 3ヶ所にスチールピンを脳下部の骨に達するまで刺入した。脳の灌流固定後、

3 ヶ所のピン刺入により生じた穴の位置から記録部位におけるシリンダー位置

を確定した（図 2-4A, B） 

 脳切片の作成にあたって、摘出した脳を 30%しょ糖溶液に 4℃で十分浸漬し

た後に 100 µm 厚の連続切片を凍結ミクロトームにより作成した。切片の染色

は 1%のニュートラルレッド溶液を使用したニッスル染色により行った。この染
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色切片から電極刺入跡を観察することによって、記録時の電極の刺入方向およ

び位置（深さ）を確認した（図 2-4D, E）。 
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図 2-3. 個体 M の記録部位の MRI 画像 

チャンバー内に軟膏を充填することにより、チャンバー内面を白く可視化した。左の画

像は最も前の記録部位を含む断面、中央の画像がチャンバーの中心を通る断面、右の画像

は最も後ろの記録部位を含む断面である。赤い垂直線がチャンバーの中心を示している。 
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図 2-4. 個体 C の記録部位 

白色矢印はマーキングを行ったトラックの位置を示す。白色三角はスチールピンの刺入

位置を示す。黒色矢印は記録時の電極刺入跡を示す。 (A) 摘出脳の写真に記録用グリッド

の線画を重ねて表示した。 (B)-(E) 作成した冠状断切片の写真。CgS, cingulate sulcus; PS, 

principal sulcus; sAS, superior limb of arcuate sulcus 
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第 3 章 

実験結果 
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3.1 行動データ 

 

本実験においては 2 頭のサルのいずれにおいても、サッケード期より前に注

視点への注視を維持できずに中断される試行がかなり頻繁にみられた。これら

の試行は「不完遂試行」として、間違った刺激を選択した「誤答試行」とは区別

した。TP 課題・DMS 課題の congruent 条件・incongruent 条件ごとの不完遂

試行の割合は、個体 C はそれぞれ 20.9%・32.9%・32.3%であり、個体 M はそ

れぞれ 23.4%・31.5%・29.4%であった。また、TP 課題において各刺激ペアで

不完遂試行の割合に差がないかどうかを調べたところ、TP 課題の 3 つの刺激ペ

ア（AB・BC・CA）における不完遂試行の割合は、個体 C では 21.0%±6.6%・

17.5%±5.1%・20.7%±5.6%（中央値±四分位偏差）であり、個体 M では 23.2%

±6.7%・24.2%±5.2%・21.4%±4.1%であった。個体 M に関しては各刺激ペア

間の不完遂試行の割合に有意な差はみられなかった（2 = 1.92, P  0.05, クラ

スカル・ウォリス検定）。一方で、個体 C に関しては各刺激ペア間の割合に僅か

ながら有意な差がみられた（2 = 6.57, P = 0.037）。これら不完遂試行のデータ

は以降の解析からは除外した。 

 2 頭とも不完遂試行の割合は 3 割前後に上っていたが、注視点消失後の刺激

の選択に関しては、ほとんど間違えることはなかった。TP 課題・DMS 課題の
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congruent 条件・incongruent 条件ごとの正答率は、個体 C では 96.0%±1.5%・

98.1%±1.0%・94.6%±2.4%（中央値±四分位偏差）であり、個体 M では 90.3%

±3.1%・98.8%±1.0%・91.8%±2.5%であった。正答率に関してはどちらのサ

ルでも congruent 条件の正答率が incongruent 条件・TP 課題の正答率よりも有

意に高かった（個体 C, 2 = 63.9, P < 0.001; 個体 M, 2 = 116.27, P < 0.001, ク

ラスカル・ウォリス検定とテューキーの HSD 事後検定）。また、TP 課題の 3 つ

の刺激ペア（AB・BC・CA）ごとの正答率は、個体 C では 96.9%±2.3%・95.7%

±2.4%・97.1%±2.6%（中央値±四分位偏差）であり、個体 M では 91.2%±

5.5%・91.3%±4.5%・91.9%±4.8%であった。そして、どちらの個体に関しても

各刺激ペア間の割合に有意な差はみられなかった（個体 C, 2 = 3.93, P  0.05; 

個体 M, 2 = 0.76, P  0.05, クラスカル・ウォリス検定）。 

 ここで、訓練過程について簡単に述べておく。本研究では、まず DMS 課題の

訓練から開始した。そして、DMS 課題の正答率が 7 割を超えた時点から TP 課

題の訓練も開始した。TP 課題の訓練は「2.1.3. (1) Transverse patterning 課題」

でも述べたように 3 つの訓練段階に分けて行った。第 1 段階では 1 組のペア刺

激のみを用いて訓練した。正答率が 9 割に達した時点でもう 1 組のペア刺激を

加えた。2 組のペア刺激を使用する順序は疑似ランダムとした。第 2 段階の正答

率が 9 割に達すると、最後のペアを加え、3 組の刺激ペアを疑似ランダムの順序
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で使用した。そして、1 日の訓練試行を 1 セッションとすると、個体 C に関し

てはそれぞれの訓練段階で基準に達するのに要したセッションは第 1 段階では

3 セッション、第 2 段階では 5 セッション、第 3 段階では 149 セッションであ

った。一方の個体 M に関しては、第 1 段階では 5 セッション、第 2 段階では 7

セッション、第 3 段階では 77 セッションであった。 
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3.2 神経応答データ 

 

本研究では TP 課題遂行中に合計 221 個の神経細胞（個体 C, 151 個; 個体 M, 

70 個）から神経応答を記録した。近年の脳機能イメージング研究によって内側

前頭前野（MPF, medial prefrontal cortex）が TP 課題の遂行に関わっているこ

とが示唆されており（Meltzer et al., 2008, 2009; Moses et al., 2009; Mills et 

al., 2012）、さらに、背外側前頭前野を対象としたいくつかの先行研究からは主

溝領域（PS, principal sulcus）とその背側に位置する背外側表面領域（DC, dorsal 

convexity）では認知機能において果たしている役割や他の脳領域との神経連絡

が異なっていることが報告されている（Petrides and Pandya, 1999; Buckley et 

al., 2009; Hirata et al., 2012）。そこで本研究では、前頭前野における記録領域

を PS・DC・MPF の 3 つに分けた（図 3-1）。各領域で記録された細胞数は、72

個（PS）、90 個（DC）、59 個（MPF）であった。さらに、221 個中 190 個の神

経細胞に関しては DMS 課題遂行中の神経応答も記録しており、これらのうち

64 個は PS、72 個は DC、54 個は MPF に属していた。 
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図 3-1. 記録領域の区分 

本実験において区分けした前頭前野の 3 つの記録領域（色付き部分）。PS は主溝内部と

背側・腹側の周縁部を含む。DC は PS よりも背側に位置する皮質領域であり、MPF は帯

状溝の背側部とその上部に位置する内側壁を含む。 CgS, cingulate sulcus; PS, principal 

sulcus 

 

 

3.2.1 Transverse patterning 課題に対する神経応答 

(1) 応答様式 

多くの神経細胞が TP 課題の刺激提示期や前サッケード期で活動変化を示し

ていた。そこで、スティール検定を用いて刺激提示期および前サッケード期の活

動をコントロール期と比較し、その結果に基づいて各細胞の活動様式を 3 つの

タイプに分類した（図 3-2）。3 つのうち、第 1 のタイプは刺激提示期でのみ活

動変化を示した（Cue タイプまたは C タイプ）。図 3-2a の MPF から記録され

た細胞は選択刺激の提示直後にはっきりとした応答を示しており、この応答は
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刺激提示期の間だけでみられていた。第 2 のタイプは前サッケード期でのみ活

動変化を示した（Presaccade タイプまたは P タイプ）。図 3-2b の PS から記録

された細胞は眼球運動の開始時点に向けて徐々に活動を増加させていき、前サ

ッケード期の間に活動のピークを迎えていた。第 3 のタイプは刺激提示期と前

サッケード期の両方で活動変化を示した（Cue and PresaccadeタイプまたはCP

タイプ）。図 3-2c の PS から記録された細胞は選択刺激の提示開始直後から活動

を大きく増加させており、その活動変化が前サッケード期まで続いていた。 

 PSの 72個、DCの 90個、MPFの 59個の細胞のうち、それぞれ 34個（47%）、

29 個（32%）、40 個（68%）の細胞が刺激提示期もしくは前サッケード期に課題

関連応答を示しており（図 3-2d）、これらの細胞数は MPF で最も多く、DC で

最も少なかった（2 = 18.14, P < 0.001, 2 検定; MPF, P < 0.001; DC, P < 0.001, 

残差分析）。そして、C タイプ・P タイプ・CP タイプと分類された細胞は PS で

はそれぞれ 9 個（13%）・11 個（15%）・10 個（14%）、DC では 7 個（8%）・12

個（13%）・9 個（10%）、MPF では 10 個（17%）・14 個（23%）・16 個（27%）

であった（図 3-2d）。それぞれの応答様式ごとに分類された細胞の数が 3 つの領

域間で異なっているのかどうかを調べた結果、C タイプと P タイプについては

3 領域間に有意な違いはみられなかった（C タイプ, 2 = 2.94, P  0.05; P タイ

プ, 2 = 2.92, P  0.05, 2 検定）。一方で、CP タイプの細胞数については MPF
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で最も多く、DC で最も少なかった（2 = 8.14, P = 0.016, 2 検定; MPF, P = 

0.006; DC, P = 0.049, 残差分析）。なお、PS の 4 個と DC の 1 個の細胞は、刺

激提示期ではいくつかの試行条件で応答性を示し、前サッケード期では刺激提

示期とは異なる試行条件で応答性を示した。このような複雑な応答性を示した 5

個の細胞はいずれの応答様式にも含めなかった。 

 応答した細胞の個数を個体ごとに集計すると、やはり総数も CP タイプの数

も MPF で最も多いことが確認された。C タイプ、P タイプ、CP タイプの細胞

数は、個体 C の PS ではそれぞれ 5 個（12%）・4 個（10%）・4 個（10%）、DC

では 3 個（4%）・8 個（12%）・5 個（7%）、MPF では 8 個（20%）・9 個（23%）・

8 個（20%）であった。個体 M の PS ではそれぞれ 4 個（13%）・7 個（23%）・

6 個（20%）、DC では 4 個（19%）・4 個（19%）・4 個（19%）、MPF では 2 個

（11%）・5 個（26%）・8 個（42%）であった。 

 以上をまとめると、TP 課題を遂行中に記録した前頭前野の神経細胞の応答性

を調べた結果、PS・DC・MPF のいずれの領域でも 30%以上の細胞が TP 課題

に対する応答性を示しており、その中でも MPF では 68%と非常に多かった。

さらに、MPF では CP タイプに分類される応答様式を示す細胞が他領域に比べ

て多かった。  
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図 3-2. TP 課題遂行中の神経応答 

(a)-(c) 各応答様式に分類された神経応答の例。黄色の背景部はコントロール期を、薄緑

色の背景部は刺激提示期を、薄紅色の背景部は前サッケード期を示す。左、中央、右の赤線

はそれぞれ注視点への注視の開始時点、選択刺激の提示開始時点、眼球運動の開始時点を表

している。上部のラスターグラムは試行ごとの発火時刻を示している。 (d) 各記録領域に

おいてそれぞれの応答様式に分類された神経細胞の割合。 

 

 

(2) 正解刺激の形・位置に対する選択性 

図 3-2a の細胞は刺激提示期において刺激 B が正解となる試行で他の刺激が

正解の時よりも大きな応答を示した（図 3-3a）。また、図 3-2b の細胞は眼球運

動の前に右に正解刺激が提示されている試行で左に正解刺激が提示されている

場合に比べ、大きな応答を示していた（図 3-3b）。図 3-2c の細胞は図 3-2a の細
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胞と同様に正解刺激の形に対する選択性を示していたが、この細胞は刺激提示

期において刺激 Aと Cが正解刺激となる試行で大きな応答を示した（図 3-3c）。 

 

 

 

 

図 3-3. TP 課題での選択性応答 

(a) 刺激提示期（薄緑色の期間）での正解刺激の形に対する選択性応答。神経活動は選択

刺激の提示開始時点（赤線）で揃えた。 (b) 前サッケード期（薄紅色の期間）での正解刺激

の位置に対する選択性応答。神経活動は眼球運動の開始時点（赤線）で揃えた。 (c) 刺激提

示期での正解刺激の形に対する選択性応答。凡例の A, B, C は各正解刺激の形、R, L は正解

刺激の位置を表している。ラスターグラムの各色はそれぞれ SDF の色と対応している。 

 

 

 正解刺激の形や位置に対する選択性を調べるために、TP 課題で応答を示して

いた細胞に対して正解刺激の形（A, B, C）と位置（右、左）を要因とする 2 要

因分散分析を刺激提示期と前サッケード期のそれぞれに対して行った。その結

果、刺激提示期では正解刺激の形に対して選択的な応答を示した細胞は PS で 4

個（6%）、DC で 1 個（1%）、MPF で 1 個（2%）と少なかった。また、正解刺
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激の位置に対して選択的な応答を示した細胞も同様に PS で 3 個（4%）、DC で

3 個（3%）、MPF で 4 個（7%）と少なかった。また、PS の 3 個（4%）、DC の

2 個（2%）、MPF の 2 個（3%）の細胞は正解刺激の形と位置の交互作用を示し

た。一方の前サッケード期では、正解刺激の形に対する選択性を示した細胞は

PS で 3 個（4%）、DC で 1 個（1%）、MPF で 2 個（3%）と少なかったのだが、

位置に対する選択性を示した細胞は PS で 8 個（11%）、DC で 5 個（6%）、MPF

で 7 個（12%）と約 10%に達していた。また、PS の 3 個（4%）と MPF の 4 個

（7%）の細胞は正解刺激の形と位置の交互作用を示した。形または位置に何ら

かの選択性（主効果または交互作用）を示した細胞の総数は、刺激提示期では PS 

8 個 (11%), DC 5 個 (6%), MPF 6 個 (10%)、前サッケード期では PS 11 個

（15%）、DC 6 個 (7%)、MPF 10 個 (17%)であった。 

以上をまとめると、TP 課題に応答を示した細胞のうち、いくつかの細胞は正

解刺激の形や位置によって応答を変化させていた。正解刺激の位置に対する選

択性を示した細胞に関しては、刺激提示期に比べて前サッケード期では 3 つの

各領域でおおよそ倍近い数に増加した。 
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3.2.2 課題による応答の差異 

TP 課題での応答が課題特異的なものであるのかどうかを調べるため、TP 課

題と DMS 課題の両方で神経活動を記録した 190 個の細胞に関して応答性を課

題間で比較した。この解析では、TP 課題と全く同一の視覚刺激・眼球運動条件

となる DMS 課題の congruent 条件を TP 課題との比較のために使用した。 

 

(1) 課題依存的な応答 

図 3-4a の細胞は PSから記録された C タイプの応答様式を示していたもので

あり、正解刺激の形や位置に対して選択的な応答は示していなかった。しかし、

課題間で比較するとDMS課題に比べてTP課題で刺激提示期に大きな応答を示

していた。次に、図 3-4b の細胞は MPF における CP タイプの細胞であり、刺

激提示期では正解刺激の形に対しては選択的な応答を示さなかったが、正解刺

激の位置や課題に対しては選択的な応答を示しており、これらの選択性は前サ

ッケード期や後サッケード期でも継続していた。図 3-4c の細胞は PS における

P タイプの細胞であり、前サッケード期において正解刺激の位置と課題に依存

して応答を変化させた。一方で、図 3-4d の細胞も PS における P タイプの細胞

であるが、前サッケード期では正解刺激の形や位置に対して選択的な応答を示

していたが、課題に対する選択性は示さなかった。  
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図 3-4. 正解刺激の形・位置・課題に対する様々な神経応答 

(a) 刺激提示期において課題依存性のみを示した応答。 (b) 刺激提示期において正解刺激

の位置と課題に対して選択性を示した応答。 (c) 前サッケード期において正解刺激の位置

と課題に対して選択性を示した応答。 (d) 前サッケード期において正解刺激の形と位置に

選択性を示した応答。一番左の列は正解刺激の形（A, B, C）ごとの活動を表しており、中

央の列は正解刺激の位置（右, Right; 左, Left）ごとの活動を、右の列は課題（TP 課題, DMS

課題）ごとの活動を表している。 
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 課題および正解刺激に対する神経応答の選択性を調べるために、課題・正解刺

激の形・正解刺激の位置を要因とする 3 要因分散分析を刺激提示期と前サッケ

ード期の各神経応答に対して行った（表 3-1）。もし、神経細胞が課題に応じて

発火頻度を変化させているのであれば、課題の主効果が有意になる。このような

課題の主効果を示したものは課題依存性細胞として分類した。その結果、刺激提

示期では課題依存性細胞の数は MPF で他の領域に比べて有意に多かった（2 = 

8.65, P = 0.012, 2 検定; MPF, P = 0.004, 残差分析、図 3-5）。一方、前サッケ

ード期ではやはり課題依存性細胞は MPF で最も多かったが、統計的に有意な違

いはみられなかった（2 = 0.99, P  0.05, 2 検定）。次に、課題依存性細胞に関

して各課題での応答強度の比較を行った（表 3-2）。ほとんどの記録領域、期間

においてTP課題でより強く応答していた細胞数とDMS課題でより強く応答し

ていた細胞数との間に違いはみられなかったが、前サッケード期の PS において

のみ TP 課題でより強く応答した細胞数が有意に多かった（P = 0.004, 二項検

定）。 

 課題依存性細胞を個体ごとに集計すると、個体 C では刺激提示期で PS 9 個

（26%）、DC 11 個（22%）、MPF 20 個（57%）、前サッケード期では PS 12 個

（35%）、DC 18 個（35%）、MPF 13 個（37%）であった。一方個体 M では刺

激提示期で PS 11 個（37%）DC 9 個（43%）、MPF 8 個（42%）、前サッケード
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期で PS 11 個（37%）、DC 9 個（43%）、MPF 11 個（58%）であった。このよ

うに、2 頭とも課題依存性細胞は MPF に多かったが、その傾向は、個体 C では

刺激提示期で、個体 M では前サッケード期で顕著であった。 

 以上をまとめると、前頭前野では多くの細胞が課題依存的に活動を変化させ

ており、これらの課題依存性細胞は MPF で他の 2 領域に比べてより多かった。 

 

 

 
 

図 3-5. 課題依存性細胞の各解析期間における割合 

左の棒グラフ群は刺激提示期において課題依存性を示した細胞の領域ごとの割合を表し

ており、右の棒グラフ群は前サッケード期における課題依存性細胞の領域ごとの割合を表

している。 
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表 3-1. 課題・正解刺激の形・正解刺激の位置に対する選択性 

 

PS の 64 個・DC の 72 個・MPF の 54 個の細胞それぞれに対して 3 要因分散分析を適用し

た。略語: S, shape; L, location; T, task. 

 

 

表 3-2. 各課題での応答強度による課題依存性細胞の分類 

 

上段の TPDMS は TP 課題でより強い応答を示した細胞数を、下段の DMSTP は DMS

課題でより強い応答を示した細胞数を表している。 

 

 

 ここで紹介した課題依存性細胞がDMS課題の congruent条件と incongruent

条件との間でも活動を変化させていた可能性を検討するため、これら課題依存
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性細胞の TP 課題・DMS 課題の congruent 条件・incongruent 条件における刺

激提示期と前サッケード期それぞれの発火頻度を多重比較検定（テューキーの

HSD 検定、 = 0.05）により比較した。その結果、刺激提示期と前サッケード

期の課題依存性細胞 68 個と 74 個それぞれのうち、66 個（97%）と 70 個（95%）

については DMS 課題の congruent 条件と incongruent 条件との間に発火頻度

の有意な差はみられなかった。また、これらの細胞数には 3 つの領域間での有

意な差もみられなかった（刺激提示期, 2 = 0.94, P  0.05; 前サッケード期, 2 

= 0.71, P  0.05, フィッシャーの正確確率検定）。 

加えて、刺激提示期と前サッケード期において課題依存性を示さなかった残

り 122 個と 116 個の細胞それぞれに関しても同様に、121 個（99%）と 112 個

（97%）は congruent 条件と incongruent 条件との間で発火頻度の有意な差は

示さなかった。そしてこれらの細胞数についても 3 つの領域間での有意な差は

みられなかった（刺激提示期, 2 = 0.53, P  0.05; 前サッケード期, 2 = 0.95, P 

 0.05, フィッシャーの正確確率検定）。 

 

(2) 正解刺激の形・位置選択的な応答 

先に述べたように、いくつかの前頭前野の神経細胞は正解刺激の形や位置に

選択的に応答を変化させていた（図 3-4b~d、表 3-1）。正解刺激の形に対して選



 

~ 57 ~ 

  

択性を示した細胞の数には 3 つの領域間で有意な差はみられなかった（刺激提

示期, 2 = 3.71, P  0.05; 前サッケード期, 2 = 4.51, P  0.05, 2 検定）。一方

で正解刺激の位置に選択的な応答を変化させた細胞の数は前サッケード期では

3 つの領野間に有意な差がみられたが、刺激提示期では 3 領域間に有意な差は

みられなかった（刺激提示期, 2 = 1.64, P  0.05; 前サッケード期, 2 = 11.69, 

P = 0.003, 2 検定）。これら正解刺激の位置に対する選択性を示した細胞の数は

PS と MPF で多く、DC で少なかった（PS, P = 0.028; MPF, P  0.05; DC, P < 

0.001, 残差分析）。 

 本研究で対象とした前頭前野の 3 領域から記録された全細胞のうち、正解刺

激の位置に対して選択性を示した細胞の数は刺激提示期に比べて前サッケード

期で有意に多かった（2 = 21.43, P < 0.001, マクネマー検定）。それぞれの領域

ごとにみると、PS と MPF では刺激提示期に比べて前サッケード期において正

解刺激の位置に対して選択性を示した細胞が有意に多かったが、DC ではこのよ

うな解析期間の間での細胞数の有意な差はみられなかった（マクネマー検定：

PS, 2 = 13.24, P < 0.001; DC, 2 = 1.6, P  0.05; MPF, 2 = 8.07, P = 0.005）。

一方で、正解刺激の形に対する選択性を示していた細胞の数に関してはいずれ

の領域でも刺激提示期と前サッケード期との間に有意な違いはみられなかった

（P  0.05）。 
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 これら正解刺激の形・位置に対して選択性を示した細胞数について個体ごと

に集計したところ、やはり前サッケード期の PS と MPF において位置選択的な

細胞が多い傾向が認められた。形に対する選択性を示した細胞の数は、個体 C

では刺激提示期に PS・DC・MPF のそれぞれで 5 個（15%）・0 個・5 個（14%）、

前サッケード期ではそれぞれ 7 個（21%）・2 個（4%）・4 個（11%）であった。

一方の個体 M では刺激提示期に PS・DC・MPF のそれぞれで 1 個（3%）・2 個

（10%）・1 個（5%）、前サッケード期では 5 個（17%）・3 個（14%）・2 個（11%）

であった。位置に対する選択性を示した細胞の数は、個体 C では刺激提示期に

PS・DC・MPF のそれぞれで 2 個（6%）・3 個（6%）・3 個（9%）、前サッケー

ド期ではそれぞれ 13 個（38%）・5 個（10%）・7 個（20%）であった。一方の個

体 M では刺激提示期に PS・DC・MPF のそれぞれで 5 個（17%）・1 個（5%）・

3 個（16%）、前サッケード期では 9 個（30%）・3 個（14%）・10 個（53%）で

あった。 

 正解刺激の位置に対する選択性を示した細胞のなかには、同時に課題依存性

を示していた細胞もあった（図 3-4b, c）。刺激提示期に関しては、そもそも正解

刺激の位置に対して選択性を示していた細胞自体がいずれの領域でも少なかっ

たが、前サッケード期では正解刺激の位置に対する選択性のみを示し、課題依存

性は示さなかった細胞が PS では 14 個（22%）と、DC の 5 個（7%）・MPF の
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7 個（13%）に比べて有意に多かった（2 = 8.02, P = 0.029, 2 検定; PS, P = 

0.005, 残差分析、図 3-6）。一方で、前サッケード期において正解刺激の位置に

対する選択性と課題依存性の両方を示していた細胞は MPF では 10 個（19%）

と、DC の 3 個（4%）・PS の 8 個（13%）と比べて有意に多かった（2 = 6.67, 

P = 0.035, 2 検定; MPF, P = 0.039, 残差分析、図 3-6）。 

 次に正解刺激の形に対する選択性を示した細胞に着目した。刺激提示期では

これらの細胞は位置選択性を示した細胞に比べてもさらに少なかった。しかし、

前サッケード期では形選択性のみを示し課題依存性は示さなかった細胞が PS

では 8 個（13%）と、DC の 2 個（3%）や MPF の 1 個（2%）に比べて有意に

多かった（2 = 8.01, P = 0.029, 2 検定; PS, P = 0.005, 残差分析、図 3-6）。 

 以上をまとめると、前頭前野の神経細胞は課題の遂行中に正解刺激の形や位

置に対して選択的な応答を示しており、前サッケード期において正解刺激の位

置に対する選択性を示す細胞が特に PS と MPF で多かった。また、前サッケー

ド期において、正解刺激の位置に対する選択性は示すが課題に対する依存性は

示さない細胞は PS で多く、正解刺激の位置に対しても課題に対しても依存性を

示す細胞は MPF で多かった。  
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図 3-6. 正解刺激の位置・形に対する選択性と課題依存性の組合せ 

左側は位置（a）または形選択性（b）と課題依存性を併せ持つ細胞の各領域における割合、

右側は位置（a）または形選択性（b）を示すが課題依存性は示さない細胞の各領域における

割合を示している。  
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(3) 課題による刺激選択性の変化 

いくつかの細胞はTP課題とDMS課題とでは刺激の形や位置に対する選択性

を変化させていた。図 3-7a の細胞は TP 課題においては正解刺激が B であった

ときに他の場合に比べて有意に大きな応答を示したが、DMS 課題においてはい

ずれの正解刺激に対しても同程度の弱い応答しか示さなかった。また、図 3-7b

の細胞はどちらの課題でも眼球運動の開始時点に向けて徐々に応答を大きくし

ていたが、TP 課題では正解刺激が B である場合において、正解刺激の位置が右

であるときに左のときに比べて有意に大きな応答を示していた。一方で、この細

胞は DMS 課題では試行条件間の応答に有意な違いは示さなかった。 このよう

に、いくつかの前頭前野の神経細胞は 1 つの課題でのみ正解刺激の形や位置に

選択的な応答を示したり、2 つの課題間で応答選択性を変化させたりしており、

このような応答を課題特異的な応答と定義した。これらの課題特異的な応答を

示していた細胞の数は刺激提示期では PS で 13 個（20%）、DC で 9 個（13%）、

MPF で 10 個（19%）と領域間の差はみられなかったが、前サッケード期では

PS で 9 個（14%）、DC で 13 個（18%）、MPF で 16 個（30%）と MPF では他

の領域に比べて多い傾向がみられた（刺激提示期, 2 = 1.60, P  0.05; 前サッケ

ード期, 2 = 4.71, P = 0.094, 2 検定; MPF, P = 0.037, 残差分析、図 3-8）。 

 これら課題特異的な応答を示した細胞に関して、個体ごとに集計を行ったと
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ころ、前サッケード期において MPF における細胞数が他の領域より多い傾向が

2 頭に共通してみられた。個体 C では刺激提示期に PS・DC・MPF のそれぞれ

で、3 個（9%）・5 個（10%）・6 個（17%）、前サッケード期ではそれぞれで 5 個

（15%）・7 個（14%）・9 個（26%）、個体 M では刺激提示期にそれぞれ 10 個

（33%）・4 個（19%）・4 個（21%）、前サッケード期ではそれぞれ 4 個（13%）・

6 個（29%）・7 個（37%）であった。 

 以上をまとめると、前頭前野のいくつかの細胞は課題によって刺激の形や位

置に対する選択性を変化させた。前サッケード期ではこのような課題特異的な

細胞が MPF で最も多かった。  
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図 3-7. TP 課題特異的な応答 

左側は TP 課題における神経応答を、右側は DMS 課題における神経応答を表している。 

(a) TP 課題でのみ刺激提示期において正解刺激の形（A, B, C）にたいする選択性を示した

細胞応答。 (b) TP 課題でのみ前サッケード期に正解刺激の形（A, B, C）と位置（右, R; 左, 

L）の組合せによって発火頻度を変化させた細胞応答。 
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図 3-8. 課題特異的な細胞の各解析期間における割合 

左の棒グラフ群は刺激提示期において課題特異的な応答を示した細胞の領域ごとの割合

を表しており、右の棒グラフ群は前サッケード期における課題特異的な応答を示した細胞

の領域ごとの割合を表している。 

 

 

3.2.3 眼球運動後の応答 

本研究では、眼球運動終了直後の 0.3 秒間を後サッケード期と定義し、この期

間の神経活動も解析した。実際、多くの細胞は行動決定や眼球運動が終了してい

るこの期間においても応答を示した。図 3-9a の PS の細胞は後サッケード期に

おいて TP 課題で DMS 課題に比べて有意に大きな応答を示していた。また、図

3-9b の DC の細胞は眼球運動の方向が右であった場合に左の場合に比べて有意

に大きな応答を示していた。後サッケード期での課題・正解刺激の形・眼球運動
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の方向に対して選択性を示した細胞の数は、PS ではそれぞれ 23 個（36%）・7

個（11%）・20 個（31%）であり、DC では 24 個（33%）・6 個（8%）・25 個

（35%）、MPF では 22 個（41%）・4 個（7%）・21 個（39%）と、いずれの領域

でも形選択性を示した細胞が少なかった（2 検定：PS, 2 = 11.74, P = 0.003; 

DC, 2 = 16.73, P < 0.001; MPF, 2 = 18.40, P < 0.001; 残差分析：PS(形選択

性), P < 0.001; DC(形選択性), P < 0.001; MPF(形選択性), P < 0.001）。また、課

題によって正解刺激の形や位置に対する選択性を変化させた細胞は PS で 13 個

（20%）、DC で 20 個（28%）、MPF で 6 個（11%）であった。 

個体ごとに集計しても、3 つの領域それぞれで課題・眼球運動の方向に対して

選択性を示した細胞に比べて形選択性を示した細胞は少なかった。課題・正解刺

激の形・眼球運動の方向に対して選択性を示した細胞の数は、個体 C の PS で

はそれぞれ 13 個（38%）・6 個（18%）・11 個（32%）、DC では 14 個（27%）・

5 個（10%）・18 個（35%）、MPF では 13 個（37%）・3 個（9%）・9 個（26%）

であった。一方の個体 M の PS では 10 個（33%）・1 個（3%）・9 個（30%）、

DC では 10 個（48%）・1 個（5%）・7 個（33%）、MPF では 9 個（47%）・1 個

（5%）・12 個（63%）であった。  
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図 3-9. 後サッケード期における様々な応答 

薄紫色の背景は後サッケード期を表しており、赤色の縦線は眼球運動の終了時点を表し

ている。 (a) 課題依存性を示していた細胞。 (b) 眼球運動の方向に対して選択性を示して

いた細胞。 

 

 

図 3-9bなどの細胞における方向選択性が真に眼球運動の方向に対するものな

のか正解刺激の位置に対するものなのかは正答試行と誤答試行の応答を比較し

なければ分からない。また、後サッケード期では誤答試行の場合はブザーが鳴る

ため、サルは自身のとった行動が間違っていたのか合っていたのかが分かるよ

うになっている。したがって、この期間における神経活動は試行の正誤を反映し

ている可能性もある。しかし、本実験ではどちらの個体も正答率が 9 割を超え

ており、誤答試行が非常に少なかった。このため、ラスターヒストグラムによっ

て活動形態の確認が可能であった10個の神経細胞に関してのみ誤答試行の応答

の解析を行った。 
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 図 3-10a の細胞は、正答試行では右へと眼球運動を行った後で左のときに比

べて有意に大きな応答を示しており、誤答試行でも同様に右へと眼球運動を行

った後で左のときに比べて大きな応答を示していた。しかし、誤答試行に関して

は試行数が少なかったため、統計検定は行わなかった。誤答試行の応答を調べた

10 個の細胞のうち、8 個の細胞は同様の応答を示していた。残りの 2 個に関し

ては応答を正答試行と誤答試行で大きく変化させていた。そのうちの 1 つであ

る図 3-10b の細胞は、正答試行では右への眼球運動後に左の場合と比べて有意

に大きな応答を示していたが、誤答試行では正答試行に比べて非常に活発な応

答を示していた。もう 1 つの細胞は、正答試行では左への眼球運動後でのみ応

答を示していたが、誤答試行ではどの試行条件でも全く応答を示さなかった。 

 以上をまとめると、後サッケード期における前頭前野の神経細胞の少なくと

もいくつかは課題・正解刺激の形・眼球運動の方向に加えて、遂行中の試行の結

果（正誤）を反映した応答を示した。 
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図 3-10. 正答試行と誤答試行における後サッケード期の応答 

左側は正答試行、右側は誤答試行での活動を表している。濃緑色は右に眼球運動した試行

の活動を、黄緑色は左に眼球運動した試行の活動をそれぞれ表している。 (a) 正答試行で

も誤答試行でも同様の方向選択性を示していた細胞。 (b) 正答試行に比べて誤答試行で高

い発火頻度を示した細胞。 

 

 

3.2.4 視覚刺激提示以前における課題依存性応答 

課題はブロック単位で切り替え、１ブロックの中では１つの課題のみを使用

したため、十分に訓練されたサルは現在行なっているのが TP 課題か DMS 課題

かを理解していたと考えられる。実際、視覚刺激が提示される以前のコントロー

ル期においても一定数の細胞が 2 つの課題間で応答強度を変化させていた。こ
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のようなコントロール期で課題依存性を示した細胞の数は、PSで 12個（19%）、

DC で 19 個（26%）、MPF で 21 個（39%）であり、MPF でのこれらの細胞数

は DC や PS に比べて有意に多かった（2 = 6.03, P = 0.049, 2 検定; MPF, P = 

0.025, 残差分析）。また、これらの細胞のうち DMS 課題に比べて TP 課題でよ

り大きな応答を示したものは、PS で 5 個、DC で 8 個、MPF で 11 個あり、

DMS 課題でより大きな応答を示したものは、PS で 7 個、DC で 11 個、MPF で

10 個あった。これらの細胞数の間には、いずれの領域においても有意な差はみ

られなかった（P  0.05, 二項検定）。 

個体ごとにみても、やはり課題依存性細胞は MPF で最も多くみられた。個体

C では PS で 5 個（15%）、DC で 11 個（22%）、MPF で 12 個（34%）であっ

た。一方の個体 M では PS で 7 個（23%）、DC で 8 個（38%）、MPF で 9 個

（47%）であった。 

図 3-11aのDCの細胞は試行の始まりである注視点を注視した時点からDMS

課題において TP 課題に比べて有意に大きな応答を示しており、この課題間の応

答差は刺激提示期まで継続していた。このようにコントロール期において課題

依存性応答を示していた細胞の半数以上は少なくとも刺激提示期まで課題依存

性応答を継続していた（PS で 6 個（9%）、DC で 12 個（17%）、MPF で 13 個

（24%））。図 3-11b の DC の細胞はコントロール期の前から TP 課題において
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DMS 課題に比べて有意に大きな応答を示しており、この課題依存性応答はサル

が眼球運動を終えた後もずっと継続していた。このようにコントロール期以前

から後サッケード期まで試行を通して課題依存性を示した細胞は PS で 4 個

（6%）、DC で 7 個（10%）、MPF で 7 個（13%）であった。 

 以上をまとめると、前頭前野の一部の神経細胞は視覚刺激が提示される以前

から課題の違いを反映した応答を示し、このような細胞は MPF で最も多かっ

た。 
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図 3-11. コントロール期における課題依存性応答 

左側はコントロール期（黄色の背景）の活動を、中央は刺激提示期（薄緑色の背景）の活

動を、右側は前サッケード期（薄紅色の背景）の活動をそれぞれ表している。また、左側の

赤の縦線は注視の開始時点を、中央の赤の縦線は選択刺激の提示時点を、右側の赤の縦線は

眼球運動の開始時点をそれぞれ表している。 (a) 刺激提示期まで TP 課題より DMS 課題

でより高い発火頻度を示した細胞。 (b) 試行を通して TP 課題でより高い発火頻度を示し

た細胞。 CON, コントロール期（control period）; CUE, 刺激提示期（cue period）; PRE, 

前サッケード期（presaccade period）。  
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3.2.5 遅延期における応答 

DMS 課題には見本刺激提示後に遅延期があるため、DMS 課題の congruent

条件において遅延期に課題関連応答を示す細胞がどの程度存在するか遅延期

（遅延期開始の 0.1 秒後からの 0.9 秒間）とコントロール期（ここでは注視開始

の 0.1 秒後からの 0.9 秒間）の発火頻度をウィルコクソンの符号順位検定により

比較した。その結果、PS・DC・MPF でそれぞれ 16 個（25%）・7 個（10%）・

21 個（39%）の細胞が遅延期において有意な活動変化を示しており、これらの

細胞は MPF で有意に多く、DC で有意に少なかった（2 = 14.94, P < 0.001, 2 

検定; MPF, P = 0.001; DC, P < 0.001, 残差分析）。個体ごとにみると、個体 C で

は PS・DC・MPF のそれぞれで 7 個（21%）・4 個（8%）・10 個（29%）であ

り、個体 M ではそれぞれ 9 個（30%）。3 個（14%）・11 個（58%）と、どちら

の個体でもこれらの細胞数は MPF で多く、DC で少なかった。 

次に、この遅延期間の応答が見本の形を表現しているかどうか（いわゆる「作

業記憶」の保持に関わる活動かどうか）を調べるため、上記の細胞を対象として

課題（DMS, TP）と見本刺激の形（A, B, C）を要因とする 2 要因分散分析を行

った。その結果、見本刺激の形に対して選択性を示した細胞は PS・DC・MPF

それぞれで 3 個（5%）・0 個・1 個（2%）であり、課題と見本刺激の形に対する

交互作用を示した細胞は、それぞれ 2 個（3%）・2 個（3%）・1 個（2%）であっ
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た。これらの細胞には各主効果と交互作用を共に示したものも存在しており、見

本刺激の形に対する主効果や交互作用を示した細胞は PS・DC・MPF それぞれ

で 3 個（5%）・2 個（3%）・2 個（4%）と非常に少なかった。一方、課題依存性

を示した細胞は PS・DC・MPF のそれぞれで 6 個（9%）・1 個（1%）・14 個

（26%）であり、これらの細胞数は MPF で多く、DC で少なかった（2 = 19.17 

P < 0.001, 2 検定; MPF, P < 0.001; DC, P < 0.001, 残差分析）。これら課題依

存性細胞について、どちらの課題で活動をより大きくさせていたのかを調べた

ところ、DMS 課題でより大きな活動を示した細胞数と TP 課題でより大きな活

動を示した細胞数は、PS ではそれぞれ 3 個・3 個、DC では 1 個・0 個、MPF

では 11 個・3 個であり、MPF では DMS 課題でより大きな活動を示した細胞の

方が有意に多かった（MPF, P = 0.022, 二項検定）。  



 

~ 74 ~ 
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第 4 章 

考察と結論 

 

記憶に基づく行動選択における前頭前野の役割 
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4.1 考察 

 

本研究によって、サル内側および背外側前頭前野の多くの神経細胞が TP 課題

の遂行中に応答を示すことが明らかになった。本研究では前頭前野の背外側部

から内側壁にかけての広い領域（PS・DC・MPF）で神経細胞の応答特性を調べ

ており、これらいずれの領域においても調べた細胞のうちの少なくとも 3 分の

1 が TP 課題の刺激提示期や前サッケード期において応答を示した。これらのデ

ータは内側・背外側前頭前野の神経細胞が TP 課題の実行において何らかの役割

を果たしていることを示唆している。また、今回調べた 3 つの前頭前野領域を

比較すると、TP 課題関連応答を示した細胞は MPF で最も多く、記録された細

胞の約 7 割に上った。このことは PS や DC に比較して、MPF が TP 課題の実

行により強く関わっていることを示唆している。このデータは、近年の脳機能イ

メージング研究において報告されていた TPにおけるMPFの関与を示唆する結

果（Meltzer et al., 2008, 2009; Moses et al., 2009; Mills et al., 2012）とよく一

致しており、これらの結果から、MPF が対象の関係性についての長期記憶に基

づく行動選択に重要な領域であると言えそうである。しかし、1 つの細胞が「行

動選択」に実際に関わっていると言うためには、その活動が行動の種類、あるい

は行動のターゲットを表現している必要がある。この点を明らかにするために、
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TP 課題に応答を示した細胞の発火頻度が行動のターゲットとなる正解刺激の

形および位置によって変化するのかどうかを 2 要因分散分析で調べた。その結

果、前サッケード期において MPF の 17%の細胞および PS の 15%の細胞が、

正解刺激の形または位置の主効果、あるいは両者の交互作用を示した。一方、DC

でこのような選択性を示した細胞は 7%にすぎなかった。すなわち、関係性の長

期記憶に基づく行動選択自体にはMPFと PSが同程度に寄与していると解釈で

きる。では、課題に応答を示した多くの MPF ニューロンはどのような役割を果

たしていたのであろうか。また、MPF と PS ではどのような役割の違いがある

のだろうか。 

 

4.1.1 文脈の認知と行動戦略の選択 

TP 課題と DMS 課題の両方を記録できた 190 個の細胞について、刺激提示期

間の発火頻度を、課題（TP, DMS）、正解刺激の形（A, B, C）、正解刺激の位置

（右、左）を要因とする分散分析を行った。なお、両課題で選択刺激と正解刺激

の組み合わせ等の条件が一致するように、解析には DMS 課題の試行のうち 各

刺激ペアでの正解刺激が TP 課題と同じになる congruent 試行のみを用いた。

第 3 章で述べた通り、刺激提示期において MPF の細胞の 52%が課題の主効果

を示した。この数は、PS、DC（それぞれ 31%、28%）と比べて有意に大きかっ
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た。前サッケード期に入ると MPF での課題依存性細胞の割合は若干減少し、3

領域間で有意な差はみられなくなった。なお、本研究の実験では試行ブロックご

とに課題を切り替えており、1 ブロックの間は同じ課題を使い続けた。したがっ

て、サルは視覚刺激が提示される以前のコントロール期からすでにどの課題が

使われているのかを「知っている」と考えられる。実際、コントロール期の発火

頻度を課題間で比較すると、課題間で発火頻度が有意に異なる細胞は MPF で

39%と他の 2 領域に比べて有意に多かった。また、MPF で記録された課題依存

性細胞のうち、TP でより強く応答する細胞と DMS でより強く応答する細胞が

ほぼ同数みつかった。この結果は、MPF は長期記憶に基づいた行動選択に特化

した領域ではなく、短期記憶に基づいて行動選択をする場合にも同様に重要で

あると考えられる。そしてこれらの結果からは、MPF が「どちらの課題を遂行

しているのか」や「どの記憶を参照すべきなのか」といった現在の状況（文脈）

の認知と、その文脈にふさわしい行動戦略の選択に重要であることを示してい

ると解釈できる。一方で、機能的イメージング法を用いた先行研究（Meltzer et 

al., 2008, 2009; Mills et al., 2012）では MPF が TP 課題に強く応答すると報告

されている。また、Ranganath ら（2004）も、関係性の長期記憶に関する課題

の 1 つである遅延対連合（DPA, delayed paired-association）課題と DMS 課題

を行っている被験者の脳血流を比較し、MPF が DPA 課題によって、より強く
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賦活されることを報告している。本研究の MPF では DMS 課題でより大きな応

答を示した細胞も TP 課題でより大きな応答を示した細胞と同程度存在してお

り、これら先行研究の結果との違いの理由は不明であるが、ヒトにとって DMS

課題はあまりに容易であることも 1 つの要因かもしれない。 

 なお、本研究では、TP 課題では DMS 課題の congruent 条件に比べて、正答

率がわずかではあるが有意に低かった。したがって、課題間でみられた個々の神

経活動の差は課題の難易度を反映している可能性も考えられる。しかし、正答率

が TP 課題とほぼ同じであった DMS 課題の incongruent 条件では congruent

条件に比べて有意に活動を変化させる細胞はほとんどなかった。このことから、

これらの細胞が示した課題依存性は課題の難易度の差異ではなく、現在 TP 課題

を行っているのか DMS 課題を行っているのかといった文脈の違いおよび文脈

に応じた行動戦略の違いによるものであると考えられる。次項では具体的にこ

れらの前頭前野領域が記憶に基づいた行動の選択および実行においてどのよう

に関わっているのかに焦点をあてて考察する。 

 

4.1.2 行動の選択と実行 

刺激提示からサッケード開始までの間に、サルは提示された選択刺激と各課

題固有の情報（TP 課題であれば長期的に記憶された刺激間の関係、DMS 課題
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であれば短期的に記憶された見本刺激）に基づいて行動（眼球運動方向）を選択

し、実行の準備をすると考えられる。実際に、PS と MPF では刺激提示期から

前サッケード期にかけて正解刺激の形や位置に選択性を示す細胞が多くみられ

た。刺激提示期では、形選択的な細胞、位置選択的な細胞の割合はともに PS、

MPF いずれの領域でも 10％程度であり、DC に比べて有意に多いとは言えなか

ったが、前サッケード期に入ると PS および MPF の細胞の約 3 分の 1 が位置選

択性を示しており、DC ではこのような選択性を持つ細胞は少なかった。興味深

いことに、刺激提示期でも前サッケード期でも、位置選択性と同時に課題依存性

も示す（両方の主効果を示す）細胞は MPF で最も多く、位置選択性のみを示し

て課題依存性を示さない細胞は PS で最も多かった。また、前サッケード期にお

いては、一方の課題のみで形または位置選択性を示す細胞および課題によって

選択性を変化させる細胞（課題と形または位置との間に交互作用のある細胞）は

MPF で最も多かった。Rainer ら（1999）は、サルが DPA 課題および DMS 課

題を行っている間の外側前頭前野（主溝周辺部）の神経活動を記録し、やはり課

題に関わらず反応すべきターゲットに依存して活動を変化させた細胞がみられ

たことを報告している。これらの結果は、PS と MPF はともに行動の選択と実

行に関わるが、MPF は長期記憶に基づいて判断するか、短期記憶に基づいて判

断するかといった文脈に基づいた行動の選択により深く関わり、PS は文脈に無
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関係な行動の実行またはその準備により深く関わることを示唆していると考え

られる。 

 

4.1.3 刺激の形に対する選択性 

前頭前野の 3 つの領域いずれでも正解刺激の形に対して選択的な応答を示し

た細胞はみられたが、その数は位置選択的なものに比べて少なかった。また、

DMS 課題の遅延期に見本刺激の形に対して選択的な応答を示した細胞も少な

かった。TP 課題と DMS 課題どちらにおいても、正解刺激の選択は刺激の形に

基づいて行われる。にもかかわらず、形に対する選択性を持つ細胞が少なかった

のはなぜだろうか。本研究では記録を行わなかったが、多くの先行研究では提示

された視覚刺激の形に対して選択的な応答が前頭前野の腹外側部においてみら

れたことを報告している（Miller et al., 1996; Wallis et al., 2001; Hoshi et al., 

2000; Inoue and Mikami, 2006, 2007, 2010; Cadoret and Petrides, 2007）。そ

して、この腹外側前頭前野は高次な視覚処理を行っている下側頭葉皮質からの

入力を受けていることが知られており（ Pandya and Kuypers, 1969; 

Ungerleider et al., 1989; Webster et al., 1994）、本研究で記録を行った前頭前

野の内側部や背外側部はこの腹外側前頭前野からの入力を受けていることが知

られている（Barbas and Pandya, 1989; Petrides, 2000; Petrides and Pandya, 
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2007）。さらに、内側側頭葉皮質（嗅周皮質）では視覚刺激に関する連合記憶の

符号化がみられたという報告もある（Miyashita, 1988; Sakai and Miyashita, 

1991; Naya et al., 1996; Tomita et al., 1999; Takeda et al., 2005）。これらの

様々な先行研究から、本研究において MPF や PS・DC ではあまりみられなか

った刺激の形に関連した情報処理は主に内側側頭葉皮質や腹外側前頭前野にお

いて扱われている可能性が推察される。 

 

4.1.4 フィードバックと行動最適化 

後サッケード期では、すでに行動が終了しているにも関わらず、前頭前野の 3

つの領域いずれでも一定数の細胞が課題・正解刺激の形・位置に依存した応答を

示していた。この期間の誤答試行の解析によって、正解試行でみられた多くの方

向選択的な活動は正解刺激の位置ではなく、眼球運動の方向に依存していたと

判断された。これらの後サッケード期での応答は既に遂行した行動に関して、

「どのようなルールに従ったのか」や「どの刺激を選んだのか」、「どの方向に眼

球を動かしたのか」といった様々な面を表象している可能性がある。さらに興味

深いことに、後サッケード期では正答試行と誤答試行とで劇的に発火頻度を変

化させるような細胞もみつかった。このような活動は、どのような行動が報酬に

結び付いたのかというような識別に利用できるため、前述の遂行した行動の内
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容を表象する活動とともに、行動を最適化していく上で役立っているのかも知

れない。本実験でみられた行動遂行後の期間における神経応答と同様の応答が

外側前頭前野でみられたことがいくつかの研究によって報告されている

（Tsujimoto and Sawaguchi, 2004, 2005）。 

 

4.1.5 神経連絡との関係 

ヒトやサルを対象とした先行研究から海馬を含む内側側頭葉領域は TP の学

習には不可欠であることが明らかになった（Rickard and Grafman, 1998; 

O’Reilly and Rudy, 2001; Alvarado et al., 2002; Alvarado and Bachevalier, 

2005a,b; Rickard et al., 2006）。一方で、近年のヒトを対象とした脳機能イメー

ジング研究では十分な訓練の後の TP 課題の遂行時には内側側頭葉だけではな

く、前頭前野（とくに MPF）においても神経活動がみられることが報告されて

いる（Meltzer et al., 2008, 2009; Moses et al., 2009; Mills et al., 2012）。 

Hasegawa ら（1998）、 Tomita ら（1999）は、サルの側頭葉と前頭前野の間の

神経連絡を切断すると、関係性の長期記憶課題の 1 つである対連合課題の実行

が障害されることを報告している。これらの知見を考え合わせると、前頭前野—

内側側頭葉連関が関係性の長期記憶に基づく行動選択に中心的な役割を果たし

ていると考えられる。 
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 本研究における MPF は解剖学的にはおおよそ 9 野の内側部から帯状溝の背

側壁に至るまでの領域に該当していた（Barbas and Pandya, 1989）。この領域

は嗅内皮質や嗅周皮質といった内側側頭葉から 24・25・32 野といった前部帯状

回を経る 2 次の双方向性の神経結合を有していることが明らかになっている

（Carmichael and Price, 1996; Barbas et al., 1999; Lavenex et al., 2002; 

Kondo et al., 2005）。これらのことから、MPF は行動制御のために内側側頭葉

から TP に関わる記憶情報を読み出すためのトップダウン制御および内側側頭

葉からの情報に基づいた行動選択に関わっている可能性が考えられる。一方、本

研究の MPF では短期記憶課題である DMS 課題に関わる神経活動もみられた。

MPF は、DMS 課題等の形態認知に関わりの強い腹外側前頭前野とも 24 野や

32 野等を介した神経連絡がある（Barbas et al., 1999; Morecraft, 2012）。この

ような解剖学的位置にあるため、MPF は TP 課題における行動選択にも DMS

課題における行動選択にも関与できるのであろう。 

PS については、解剖学的には海馬傍回や嗅内皮質のような内側側頭葉から 2

次の神経入力を受けていることが明らかになっている（Hirata et al., 2012）が、

それにも増して、前頭眼野や後頭頂葉皮質などの眼球運動制御に重要な皮質領

野との神経連絡が強い（Barbas and Mesulam, 1981; Cavada and Goldman- 

Rakic, 1989）。PS では正解刺激の位置や形に関連した課題非依存的な応答が多
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くみられたことは、このような神経連絡とも関係があるものと考えられる。  
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4.2 まとめ 

 

本研究では対象の関係性についての長期記憶に基づいた行動選択においてサ

ル前頭前野がどのような役割を担っているのかを明らかにすることを目的とし

た。そして、関係性の長期記憶の 1 つである TP に注目し、この TP 課題を遂行

中に前頭前野の MPF・PS・DC の 3 つの領域から記録した単一神経活動を調べ

た。その結果、いずれの領域でも多くの細胞が TP 課題の刺激提示期や前サッケ

ード期において課題関連応答を示していた。また、これらの TP 課題関連応答を

示した細胞は MPF でとくに多かった。これにより、MPF が長期記憶に基づく

行動選択を行う際の何らかの情報処理に強く関わっていることが確かめられた。

また、課題を実行する上において行動の選択に重要な正解刺激の形および位置

をコードする細胞の割合は、MPF および PS でほぼ同じであった。さらに、各

細胞の DMS 課題遂行中の活動データと比較することによって、MPF では特に

多くの細胞が刺激提示期において課題依存性の応答を示したことが明らかにな

った。このことは MPF が行動選択を行う際に参照すべき記憶情報が長期記憶と

短期記憶のどちらであるのかといった状況のモニタリングに関与していること

を示唆している。また、前サッケード期には MPF と PS で位置選択性を示した

細胞が増えていたが、MPF ではこれらの細胞の多くは課題依存性も同時に示し
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ていた。一方で、PS ではこれらの細胞の多くは課題依存性を示さなかった。こ

れらの結果は、MPF が現在の状況に応じて従うべきルールの選択や、そのルー

ルに基づいた行動の選択により強く関与するのに対し、PSは実際の行動の準備・

実行により強く関わることを示唆している。さらに、反応終了後にも多くの細胞

が、課題、選択した刺激の形・位置、結果（報酬の有無）など、直前の行動のさ

まざまな情報を表現していた。このような神経活動は、結果のフィードバックに

よる行動の最適化に関係している可能性が考えられる。  
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4.3 今後の課題 

 

本研究によって、長期記憶に基づく行動選択におけるサル前頭前野内側部

（MPF）の役割の一端が明らかになった。しかしながら、MPF が長期記憶に基

づく行動選択において必須の領域であるのかどうかは当該領域の破壊・薬物注

入による活動抑制などを行い、その影響について行動課題を用いて確かめる必

要がある。 

 また、本研究では正解刺激の位置・眼球運動の方向に対する応答に比べて刺激

の形に対する応答を示した細胞は少なかった。視覚刺激の形に選択的な応答を

示す細胞は腹外側前頭前野に多く存在することが知られている。TP のような長

期記憶に基づく行動選択における前頭前野の役割の全体像を明らかとするため

には少なくとも腹外側前頭前野の神経活動を解析する必要がある。 

 本研究では対象の関係性の長期記憶を必要とする課題として TP 課題を用い

たが、課題によって動員される神経メカニズムが異なる可能性は十分にある。一

例を挙げると、Alvarez ら（1994）は、TP 課題より単純な遅延非見本合わせ課

題でも遅延期間を長くすれば海馬依存的になることを報告している。一方で、や

はり長期的な記憶を必要とする視覚弁別課題（非循環型）は、海馬に依存しない

とされている（Rickard and Grafman, 1998; Alvarado et al., 2002; Alvarado 
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and Bachevalier, 2005a,b）。これらの長期記憶課題を学習・実行する際に、前頭

前野各領域の神経細胞がどのような活動を示すのかも興味深い問題である。 

 さらに、内側側頭葉に関してはこの領域の損傷によって TP 課題の学習が出来

なくなることが多くの研究によって示されているが、内側側頭葉を構成する海

馬・嗅内皮質・嗅周皮質・海馬傍回といった各領域の役割の違いや、これらの領

域の個々の神経細胞が学習において具体的にはどのような役割を担っているの

か、などといったことを明確にしていくためには、各領域における TP 課題のよ

うな長期記憶課題学習時の単一神経応答を調べるということも重要であると考

える。  
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