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■シンポジウム 脳の社会的コミュニケーション能力

損得勘定す る脳 :金銭感覚 の脳内機構
筒井健 一 郎
要旨 :お 金 は高次報酬 (本 来報酬 としての価値 を持たない刺激 が,報酬 と結 び付 けられて学習 さ
れ,価 値 をもった もの)の 一種 である。 ドーパ ミン細胞 の主な投射先 であ る,線 条体 ,側 坐核
扁桃体 ,帯 状皮質,前 頭眼宙野な どの「報酬系」領域 では,感 覚情報 と ドーパ ミンによる報酬情
報 の統合 によって,高 次報酬 の価値が表現 され てい ることを示す知見が多 く報告 されてい る。筆
者 らは最近,脳 機能イメー ジ ングによって ヒ トの脳活動 をしらべ,金 銭 の価値が特 に帯状皮質 に
おいて表現 されている ことを明 らかにした。 さらに,高 度な金銭 の損得勘定 には,前 頭連合野の
,

各領域 の働 きが重要である可能性 も示唆 された。
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功績 が認め られて 2002年 の ノーベ ル経済学賞 を
受賞 してい る。一方 ,神 経科学 にお いては,従 来

は じめに
お金 は,社 会生活 を営 んで い く上で必要不可欠

の電気生理学的手法 とは異 なる新 たな非侵襲的脳

なもので,わ れわれ現代人 の行動 のか な りの部分
を規定 してい るとい って も過言 ではない。 ところ

機能計測法 として,機能 的 MRI法 による局所脳賦
活測定 の原理が 1989年 に小 川誠 二博 士 によって

が,つ い最近 まで,お 金 と行動 との関係 を調べ る

発見 されるとともに (Ogawa etal,1990),脳 機能
画像デ ー タ分析 のためのパ ッケー ジソフ トウェア

のは経済学 の領分 で あ って,心 理学 ,ま しては
神経科学 の対象 として研究 される ことはあま りな
,

かった。 ところが,経 済学 の一分野 として「行動
経済学 (beha宙 oral economy)」 が成立 した ことに
よって,転 機 が訪 れた。伝統的な経済学 では,ヒ
トを合理的な経済主体 として考 えるのに対 して

,

行動経済学 は,心 理学か ら「 ヒ トは非合理 な判断

をし得 る」 とい う考 えを積極的に導入 して,ヒ ト
の経済行動 を実験的手法を用 いて客観的に調べ る
ことによって説明しようとした (Kahneman and
Tversky(1979)な ど)。 この行動経済学の発展 を

「SPM(statistical parametncal mapping)」 (Fris‐
ton et al,1990)が イ ンター ネ ッ ト等 を通 じて無償

で配布 されるようにな り,機 能的 MRI法 が,多 く
の研究者が比較的容易 に用 いることがで きる脳研
究の手法 として急速に普及するに至 った。機能的
MRI法 は,非 侵襲でしかも秒単位の時間解像度 と
ミリメー トル単位の空間解像度をもつために, ヒ
トを対象 として特定の課題事象や心理過程に関連
して賦活する脳部位 を同定することを,従 来の方
法 に比べ て飛躍的に容易 にした。さらに,21世 紀

主導 したひとりであるDaniel Kahnemanは ,そ の

に入 り,神 経科学 において報酬情報の脳内表現や
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それに基づ く行動選択 の機序が研究テーマ として
注 目されるようにな り(Glimcher,2003な ど),主
に行動経済学の対象であった ヒ トの経済行動 につ
いて,そ の神経基盤を機能的 MRIを はじめとす る
神経科 学 的手法 を用 い て調 べ る「神経経済学
(neuroecOnomics)」 とい う学問領域が成立するに

至った。現在,神 経経済学の領域では,消 費行動
やギャンブルにおける意思決定から,協 力行動や
道徳的利他行動 に至るまで,さ まざまなテーマが

ずれ も腹側被蓋あるい は側坐核 にお い て作用 し
て,側 坐核における ドーパ ミンの細胞外濃度 を上
げる効果があることが知 られている。 ヒ トの脳機
能イメージ ングでは,側 坐核が生物学的報酬か心
理的な報酬 かにかかわ らず,さ まざまな報酬 に
よって賦活す ることが明らか になっている
以上のように,脳 内の報酬系 とドーパ ミンとの
:

深いかかわ りが明らかになっているが,は たして
ドーパ ミンそのものが「快楽物質」かとい うと
,

取 り上げ られている。本論文では,表 題に掲げた
通 り,そ もそも「金銭 の価値が脳のどこでどのよ
うに表現 されているのか」 とい う基本的なテーマ
に絞って議論をしてい きたい。

そ うではない とい うのが,最 近の電気生理学的知
見 の示唆す るところであ る。Schultzら のグルー
プは,サ ルに課題を遂行 させ ながら,中 脳の黒質
および腹側被蓋の ドーパ ミン細胞の活動 を記録す

報酬系―価値を学習する神経機構

る研究を行 っている。そ こで明 らかになった こと
は, ドーパ ミン細胞 は,常 に報酬 に反応す るわけ

Olds and Miher(1954)は ,ラ ットの脳内に刺
激電極 を埋め込み,レ バー押 しによってそれに通

ではな く,予 測通 りに与 えられた報酬には反応せ
ず,予 期せず に与 えられた報酬 に興奮性 の反応 を

電されるようにす ると,ラ ットはその電気刺激 を
求めて頻繁 にレバー を押す ようになるとい う現象
を見出 した。 この脳内自己刺激 (intracramJ self‐

示 し,予 測された報酬が与 えられなかった時には
抑制性 の反応を示す ことである。つ まり, ドーパ

stimulation)行 動 を誘発す る脳 の刺激部位 は,視 床

ror)」 ,す なわち,予 測された報酬 と実際 に与え ら

下部,大 脳辺縁系 (側 坐核 ,中 隔や帯状回な ど),
および中脳 の黒質や腹側被蓋野な どであった。脳
内自己刺激行動が誘発 されるのは,脳 へ の電気刺
激 によって快感が生 じているか らであると考えら

れた報酬 の差分に反応 してい るとい うことであ
る。報酬 は一般に,予 期 されたか,さ れなかった
かにかかわらず,そ れを与えられた個体 には何 ら
かの快情動 を生起するはずであるが, ドーパ ミン

れたため,そ れらの脳領域 は「報酬系」 とよばれ
るようになった。ヒ トについても治療等の 目的で
脳 に電気刺激を与 えることが行 われたことがあっ
たが,中 隔な どに刺激を与えると快感が生 じたこ
とが報告されている (Heath,1963).

細胞 は,上 述 したように予想された報酬 には全 く
反応 しないのである。 したがって, ドーパ ミン細
胞 の投射 ターゲットである報酬系 の各領域におい
て, ドーパ ミンの細胞外濃度が上昇することが
直接的に快情動の体験 と対応 しているとは考えに

報酬系 に含 まれる脳領域 の中で も,視 床下部外
側部の後部の,内 側前脳束が通過 しているあた り
がもっ とも自己刺激行動を誘発するための刺激閾
が低 い といわれているが,内 側前脳束 には,腹 側

くいのであ る。 (こ こでは詳 しく紹介 しないが
ドーパ ミンよ りもむしろオ ピオイ ドが快情動 の体
験に深 い関係があることが指摘 されてい る (Ber
ridge and Kringelbach,2008)。 )で は, ドーパ ミン

被蓋の ドーパ ミン細胞か ら側坐核に投射す る線維
が多 く含 まれている。内側前脳束へ の電気刺激 に
よって ドーパ ミン細胞 の軸索が刺激 され,側 坐核
にお いて ドーパ ミンが細胞外 に放出される こと
が,快情動 の生起に関係 している可能性を示唆し

はいったい どのような働 きを持 っているのだろう

ている。さまざまな依存性薬物 (コ カイ ン,ア ン
フェタミン,オ ピオイ ド,ニ コチ ンなど)は ,い
‑21‑

ミン細胞 は「報酬予測誤差 (reward prediction e■

,

,

か。

,

計算論 にお いては,以 前 か ら報酬予測誤差が強
化学習 におけ る教 師信号 としてはた らくとい うこ
とが指摘 され て いた (Sutton and Barto,1981)。
それに対応す る生理学的デ ー タとして,最 近 ,黒
質 ドーパ ミン細胞 の主な投射先 であ る線条体 にお
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いて, ドーパ ミンが皮質―線条体投射 のシナプス
伝達効率の変化 に深 くかかわつていることを示唆
す る研究が報告 されている。線条体・ 大脳皮質・
黒質 を含むス ライス標本 において,中 型有棘細胞
(medim spiny neuron)の 細胞内記録 を行 いなが
ら,そ れに対 して投射 してシナプスを形成す る大
脳皮質の細胞からの入力 を模 して電流を注入す る
と,通 常 はその後大脳皮質か らの入力に対する反
応が徐 々に弱まってい くのに対 して,電 流注入 と
同時 にその中型有棘細胞 に投射 してシナプスを形
成す る ドーパ ミン細胞 を同時に電気刺激す ると
,

長期増強が起 こるとい うものである (Reynolds et
0運 動情報が
aL,2001)。 これは,多 岐 にわたる感覚
伝 えられている皮質一線条体投射 において, ドー
パ ミンの作用 によって報酬予測誤差を引 き起 こし
た情報が増幅され,そ の効果が シナプス伝達効率
の変化 として長期的に蓄積 されてい くことを示唆
している。つ まり,線 条体 では,報 酬を伴 う刺激
や行為 の情報が, ドーパ ミン信号 によって価値 の
あるものとして大 きな重みづけが与 えられて記憶
され,価 値 の表象 が形成される, とい うことであ
る。 このような ドーパ ミンの作用 は,線 条体 にお
ける皮質一線条体投射のシナプスに対 してだけで
はなく,大 脳皮質 における皮質T皮 質投射のシナ
プスに対 してもあることを示唆する研究が報告 さ
れている (Bao et al,2001)。
われわれは最近, ドーパ ミン投射の標的領域
,

す なわち,一 般 に「報酬系」 に属す ると考 えられ
ている領域 において,価 値表現 が細胞 レベルでど
のようになされているかを調べ るために,Shule
らのグループが ドーパ ミン細胞の活動 を調べ るた
め に用 い た パ ブ ロ フ型 の 確 率 条 件 づ け課 題
(Fiorino et al,2003)と 同種 の課題 を用いて,ラ ツ

ト背側線条体 の中型有棘細胞からその活動の記録
を行った (Oyalna et J,2008).周 波数の異なる純
音 (持 続時間 1.5秒 )を 条件刺激 として,0.5秒 の
遅延ののちに,異 なる純音に対 してそれぞれ特定
の確率で報酬 を与 えるようにしたところ,多 くの
細胞が,条 件刺激の呈示開始か ら遅延期間の終了
までの間の 2秒 間に,条 件刺激の違いによって異
なる活動 を示 した。それらの大部分 は,特 定の周

波数帯域 の刺激 に強 く反応す るとい うよりは,よ
り高い報酬確率 を示す も条件刺激が提示されたと
きによ り強 く反応す るとい う傾向を示 した。条件
刺激 に対す る反応 の様式 によって,そ れらの細胞
を,条 件刺激の呈示開始後短潜時で一過性 に反応
す るタイプ (タ イプ I),条 件刺激 の呈示中に持続
的に反応するタイプ(タ イプⅡ),遅 延期間の終了
に向かって徐 々に頻度を増加 させなが ら持続性 に
活動す るタイプ (タ イプⅢ )に 分類 した ところ
(図 1),タ イプ Iと ,そ れ以外 のタイプⅡ,Ⅲ の細
胞が全 く異 なる情報を表現 していることが明らか
になった。タイプ Iの 細胞 は,条 件刺激 とともに
報酬 として与えられたスクロース水 (無 条件刺激)
,

にも短潜時で一過性 の反応 を示 した。条件刺激 に
対す る反応の強 さは,そ れによって示 された報酬
確率 と正の相関 を示 し,報酬に対す る反応の強さ
は,報 酬確率 と負 の相関を示 していた。すなわち
,

報酬 を予期 させる条件刺激や,予 即 されなかった
報酬 により強 く反応す るとい う活動様式 を示 して
い たが,こ れは,Fiorino et al.(2003)に お いて 同
様 の課題 を用 い て記録 された ドーパ ミン細胞 の活

動様式 と同様 の ものであった。 このように報酬予
測誤差 をコー ドす るタイプ Iの 細胞 の活動 は,お
そらくドーパ ミン細胞からの入力 を直接反映して
いると推測 される。一方,タ イプⅡおよび Ⅲ の細
胞 は,条 件刺激が呈示 されてから遅延期間が終了
す るまでの活動の強さが,条 件刺激 によって示さ
れた報酬確率 と正の相関を示 し,か つ,報 酬に対
しては,ど の条件 においても明らかな興奮性の反

応は示さない, という共通点を持っていた。加え
て,タ イプ Ⅱの細胞 は,条 件刺激 に対す る反応が
条件刺激呈示 中 に最高値 に達 し,報酬が与 えられ
る時点 では,ほ ぼ 自発発 火 レベ ル に戻 ってい る と
,

い う特徴 を持っていた。 このタイプの細胞 は,お
そらく,学 習 を通 して獲得 された,条 件刺激の価
値 を表現 していると推測 される。一方で,,タ イプ
Ⅲ の細胞 は,遅延期間の開始後 に顕著な活動 を示
し,そ れが遅延期間の終了時点で ピークを迎える
とい うものであつた。報酬あ り試行 と報酬 なし試
行の活動 を比較する と,報酬が与えられた時には
ただちにその持続的活動 に強い抑制がかかつてい
,
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図 1 線条体で記録 された,確 立条件 づ けの課題事象に関連 して発火する神経細胞の代表例 .各 ヒス トグラムの下
の傍線 は,CS(純 音)の 呈示期間,矢 印は報酬 (ス クロース)の 供与時期を示す。

る ことも明 らかになった。 この タイプの細胞 の活
動 は,お そ らく,タ イプ Ⅱ の細胞 が符号化 してい

仕組 みがある と推測 される。手がか りが与え られ
てか ら報酬 が与 え られるまでの遅延期 間 に報酬ヘ

る刺激 の価値 の表象 が活性化 した ことによって生
じた,報 酬 の期待 の高 ま りを反映 して い るのでは

の期待 が持続す る ことには,従 来か ら
「報酬系」に
分類 され てい る脳領域 に加 えて,時 間を超 えて情

ないか と推測 される。

報 を保持す る機能 であ る短期記憶 とかかわ りの深
い前頭連合野背側部な どの関与 もあるのか もしれ

一般 に,黒 質 や腹側被蓋 の ドーパ ミン細胞 は

,

報酬予測誤差 を符号化 してお り,タ イプ Iの 細胞
と同様 の活動様式 を示す 。一方 で,扁 桃体 ,帯 状

ない。
金銭的価値 の神経表現

回,前 頭眼街野 な ど,大 脳辺縁系 や大脳新皮 質 に

おいては,タ イプⅡや Ⅲ の細胞 のような活動 を
示す細胞が多 く存在す る。 ここまでに紹介 した知
見か ら,大 脳辺縁系や大脳新皮質の報酬関連領域
においては,そ こにもたらされた種 々の感覚・運
動情報が, ドーパ ミン細胞 によつてもたらされた
報酬予測誤差の情報 と統合 され ることによって
刺激や行為 の価値 の表象が形成されるものと考え
,

行動学的 には,金 銭 は「報酬 (reward)」 の一種
である。報酬 には,水 や餌 ,性 行動 の対象 な ど
生命 の維持 や生殖 の実現 に不可欠 な一 次報酬 (生
,

物的報酬 )と ,本 来 は中立 で あ った刺激が学習 に
よって一次報酬 と関連付 け られた高次報酬 (心 理
的報酬 )が あ るが,金銭 はもちろん後者 に分類 さ
れる。人 は生得的 に金銭 を報酬 としてい るのでは

られる。また,そ のような価値 の表象 が活性化 さ
れたときには,報 酬に対す る期待 を生ず るような
―‑23‑―

な く,生 後 の経験 に基 づいて金銭 に価値があ るこ
とを学習す るのである。生物的報酬 はた いてい
,
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認 め られ た 。

帯状皮質 は,系 統発生的に大脳新皮質 よ りも古
い大脳辺縁系 の一部であ り,情 動 との関係が深い
といわれている。これまでのイメージング研究 に
よっても,情 動的な刺激 (快 刺激や嫌悪刺激)を
呈示 した時に,帯 状回が活動す ることが明らかに
なっている。また,帯 状皮質 と痛みの知覚 との研
究 には比較的多 くの知見 の蓄積があ り,物 理的に

とい うのに伴 って,一 喜一憂す るだけではないこ
とは明 らかである。たとえば,「 あの時,こ うして
いれば,こ うい う結果 になったはずだ」 とい う反
実仮想的思考をめ ぐらして, 自分の行 った経済行
動 を常に分析 しているはずである。また,複 数の
投資対象か ら一つ を選ぶような意思決定において
は,確 実 に小 さな利益 を狙える選択肢を取 るか
あるいは,大 きな利益 を得 る可能性があるが,大
きな損害 を被る可能性 もあるような選択肢 をとる
,

痛み刺激 を加えた時に加えて,催 眠術 で痛み刺激
を暗示 した時や (Raii et aL 2005;Derbyshire et
aL,2004),最 愛の人が痛み刺激を与えられている
のを見 ている時 にも活動 し (Singer et al,2004),

かを判断 した り (「 不確実性 (五 sk)」 に関す る判
断),す ぐに利益が得 られそ うな選択肢 を取 るの
か,あ るいは, じっくりと構えて将来大 きな利益

物理的な痛み刺激の入力がなくても,心 理的な痛
みを感 じた時に活動することが知 られている。ま
た,耐 えがたい疼痛を治療す る目的で,帯 状回切

が得 られそ うな選択肢を取 るのかを判断 したりす
るだろう (「 時間割引 (time discounlmg)」 に関す
る判断)。 このような経済行動 における高度な思考

除術が行 われることもあったが,施 術 された患者
は,痛 みの感覚自体 はな くな らないが,そ れが苦
痛でな くなるとい うといわれている (Foltz and
White,1962)。 心理的痛みと帯状皮質の活動 との

の神経基盤 はどこにあるのだろうか。
われわれが行 った機能的 MRIの 実験では,毎 試
行,被験者が一つの選択肢 を選んだのち,獲 得 (あ
るいは損失)金額 となる,そ の選んだカー ドに記

関係 を指摘 している研究の多 くが,前 部帯状皮質
の後方部 にその活動の中心があることを指摘 して
いるが,わ れわれの研究では同じ領域 に損失特異
的活動が認められた。お金を失って「痛 い損失 を

されていた金額 を開示 したのちに,選 ばなかった
カー ドに記 されていた金額 も開示す るとい うこと
を行 っていた。被験者 があらかじめ教示 されてい
たことは,試行のはじめに二つのカー ドのなかか

被 った」な どとい うが,金銭的損失 に伴 って帯状
皮質の痛み関連領域が活動 していることが,こ の
ような感覚の生物学的背景 なのか もしれない。
以上のように,帯 状皮質 と情動や痛みとの深い

らひとつ を選択す ることだけであ り,そ の後明 ら
かになる,選択 したカー ドとしなかったカー ドに
記された金額 を比較することは,実 験者から要求
されていなか った。 ところが,カ ー ド選択の反応

関係 を考 えると,帯 状皮質の金銭的利得や損失 に
関係 した活動は,お 金が儲かって嬉 しい とか,損
をして残念 だとい うような,金 銭 の損得の経験 か

潜時のデー タを見 ると,前 の試行における結果の
相対的価値 (選 んだカー ドに記された金額から選
ばなかったカー ドに記 された金額を差 し引いた金
額)が大 きければ大 きいほどj次 の試行における

ら直接喚起 されるような情動 と関係が深 く,比 較
的直観的な損得勘定 に関係 しているのではないか
と考えられる。興味深 いのは,帯 状皮質の利得や
損失 に関係 した活動が,絶 対的な利得や損失の量
的な違 いに対応 して変化することである。これは
帯状皮質が,量 的な価値 の違いを感 じ取 るために
重要な役割を果たしていることを示唆 している。
,

経済行動の神経基盤
理性的な ヒ トが行 う経済行動 は,脳 の機能 を最
大限に使 って行われるもので,儲 かった,損 した
,

反応潜時が短 くなる傾向があった。それは,被 験
者が,選択 したカー ドとしなかったカー ドに記さ
れた金額 を比較するように教示されたわけではな
いのに, 自分が選 んだカー ドに記 された金額 と選
ばなからたカー ドに記された金額を比較 していた
ことを示唆 している。
たとえば,被 験者 の選 んだカー ドに記 された金
額が 200円 ,選 ばなかったカー ドに記された金額
が 800円 だつたとす る。カー ドを選択 したあと
,

まず は,選 んだカー ドに記された金額が開示 され

,
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この試行 では 200円 儲 かった ことを知 るわ けで あ
る (絶 対的損得 =+200円 )。 そ して,そ の後 に選
ばなかった カー ドに記 され ていた金 額 が 開示 され
る。 これによって,実 際 の獲得 金 額 の 200円 か ら、
選 ばなかった カー ドに記 されてい た 800円 を差 し
引 い た,600円 を儲 け損 ねた ことを知 るわ けで あ
る (相 対的損得 =‑600円 )。 また逆 に,選 択 した
カー ドが ‑200円 ,選 択 しなかった カー ドが ‑800
円だつた とす る と,実 際 の損失 金額 の 200円 (絶

対的損得 =‑200円 )に 対 して,も うひとつのカー
ドを選んでいたら危うく800円 の損 をしていたと
ころなので,600円 の損 を免れたということにな
る (相 対的損得 =+600円 ).
以上のように,実 際には自分が行わなかった選
択 を行っていたとしたらどうなっていたかを考え
ることを,「 反実仮想 (comteJЖ tual)」 的な思考
という。反実仮想によって自分の行った選択 と行
わなかった選択の結果を比較して, 自分の行った
選択の結果のほうが良ければ,相 対的には利得 と
なり,自 分の行った選択の結果のほうが悪ければ
相対的には損失となる:最近の情動理論によれば
反実仮想はそれに特有の高度な情動体験を伴うと
指摘されている。そこでは,絶 対的利得や損失を
,

,

体験 した時に得 られるような,「 うれしい Goy)」
および「残念だ (disappOmlment)」 という直接的
な情動体験から,反 実仮想的思考の結果として明
らか になった相対的な利得 と損失 に ともな う情動
体験 が,よ り高度 な もの として 区別 されてお り
,

相対 的利得 お よび損失 には,そ れぞれ「安堵 (re…
lieO」 と「後悔 (regret)」 が伴 う としてい る。

自由選択課題 を遂行中の被験者について,自 分
が選ばなか ったカー ドに記 されていた金額が開示
された時点での脳活動 を分析 して,相 対的な利得
あるいは損失の変化 に伴 って活動が変化す る脳領
域を調べ た。その結果,前 頭連合野内に相対的な
損得 に関係 して活動が変化す る領域が複数認めら
れた。相対的な利得に関係 して活動が変化 したの
は,前 頭前野腹外側部であつた (図 3)。 この領域
の活動 は,絶 対的な損得 については変化 を示さな
いにもかかわらず,相 対的な損得 に関 しては,利
得が増えるほど活動が高まっていた (相 対的利得

特異的活動)。 これ によって,課 題デザイ ン上で分
離 した絶対的価値 と相対的価値が,脳 内の表現 と
しても,か い離 していることが明らかになった。
一方で,相 対的な損失が増えるほど高い活動 (相
対的損失特異的活動)を 示す領域 は,前 頭眼省野
前頭前野背外側部 な どに分布 していた。これは
Corice■ et」 。 (2005)に おいて後悔 と関係 した活
動が認められたと報告 されている領域 にほぼ一致
,

,

している。 これらの脳活動が,反 実仮想的な思考
による相対的価値判断その ものを反映 しているの
か,あ るぃは,そ れに伴 って生起 した高次情動を
反映 しているのか どうかは,区 別 をつけるのが難
しい。 しか し,相 対的な損得 を計算する作業負荷
は同じであるにもかかわらず,脳 活動 は利得ある
いは損失 に特異的であることから,情 動 との深 い
関係 をうかがわせる。さらに,同 じ統計基準 で比
較す ると,相 対的利得 に関係 して活動す る領域 よ
りも相対的な損失 に関係 して活動す る領域 の方
が,大 きな広が りを示 していた。行動経済学では
ヒ トは一般的 に損失によ り敏感であることが指摘
されているが (損 失嫌悪特性),こ のように,相 対
的損失 に伴 って活動す る脳領域 の方が,利 得 に
伴 って活動す る脳領域 よ りも広いことがその背景
にあるのかもしれない。
前頭連合野 は,系 統発生および個体発生のいず
れにおいても最 も新 しい脳部位であ り,社 会的な
適応行動や意思決定 な ど,高 度な精神活動 に中心
的 な役 割 を果 た して い る と考 え られ て き た
前頭連合野 と経済行動の関係 を
調べた先行研究 においては,前 頭連合野には,不
確実性 や曖味性 の高い選択肢 をさけて,よ り安全
な選択肢 を選ぶように促す働 きがあることが明ら
(Fuster,1997)。

かになっている。たとえば,前 頭眼宙部 に損傷 を
受けた り (Manes et al,2002),経 頭蓋磁気刺激に
よって前頭背外側部の活動が抑制された りす ると
(Knoch et J。 ,2006),ギ ヤンブル課題 においてよ
り不確実性 の高い選択肢 を選ぶようになることが
報告 されている。また,曖 味性 の高い選択肢 を嫌
う被験者 ほど,前 頭前野背外側部の活動が高いこ
とが報告 されている(Huettel et aL,2006)。 相対的
な価値判断 を行 った り,不 確実性や曖味性 を回避
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味づ けが行 われるのである。感覚刺激 の報酬 とし
ての意味づ けは報酬系の さまざまな階層で行われ
てお り, どのような領域で報酬 としての意味付 け
がされるかによって,報酬 としての質の違 いが生
まれて くるのであろ う。従来か ら,生 物学的な報
酬 は主に視床下部 と側坐核 によってそれに対する
欲求やその充足が生 じていることが知 られている
が,わ れわれの行 った機能的 MRI法 による脳機能
イメージングの結果 によって,物 質 として実態が
ない抽象的な報酬である金銭 は,主 に帯状皮質や
前頭連合野 などにおいてその価値が表現 されてい
ることが示唆されたのである。
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Money is one of the higherorder rewards, whose value is established
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It was suggested by our recent brain imaging study that the value of

monetary reward or punishment is robustly represented in
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cineulate cortex" Furthermore, it was also suggested

tlat the

involvement of the prefrontal cortex is necessary for the higherorder judgments and decisions for the pursuit of monetary
wealth(JaBanese Journal of Neuropsycholory 25; ZU?9., 2ffi91
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