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１．作業記憶の概念 

 

１．１ 作業記憶概念の成立 

 当初、症例ゲージがそうであったように、かなり大きな前頭葉損傷があっても、一般知

能や記憶などには目立った変化は見出されなかった。カナダの心理学者ヘッブは、第２０

章で紹介した頭部外傷例の観察結果に基づいて、前頭葉損傷によって知的機能の障害は生

じないと述べた 1。ところが、意外な方面から前頭葉損傷によって知的機能障害が生じる

ことが明らかになった。前頭葉破壊サルが示す遅延反応障害の発見である。その経緯は第

２章で述べたごとくであり、ヒト前頭葉損傷者にも遅延反応障害が存在することが明かと

なった。ミルナーは、前頭葉損傷者の示す遅延反応障害の詳細な観察から、次のように述

べている。 

                                                 

 「患者はどのような刺激が提示されたかは記憶している。しかし、直近に提示された刺

激はどれであったかを判断出来ない。結果として課題を遂行出来なくなるのである。」 

ミルナーは、前頭葉損傷サルにおいても、同様の理由によって遅延反応が障害されると

考察した。 

その後、前頭葉損傷者が遅延反応で障害を示すことは他の研究者によっても確認された。

例えば 1993 年ヴェリンらの次のような報告がある。被験者は健常者 24 名、前頭葉背外側

 
*1前頭葉損傷によって知的機能障害が生じるかどうかについてはヘッブとドイツの精神

神経学者ゴールドシュタインとの間に論争があった。ゴールドシュタインは前頭葉損傷に

よって「抽象的態度（赤といってもいろいろな色調の赤がある。細かな差違を無視して赤

という抽象的な概念を理解する能力）」が障害されると主張した。これを批判する論文の

中でヘッブのこの発言がある。彼は前頭葉損傷によっていかなる知的機能障害も生じない

と考えた訳ではない。 
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部損傷者 10 名、脳後方領野損傷者 10 名であった。CRT 上に二つの青色の矩形が提示さ

れ、15 秒の遅延期間後、被験者は各刺激に対応するキイを押して反応する。反応の正誤は

被験者にフィードバックされる。実験の前半では、どちらの刺激が正刺激（その刺激に対

応するキイを押せば正答となる）であるかを被験者が推理しなければならない。ここでは、

①遅延交替課題～ 初の試行では被験者がいずれの矩形に反応しても正答であり、次の試

行からは直前の試行で正答であった刺激と異なる刺激に反応すれば正答となる、②遅延非

交替課題～正刺激となる刺激は常に同一である、③遅延逆転課題～①の課題で正刺激でな

かった刺激がこの課題では正刺激となる、の三つの課題がこの順序で実施された。10 試行

連続正答を学習成立（どの刺激が正刺激となるかの規則の修得）の基準とし、80 試行後も

基準が達成されない場合、学習不成立とした。実験の後半では、④遅延反応課題が実施さ

れた。この課題では、刺激提示時に正刺激が矢印で示され、遅延期間後、矢印で示された

刺激に反応すれば正答とされた。  

 ①では、前頭葉損傷者では誤反応が有意に少なかった。規則修得に要した試行数も前頭

葉損傷者が も少なかった。②では前頭葉損傷者の誤反応は他の２群より有意に多かった。

基準に達するまでの試行数も前頭葉損傷者が も多く必要とした。③では前頭葉損傷者の

誤反応は他の２群より有意に多かった。④でも前頭葉損傷者の誤反応は他の２群より有意

に多かった。   

 このように、ヒトでも前頭葉損傷によって遅延反応障害が生じることが明らかになった。

この障害の本態は何か。この問題を巡っては様々の議論が展開された。そして、前頭葉機

能を理解するキイワードとして、「作業記憶」という新たな概念が提出され、前頭葉研究

は新たな展開を迎えることになる。 

 

１．２ 諸家の作業記憶概念  

 「作業記憶」という言葉を 初に用いたのは 1960 年 N・E・ミラーであると言われてい

る。1974 年Ａ・バッドレィが 初の作業記憶のモデルを提唱し、その後種々の作業記憶モ

デルが提出されている。ここではバッドレィ、アンダーソン、ゴールドマン・ラキッチ、

３人の作業記憶概念について検討し、 後に筆者の作業記憶モデルを紹介する。  
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１．２．１ バッドレィの作業記憶モデル 

 認知心理学では、記憶を短期記憶と長期記憶の二つに分ける2。外界からの刺激はまず感

覚器官に感覚情報貯蔵としてごく短時間（0.5 秒以下）貯えられ、次で短期記憶に移る。

短期記憶に貯えられる記憶の量（記憶容量）には限度があり、持続時間も数秒から数分程

度が限度である。リハーサル（電話番号などを繰り返し唱える）などによって短期記憶の

持続時間を長くすることが出来るが、長期にわたって記憶が保持されるためには長期記憶

に記憶内容が移行する必要がある。この時、記憶内容はそのまま長期記憶に移行するので

はなく、符号化、意味処理などの情報処理の後、長期記憶に貯蔵されることになる。理論

的には、長期記憶の容量は無限大である。 

 1970 年代になって、このモデルに都合の悪い事実が出てきた。脳損傷に伴い短期記憶は

障害されているのに、長期記憶は障害されていない患者が見つかったのである。図１１－

１によれば、記憶は短期記憶を経て長期記憶に貯えられることになる。短期記憶が障害さ

れていて長期記憶が保たれるはずがない。このモデルには問題がある。そこで、1974 年、

イギリスの心理学者バッドレィは短期記憶に代えて作業記憶という概念を提出した。当初

バッドレィは、入力された情報を短期記憶から長期記憶へ転送するための機構として作業

記憶を想定した。1980 年代になって概念をより精緻化し、作業記憶は  

 １）音韻ループ～言語情報を一時的に保持する下位システム。  

 ２）視空間記述メモ～視空間情報を一時的に保持する下位システム。  

 ３）中央実行系～上記二つの下位システムを用いて高度の情報処理を実行するシステム。 

の三つのシステムからなるとするモデルを提出した（図２１―１ )。彼によれば、中央実行

系は、①課題に無関係な妨害刺激を排除する、②二つあるいは複数の刺激あるいは作業の

いずれかに注意を切り替える、③二つの作業を同時に遂行するため注意を分配する、④短

期記憶、長期記憶間のインターフェース、などの機能を有する。中央実行系の機能を調べ

る方法として二重課題法がある。被験者は１～６個の数字を後で再生出来るように保持し

ながら、同時に言語的推論（「英語のアルファベットではＢはＡの後にはこない」などの

文章の正誤判断）を行う。若年健常者の場合、この二つの課題を単独で実施しても同時に

実施しても成績に余り差がなかった。一方高年齢健常者では２課題同時条件では成績は若

干低下し、アルツハイマー型認知症患者では２課題同時条件の成績は大きく低下した。バ

ッドレィは、以上の事実は音韻ループと中央実行系が別々に機能することの証拠であると

                                                  
2 第１１章、図１１－１参照。 
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考えた。 

 

 

図２１－１ 1980 年代のバッドレィの作業記憶モデル  

 

 

図２１－２ 2000 年のバッドレィの作業記憶モデル  

Central Executive：中央実行系、Visuo-spatial sketch-pad：視空間記述メモ  

Episodic Buffer：エピソード・バッファ  

Phonological Loop：音韻ループ、Visual semantics:視覚的意味記憶  

Episodic LTM：エピソード長期記憶、Language：言語  

Fluid systems：流動システム、Crystalized systems：結晶化システム  
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2000 年バッドレィは新たな作業記憶モデルを提出した（図２１－２）。このモデルでは

一時的に情報を保持する下位システムとして「エピソード・バッファ」を新たに想定し、

保持する記憶の内容として外界からの情報の外に長期記憶（エピソード記憶、意味記憶）

をも含めている。  

 

１．２．２ アンダーソンの作業記憶モデル 

 認知心理学者アンダーソンも作業記憶に関する認知心理学的モデルを提出している。彼

のモデルは  ACT＊（アクトスターと呼ぶ）モデルと呼ばれている。ACT とは「adaptive 

control of thought（思考の適応的制御）」の略である。このモデルでは、ヒトの情報処理

過程を「陳述記憶」、「手続き記憶」、「作業記憶」の三つに区別する。陳述記憶とは様々

の事物に関する記憶であり、常識的な記憶の概念にほぼ対応する。手続き記憶とは何らか

の認識活動を行う「やりかた」である。コンピュータを操作する方法、自動車を運転する

方法などの記憶である。作業記憶とは現在情報処理の対象となっている記憶である。アン

ダーソンによれば、ヒトの情報処理は外界からの刺激および実行すべき課題に対応した陳

述記憶の一部を活性化し、必要であれば手続き記憶を用いて一定の処理を行い、外界に出

力することである。コンピュータになぞらえれば、陳述記憶は主記憶、手続き記憶はプロ

グラム、作業記憶は中央処理装置に相当する。 

 このモデルで重要な点は二つある。一つは陳述記憶と手続き記憶の区別である。この二

つの記憶が別のものであることは脳損傷に伴ってそれぞれが独立に障害されることからも

確認されている。第１１章で述べたように、大脳皮質側頭葉内側の海馬の損傷では重度の

前向性健忘、つまり新しいことが何も覚えられない障害が生じる。このような症例では陳

述記憶は障害されるが、手続き記憶はそれほど障害されない。例えばある前向性健忘の患

者は、健忘を発症した後ワープロを習い、上手に使えるようになったが、ワープロの操作

法をどこでどう習ったかについては全く記憶がなかった。ただしこのことは陳述記憶と手

続き記憶が全く別のものであることを意味しない。両者間には移行関係が存在する。アン

ダーソンによれば、あらゆる知識は 初陳述記憶の形で外界から取り入れられるが、その

後陳述記憶の一部は手続き記憶に変換される。自動車の運転の仕方は 初言葉により事実

として学ばれるであろうが、いつの間にか「からだで覚えてしまう」のである。 

このモデルのもう一つの重要な点は三つの記憶のいずれもがその活性化の程度を変えら

れる点である。作業記憶の内容には情報処理の目標やその結果が妥当であったかどうかの
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情報も含まれる。そこで、陳述記憶や作業記憶の内容の中で情報処理の目的に合ったもの

が も活性化され、それに対立する内容のものは抑制される。すなわち、ヒトはその情報

処理の目的に合わせて情報を選択していることになる。 

 

１．２．３ ゴールドマン・ラキッチの作業記憶モデル 

 このように、作業記憶は当初認知心理学者によってヒトの情報処理過程を説明するため

のモデルとして提案された。ところが、神経生理学者ゴールドマン・ラキッチが前頭葉の

機能を説明するためにこの概念を用いたことからにわかに注目を集め、現在神経心理学の

分野で もホットな研究課題の一つとなった。 

 ゴールドマン・ラキッチの考えはおよそ次のごとくである。彼女の研究の出発点となっ

たのはサルの遅延反応の障害である。彼女はまず前頭葉のどの領野の損傷によって遅延反

応が障害されるかを詳細に検討し、前頭葉外側部の４６野の損傷が決定的であることを見

出した。次に、遅延反応障害の本態が何かを考察した。遅延反応障害の本態については、

①空間知覚障害説、②注意障害説、③運動障害説、④自己受容感覚障害説、などが提出さ

れていたが、ゴールドマン・ラキッチは一種の記憶障害であると結論づけた。遅延反応に

おいて要求されることは、今眼前にある刺激に反応することではなく、脳内に貯蔵され内

在化された情報を基に反応することである。彼女はこれを当初「表象記憶」と呼んだ。そ

れは「認識に必要な働きであり、決定や判断を下したり、反応するために、情報を更新し

たり、情報を長期記憶から引き出したり、次々に入力する情報を統合する能力」と説明さ

れた。ゴールドマン・ラキッチはこの表象記憶の障害によってサルやヒトにおける遅延反

応の障害だけでなく、ウィスコンシンカード分類検査（WCST）3の障害、知的機能の老化、

統合失調症などが説明可能であると述べている。 

その後、ゴールマン・ラキッチは表象記憶に替えて作業記憶の語を用いるようになった。

彼女がなぜ表象記憶に替えて作業記憶の語を用いるようになったのかは定かでない。1998

年の論文で、ゴールドマン・ラキッチは作業記憶には「一時的保持要素」と「処理要素」

の二つの側面があると述べている。この考えは、バッドレィの中央実行系とその下位シス

テムである記憶貯蔵系という考え方に類似している。実際、ゴールドマン・ラキッチはバ

ッドレィの論文を引用している。ゴールマン・ラキッチが表象記憶を作業記憶に替えた背

                                                  
3 第２２章参照。 
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景にはバッドレィの影響があると考えられる * 4。 

さて、ゴールドマン・ラキッチは作業記憶を担う前頭葉の機能について、「前頭前野の

破壊は知識や長期記憶を障害しないが、これらの記憶を想起し行動遂行のために利用する

ことが障害される。」と述べている。さらに「ヒトの４６野を含む中前頭回領野は長期記

憶に蓄えられた視空間情報へのアクセス、およびこれらの情報に基づく動作体験へのアク

セス時に活性化する。他方、事物の形態や相貌に関する作業記憶はより外下方に局在する。

言語的意味処理や想起に関わる作業記憶は前頭葉のさらに前下方、島回領域に存在する。

ヒトの前頭葉には上方から下方へ空間、事物、言語という領域特異的な作業記憶の機能構

築が存在する。」と述べている。すなわち、ゴールマン・ラキッチの作業記憶は何らかの

行動を実行するために内在化された記憶を活用する前頭前野の働きであり、前頭前野の異

なる領野に異なる作業記憶（領域特異的作業記憶）が存在する。 

 

１．２．３ 三つのモデルの比較   

 以上、３人の研究者の作業記憶の定義を概観した。互いに似ているが重要な点で明らか

な違いも存在する。 

 作業記憶は「記憶」とは呼ばれているが、単に情報を貯蔵、保持する能力ではない。む

しろその主たる機能は認識、判断、推理、思考などの複雑な情報処理の遂行であり、その

ような情報処理を遂行するために情報の保持や想起が必要となるのだと考えられる。この

点については、アンダーソンのモデルが も明確である。バッドレィのモデルでは、作業

記憶は情報処理の遂行と共に情報の保持、想起の機能も有している。ゴールドマン・ラキ

ッチの作業記憶は当初は情報の保持機能のみを有するとされていたが、後には情報処理機

能をも有すると考えられるようになった。 

次に記憶の内容である。バッドレィのモデルは外界からの入力の保持に重点がある。ア

ンダーソンのモデルでは長期記憶に貯蔵されている情報の活性化に重点がある。ゴールド

マン・ラキッチは両方を考えているようである。サルにおける遅延反応の障害は外界から

の入力情報の保持障害という色彩が強い。記憶の内容については、作業記憶は一つなのか、

                                                  
*4ゴールドマン・ラキッチの共同研究者であった舟橋によれば、ゴールドマン・ラキッチ

が作業記憶の概念を提唱するにあたって、バッドレィの作業記憶と関連をもたせようとい

う意図は特になかったという。 
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情報の種類に応じた作業記憶がそれぞれ存在するのか、が論点となる。バッドレィは言語

刺激と視覚刺激のそれぞれに異なる作業記憶を設定した。ゴールドマン・ラキッチは各感

覚様相、領域別に独立した作業記憶が存在すると考えている。一方、アンダーソンのモデ

ルではそのような区別はない。この点については三者三様である。 

 作業記憶と脳との関連に関しても違いがある。ゴールドマン・ラキッチは作業記憶を前

頭葉の機能として位置づけた。バッドレィは作業記憶と前頭葉が密接に関係することを認

めつつも、自分は作業記憶がどこに局在するかには余り拘らないと述べている。アンダー

ソンは作業記憶と脳との関連については何も述べていない。 

 

１．２．５ バッドレィの作業記憶モデルの問題点  

三つの作業記憶モデルの中で も頻繁に言及されるのは 1980 年代に提案されたバッド

レィのモデル（図２１－１）である。特にヒトを対象とした研究の大部分はこのモデルに

基礎を置いており、多くの研究者はこのモデルを無批判に引用している。筆者はこのモデ

ルを詳細に検討した。その結果、次のような種々の不備な点や問題点が明らかになった。  

１）情報を保持するシステムを聴覚と視覚に限定し、他の感覚様相については考慮して

いない。しかし、他の感覚様相にも作業記憶は存在する。ヘレン・アダムス・ケラー

(1880-1968)は生後 18 ヶ月で熱病のため視力、聴力、構音機能を失った。６歳から家庭教

師Ａ・サリヴァン・マシーの指導により言語能力を獲得、大学卒業後社会福祉の発展のた

め尽力し、 ”The  story of my life,1902”、 ”Out of dark,1913”、 ”Midstream-My later 

life,1930”などの著作を公刊した。自らの体験や考えを文章化し著書としてまとめることは

複雑な情報処理であり、当然作業記憶が関与する。ケラーは発達の初期段階で視覚、聴覚

を喪失しており、彼女の作業記憶が音韻ループや視空間記述パッドによって支えられてい

るとは考え難い。ケラーとサリヴァンは手掌に書く指文字を介してコミュニケーションを

していた。おそらくケレーの作業記憶は体性感覚によって支えられていたのであろう。  

出現頻度の高い刺激と低い刺激を提示して低い刺激の数を数えさせるとその刺激に対す

る脳の応答が増大する。この実験手続きは「オッド・ボール課題」と呼ばれ、作業記憶の

標準的研究法である。外池らは快臭のアミルアセテートと不快臭のイソ吉草酸を刺激とし、

１対３の割合で提示して前者の数を数えさせる課題条件で MEG を記録した。潜時

488msec.の成分は出現頻度の低い刺激でのみ認められ、高い頻度の刺激では認められなか

った。嗅覚を刺激としてこのような実験が可能なことは嗅覚的作業記憶が存在することの
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証拠である。  

 作業記憶は全ての感覚様相に存在する。視覚と聴覚にのみ作業記憶を想定しているバッ

ドレィのモデルには明らかに不備がある。 

２）聴覚情報の保持形態を音韻ループのみに限定し、視覚情報の保持形態を視空間記述

パッドのみに限定している。聴覚、視覚領域においてはこれ以外にも種々の情報保持形態

が存在する。 

聴覚領域では音楽に関する作業記憶が存在する。ディ・ピエトロらは左側頭・頭頂葉領

野損傷に伴って感覚性失音楽5を呈したバリトン歌手の症例を報告している。音楽の一部を

演奏した後、患者に楽譜にメロディを書き取らせると、音の高さはほぼ正確に書き取れた

が、音の長さには多くの間違いが認められた。この症例の文節復唱の成績は不良（正答率

68%）、メモリースパンは４であり、音の高さを言語化して保持していたとは考えにくい。

プロの声楽家がこのような課題が遂行可能であることは、（音韻ループとは異なる）メロ

ディ作業記憶が存在することを示している。 

視覚領域では色彩に関する作業記憶が存在する。フォーゲルとミチザワは、遅延色彩照

合課題（遅延期間１秒）遂行時の事象関連電位 (ERP)を記録した。記憶すべき刺激が提示

された視野の対側大脳半球後頭頂葉および外側後頭葉領域でERP振幅の増大が認められ

た。記憶すべき色彩の数が増大するとERP振幅も増大したが、記憶容量を超えた刺激が提

示された場合、それ以上の振幅増大は認められなかった。この研究は色彩に特異的な作業

記憶保持機構が存在することを示唆する。もちろん言語過程によって色彩情報が保持され

た可能性もある。しかし、一側視野刺激提示条件で対側大脳半球でのみ振幅増大が認めら

れることは言語過程による保持では説明困難である 6。サルでは、前頭葉腹外側部の破壊

により、遅延形態照合課題と同様に遅延色彩照合課題も障害されることが報告されている。 

聴覚、視覚いずれの様相においても複数の作業記憶保持機構が存在することは明らかで

ある。この点に関してもバッドレィのモデルには不備がある。 

３）中央実行系を作業記憶の一部と考えている。1974 年、バッドレィは 初の作業記憶

概念を提出した。記憶は短期記憶と長期記憶に分けられる。短期記憶はある程度の時間情

報を保持できるが、いずれは失われてしまう。長期にわたって記憶を保持するためには情

                                                  
5 第９章参照。 
6 もし、言語過程によって保持されているなら。いずれの視野の刺激でも、左大脳半球に

のみ、あるいは左大脳半球でより明瞭な ERP 振幅増大が認められるはずである。 
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報が長期記憶に移送される必要がある。この移送の具体的機序は何か。短期記憶が障害さ

れているのに長期記憶には障害のない脳損傷者の存在などから、バッドレィは、記憶を保

持する機能だけを有する短期記憶の概念では長期記憶への移送を説明出来ないと考えた。

積極的に長期記憶への移送を担う機構を想定する必要がある。彼は「短期記憶→長期記憶」

の移送に関与する機構として中央実行系を考えたのである。このモデルを提出した後、バ

ッドレィは作業記憶について様々な観点から検討を行った。その過程で中央実行系の役割

が変化した。当初はその機能は短期記憶の内容を長期記憶へ移送することであった。後に

中央実行系は認識、判断、意思決定、問題解決などの複雑な情報処理の担い手となった。

ここで問題が発生する。そのような複雑な機能を有するシステムを作業「記憶」と呼ぶの

はどうであろうか。バッドレィの 初のモデルでは中央実行系の機能は情報の短期記憶か

ら長期記憶への移送であった。その限りでは記憶と読んでもよいであろう。一方、 近の

モデルでは、バッドレィは情報の移送については全く触れない。明らかに中央実行系の機

能について彼の考えは変化した。現在考えられている中央実行系の機能は通常記憶と呼ば

れている機能の範囲を大きく逸脱する。それを「記憶」と呼ぶことは妥当性を欠くであろ

う。 

2000 年代に入ってバッドレィは新たなモデルを提唱した（図２１－２）。このモデルの

特徴は活性化された長期記憶も作業記憶を構成すると考えた点である。これはアンダーソ

ンのモデルに一歩近づいたモデルである。他の点では基本的に図２１－１のモデルを踏襲

しており、図２１－１のモデルの不備な点は依然として解消されていない。また、図２１

－２には以下の疑問点がある。  

１）視空間記述パッド、音韻ループは情報保持の形式であり、エピソード・バッファは

保持される情報の内容である。図２１－２では両者は並立している。形式と内容を並立さ

せることは論理的に誤りである。 

２）言語の保持形式は音韻ループだけなのか。文字（視空間記述パッド）として保持さ

れる可能性はないか、手話の場合はどうか。 

３）視覚的意味記憶があるなら聴覚的意味記憶や体性感覚的意味記憶、さらには嗅覚的

意味記憶や味覚的意味記憶もあるはずである。バッドレィはこれらの点について全く触れ

ていない。 

以上、バッドレィのモデルには様々の不備な点、問題点、疑問点がある。そこで 2004

年、筆者は新しい作業記憶モデルを提案した。  
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１．３ 島田の作業記憶モデル 

まず作業記憶の定義である。筆者は作業記憶を次のように定義する。 

 「作業記憶とは、認識、判断、推理、思考などの複雑な情報処理を遂行する心理学的過

程である。それが機能する時、外界からの入力を一時的に保持しあるいは長期記憶の一部

を活性化し、それに一定の操作を加えることが必要となる。大脳皮質前頭葉と密接な関係

を有する」。 

この定義についていくつかの注を付け加えたい。まず「短期記憶」と「作業記憶」の違

いである。両者を同一と考えている研究者もいるが（例えば藤井、山下）、それなら作業

記憶の概念は不要であり、短期記憶の概念のみで十分である。筆者は、ヒトの情報処理過

程を理解するためには短期記憶の概念だけでは不十分であり、それとは別に作業記憶の概

念が必要であると考えている。その理由は以下のごとくである。 

 「４、３、５、１」という数列を与えて、これをそのまま復唱させる。この課題は短期

記憶に関係する。この数列を逆唱する課題はどうか。この課題は、数列を記憶内容として

把持し、かつその順序を逆にして再生することを要求する。このように、課題を遂行する

にあたって、事象を記憶として把持するだけではなくそれに何らかの情報処理を加える必

要がある場合、作業記憶が問題になる。 

 もう一つ例をあげる。「英語のアルファベットの４番目、１５番目、７番目の文字を綴

って出来る語を和訳する」課題を考えてみよう。この課題は次のようにして遂行される。 

１）４、１５、７、を記憶する。 

 ２）長期記憶を検索して、英語のアルファベットの４番目、１５番目、７番目の文字（ｄ、

ｏ、ｇ）を再生する。 

 ３）長期記憶を検索して“dog”が日本語の「犬」であることを見出す。 

 ４）「犬」と発話する。 

以上のような情報処理が行われる「舞台」、それが作業記憶である。舞台に登場する俳優

がすなわち記憶内容である。記憶内容は現時点での外界の状況、つまり短期記憶である場

合（上の例では「４、１５、７」の数列）もあれば、過去に修得した知識や経験、つまり

長期記憶である場合（上の例では英語や日本語の語彙）もある。作業記憶の内容に現在の

体験だけでなく、活性化された長期記憶をも含ませるという考えはアンダーソンによって

初に提案された。バッドレィも 2002 年のモデルではこの考えを取り入れている。通常、

短期記憶には活性化された長期記憶は含まれない。この点において作業記憶と短期記憶は
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明確に区別される 7。 

 前頭葉の重要な機能である遂行機能 8（バッドレィのモデルでは中央実行系）と作業記憶

との関係はどうか。作業記憶が舞台であるなら、舞台で演劇が円滑に進行するためには舞

台監督が必要である。何時、どの俳優が舞台に登場してどんな演技をするか。劇の脚本に

合わせて適切な演出が必要である。この舞台監督が遂行機能である。作業記憶は遂行機能

の下部システムを構成する。遂行機能が何らかの活動を行う場合、それに必要な情報が活

性化され保持される過程、それが作業記憶である。遂行機能と作業記憶は密接に関係して

いるが、両者は異なる機能であり、遂行機能は作業記憶には含まれない。この点において

筆者のモデルはバッドレィのそれと大きく異なる。 

 

 

図２１－３ 島田の作業記憶モデル 

 

                                                  
7 ただし、「作業記憶に関する研究」と題する論文において実際は短期記憶課題（単なる

刺激の再生・再認）を用いている例は少なくない。作業記憶に関する論文を読む際この点

には十分注意を要する。 
8 詳細は第２２章参照。 
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以上の概念規定を基に筆者が考えた作業記憶モデルが図２１－３である。このモデルの

特徴は以下の点にある。 

 １）各感覚様相別に情報を短期的に保持するシステムを考える。これらのシステムは解

剖学的にも異なる領野に局在すると考えられる。ただしこの点については種々議論があり、

後で詳しく検討する。 

 ２）作業記憶に保持される情報には現在の体験と活性化された長期記憶の二つを考える。

後者は意味記憶とエピソード記憶のいずれをも含む。 

 ３）遂行機能は作業記憶とは異なる機能系であり、作業記憶に保持された情報に基づい

て種々の情報処理を行う。遂行機能は解剖学的には前頭葉に局在すると考えられる。 

 

２．脳損傷者研究からの知見 

 

第２章で詳しく述べたごとく、ミルナーの指導のもとにプリスコはヒト前頭葉損傷者で

遅延反応障害が生じることを見出した。ミルナーはこれを一種の記憶障害と考えた。その

後、彼女はペトライデスと共同で、前頭葉損傷者が「自己順序づけ反応」において障害を

示すことを報告した。これは被験者が自分の決めた順序に従って、刺激を指さす検査であ

る。各カードには６～１２個の種々の刺激が描いてある。刺激は全てのカードで同じであ

るが、描かれている位置はカードにより異なる。被験者はあるカードに描かれた刺激を自

分の好きな順序で指さす。その後、別のカードでも同じ順序で刺激を指さすことを求めら

れる。図形刺激（図２１－４、上図）および文字刺激が用いられた。 

左前頭葉損傷者は図形刺激、文字刺激いずれの課題でも健常者に比して成績低下を示し、

右前頭葉損傷者は図形刺激を用いた課題でのみ障害を示した（図２１－４、下図）。ペト

ライデスは、この結果から、作業記憶には左前頭葉が深く関与していると考えた。前頭葉

損傷者は特定の刺激と反応とを結びつける課題（条件連合学習）も障害されるが、自己順

序づけ反応の障害程度と条件連合学習の障害程度は相関しない。これはそれぞれの障害を

引き起こす損傷領野が異なるからで、自己順序づけ反応の障害は前頭葉背外側部中央の４

６野、９野の損傷で特異的に生じる。ただし、ペトライデスはこの事実は作業記憶が前頭

葉背外側部中央に局在することを意味しないと述べている。彼は作業記憶を多くの領野か

ら構成されるネットワーク・システムとして捉えようとしている（後述）。 
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図２１－４ 自己順序づけ課題に用いられるカードの例（上）と脳損傷者の成績（下） 

NC：健常者、RTH：海馬を含む右側頭葉切除者、LF：左前頭葉切除者  

RF：右前頭葉切除者  

 

フリードマンらはサルと同じくヒトでも遅延反応課題が障害されることを報告した。遅

延交代反応課題（正刺激が試行毎に交代する）は前向性健忘を示す患者一般で障害される

が、遅延反応課題は前頭葉損傷例でのみ特異的に障害される（図２１―５）。  

２１-14 
 



第２１章 

 

 

 

図２１－５ ヒトにおける遅延反応障害  

Frontals：両側前頭葉損傷者、ACoA：前交通動脈破裂に伴う前向性健忘患者  

Korsakoffs：コルサコフ症候群患者、Alcholics：健忘のないアルコール中毒患者  

 

ハンレィらは視覚的作業記憶の特異的形成障害を示した症例を報告している。症例

（E.L.D.）は 1936 年生まれの女性、右中大脳動脈瘤の破裂によりシルビウス溝に血腫が

生じた。CT 上、右前頭側頭部に低吸収域が認められた。一般知能障害、長期記憶の再生

障害は認められなかったが、視覚的作業記憶形成課題で重度の障害を示した。例えば以下

の実験結果がある。８種類の未知の顔が 3 秒間ずつ連続して提示される。次にこの８種の

顔、12 種の妨害顔刺激、計 20 種を提示して、 初に提示された顔を選ぶ課題が実施され

た。彼女の正答率は 25%であった。一方、彼女にとって既知の顔を刺激として用いた実験

の正答率は 96%であった。未知の事物が出す音を刺激として用いた場合にも同じ障害を示

した。既知の事物の出す音が刺激である条件では障害がなかった。この障害をどう考える

か。種々の議論があろう。筆者は次のように考える。E.L.D は長期記憶を活性化した作業

記憶には障害がないが、外界からの入力を一時的に保持する作業記憶に障害がある。 
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 オーウェンらは次の実験結果を報告している。被験者は両側もしくは一側前頭葉切除患

者 26 例、健常統制群 26 例であった。被験者の課題は、①実験者が数個のブロックをラン

ダムな順序で触れた後、被験者が同じ順序でブロックに触れる課題。②スクリーンで隠さ

れた箱内にあるトークンを探し出し、スクリーンの端にある空の箱に並べる課題、この課

題では、一度探した箱をもう一度探すこと、既にトークンを入れた箱に再びトークンを入

れると誤りになる、の二つである。①では、前頭葉切除患者と健常統制群との間に有意差

は認められなかった。②では前頭葉切除患者の成績は健常統制群より有意に低かった。探

す箱の数が増大する程誤りは増大したが、この傾向は前頭葉切除患者で特に顕著であった。

オーウェンらは、①は空間的短期記憶に対応し、②は空間的作業記憶に対応するとし、前

頭葉損傷は短期記憶を障害せず、作業記憶のみを障害すると述べている。この研究は、同

一の被験者を対象として性質の異なる記憶課題を遂行させて比較した研究である。前頭葉

損傷では、与えられた刺激を単に再生する課題は障害されず、保持されている記憶に基づ

いて情報処理を行う課題（オーウェンらの実験では次に探すべき箱を選択する）が障害さ

れることを証明した点で高く評価される。 

 以上のごとく、ヒトの前頭葉損傷に伴い作業記憶が障害されることは明らかである。  

 

３．動物実験からの知見 

 

３．１ 脳破壊実験からの知見 

 前頭葉背外側部を破壊されたサルでは遅延反応が著しく障害されることは既述のごとく

である。この遅延反応に似た課題に「遅延交替反応」がある。これはサルに右、左、右、

左、と連続して反応させ、反応間に一定の遅延期間を置く課題である。前頭葉破壊によっ

てサルはこの課題の遂行も障害される。 

  ペトライデスはヒトで用いた自己順序づけ反応をサル用に改良して以下の実験を行っ

た（図２１－６）。形の異なる三つの物品を提示し、サルがこのうちの一つを払いのける

と餌を取ることが出来る。サルの反応後、不透明なスクリーンをおろして三つの物品の配

置を変える。再びスクリーンをあげ、サルに反応を許す。サルが反応したらスクリーンを

下げて配置を変え、またスクリーンを上げてサルに反応させる。三つの物品に全て正しく

反応したら、物品を全て別の物品に変え、試行を続行する。なお、第一試行では全ての物

品の下の餌穴に餌を置くが、第二試行目以降は、以前に払いのけて餌を取った物品の下に
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は餌はない。従って、サルは試行毎に異なる物品を払いのけなければならない。外側前頭

葉中背部破壊サル（MDL）はこの課題で著しい障害を示した。弓状溝周辺破壊サル（PA）

の成績は健常サル (NC)と同等であった。 

 

 

図２１－６ サルの自己順序づけ課題とその障害 

 

以上のごとく、サルでは前頭葉背外側部を破壊すると、遅延反応や自己順序づけ反応、

さらに遅延交替反応が障害される。しかし、「見本合わせ」、「遅延非見本合せ」、「物

品交替反応」などの課題は障害されない9。一方、前頭葉腹側部の破壊では、遅延反応は障

                                                  
9見本合わせでは、直前に提示した見本を別の刺激と対にして同時に提示し、見本刺激を選

択させる。遅延非見本合せでは、見本刺激を提示した後、一定の遅延期間をおいて選択刺

激を二つ提示し、見本として提示しなかった刺激を選択させる。物品交替反応では、第一

試行では二つの物品が提示され、サルはどちらに反応しても餌がもらえる。次の試行から

は、前の試行で反応しなかった物品に反応すれば餌がもらえる。 
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害されないが見本合わせは障害される。すなわち、前頭葉の背外側あるいは腹側の損傷で

は提示された刺激を短時間保持すること、つまり短期記憶は障害されない。障害されるの

は刺激と反応とを結合させる「連合学習」である。単純な刺激と反応との連合は腹側部が

関係しているが、刺激と反応間に遅延がある場合は背外側部が関与している。すなわち、

背外側部では刺激と反応の連合以外の機能が営まれている。 

 

３．２ 前頭葉ニューロンの活動記録からの知見 

 前頭葉背外側部では刺激と反応の連合以外の機能が営まれている。それはどのような機

能か。当然、遅延期間中、前頭葉で何が起こっているかが問題となる。前頭葉のニューロ

ン活動を記録し解析することはこの点について重要な手掛かりを与えてくれるであろう。

種々の作業記憶課題遂行時における前頭葉ニューロンの活動については多数の研究報告が

ある。ここではサルを対象に行われた二つの研究グループの成果を紹介する。 

 

３．２．１ 久保田、二木グループの研究 

 前頭葉のニューロン活動の研究は、世界に先駆けて京大霊長類研究所の久保田、二木ら

によって行われた。二木は一連の研究の結果を以下のごとく要約している。 

１）遅延反応をサルに学習させ、遅延反応遂行中のサルの前頭葉背外側部より単一ニュ

ーロン活動を記録すると、この遅延反応に含まれる種々の事象（手掛り刺激、遅延、反応、

報酬）と関連して発射活動の変化を示すいろいろなタイプのニューロンがあることが明ら

かになった。なかでも特に興味深いのは、①遅延期間に持続性の発射活動の上昇（低下）

を示すニューロン、②手掛り刺激の提示される位置が右か左かで、手掛り刺激が消えた後

の遅延期間中に異なった発射パターンを示すニューロン、の存在である。いずれのニュー

ロンも主溝周辺部で見出された。これらのニューロンは遅延を橋渡しして正反応を導くメ

カニズムに直接かかわっているニューロンであると考えられる。 

 ２）さらに、このような遅延期間中に試行の違いによって異なった発射パターンを示す

ニューロンには二つの種類があることが明らかになった。第一のタイプは、空間内のどの

位置に手掛り刺激が提示されたかという情報を保持しているニューロンである。第二のタ

イプは、空間内のどの位置に反応するかという「予期的構え」に関与しているニューロン

である。前頭葉背側部破壊による遅延反応障害は、手掛り刺激の提示された位置について

の情報を保持しているニューロンが損傷されたために生じると考えられる。 

２１-18 
 



第２１章 

  ３）なお、ここに述べた手掛り刺激の空間内の位置の違いに依存して、遅延期間中に異

なった発射パターンを示す前頭葉背外側部ニューロンにとっては、反応すべき刺激の絶対

的位置でなく、相対的位置が重要である。つまり、試行の違いによる遅延期間中の発射活

動の差異は刺激の相対的位置をコードしていることが明らかになった。 

 二木は、以上の結果から、前頭葉背外側部に特定の試行のみに有効な情報を一時的に保

持するニューロンが存在することは明らかである、と結論している。 

 

３．２．２ ゴールドマン・ラキッチらのグループの研究 

前述のごとく、前頭葉損傷によって障害される機能を作業記憶として定式化したのはゴ

ールドマン・ラキッチである。彼女らのグループも前頭葉のニューロン活動について一連

の研究を行った。その概要は以下のごとくである。 

彼女らが用いた課題は眼球運動を使った遅延反応である。サルは暗い部屋の中で大型の

テレビ・モニターに面してモンキー・チェアーに座る。数秒の試行間隔の後、テレビ・モ

ニターの中央に注視点（小光点）が現れる。サルが注視点を注視していると、その周辺に

白色の小さな四角形が 0.5 秒間現れて消える（図２１－７、上段）。四角形が現れている

間、そしてこれに続く３秒の遅延期間サルが注視点を注視していると、遅延期の終了と同

時に注視点が消える（図２１－４、中段）。これを合図に、0.5 秒以内に四角形の現れて

いた位置まで眼球運動をすればサルは報酬が得られる（図２１―７、下段）。この課題で

は、眼球運動の目標となる四角形はあらかじめ実験者が設定した８カ所からランダムに選

択された１カ所に提示される。四角形の現れる位置が試行ごとに変化するため、その位置

の情報を試行ごとに入力し、遅延期間中保持し、試行が終了すれば消去して次の入力に備

える操作を繰り返す必要がある。 

 前頭連合野から記録されたニューロン活動は、課題イベントとの関連により、①手掛り

として提示された視覚刺激に対する応答、②遅延期間に生じる持続的な遅延期間活動、③

反応期に生じる眼球運動関連活動に分けられる（図２１－７）。 

 １）情報の一時貯蔵機構～遅延期間中持続的に生じる興奮性の活動（遅延期間活動）の

大部分は手掛り刺激の提示される位置に依存した応答を示した。あるニューロンは手掛り

刺激が０°の位置に表れた試行でのみ遅延期間活動が生じるが、他の位置に表れた試行では

生じなかった。遅延期間中に提示される刺激（注視点）や動物の行動（注視点の凝視）は

どの試行でも全く同じであるにもかかわらず、手掛り刺激の提示される位置の違いにより
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遅延期間活動の出現に大きな違いが見出されること、またニューロン活動期間が遅延期間

の増減に伴って増減すること、さらにこの活動は正しく反応した試行にだけ観察されるこ

とから、遅延期間におけるニューロン活動は正しい反応をするために必要な情報の一時貯

蔵機構を反映していると考えられた。 

 

図２１－７ 遅延反応課題遂行時の前頭連合野のニューロン活動 

 

２）情報の処理機構～ゴールドマン・ラキッチのグループに属する舟橋の実験では、眼

球運動を反応に用いた遅延反応条件で、眼球運動に関係する一過性のニューロン活動が前
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頭連合野から多数記録された。約８割のニューロンで記録された眼球運動関連活動は、眼

球運動の開始と同時かそれより数十から数百ミリ秒遅れて活動を開始するサッケード後活

動であった。サッケード後活動は眼球運動の方向に対する選択性をもち、その特徴が眼球

運動以前に生じる活動（サッケード前活動）と同一であることから、サッケード前活動と

同様に眼球運動関連活動であると判断された。しかも、記録されたサッケード後活動は課

題に関連した眼球運動が行われる時には観察されるが、それと同じ方向、同じ大きさの眼

球運動であっても、課題とは無関係に行われる自発性の眼球運動時には観察されなかった。

前頭連合野で観察されるサッケード後活動は眼球運動中枢からのフィードバック情報であ

ると考えられた。 

前述の遅延期間活動は反応期に入ったところで急速に減衰し、自発発火レベルに戻る。

反応期において遅延期間活動をこのように急速に休止するためには、何らかの入力が必要

である。入力の候補として、眼球運動中枢からのフｨードバック情報であるサッケード後活

動を考えることが出来る。実際、サッケード後活動開始のタイミングと遅延期間活動の停

止するタイミングを比較したところ、両者間に時間的な一致が見いだされた。この結果は、

サッケード後活動によって遅延期間活動が制御されている可能性を示している。刺激へ反

応してしまうと課題は終了し、保持していた情報は不要になる。サッケード後活動は、新

たな情報の入力に備えるべく、不要になった情報を消去するための信号として働いている

と考えられる。 

３）ニューロン間の相互作用～舟橋らは、①前頭連合野内に見出された様々な課題関連

活動ニューロン間に相互作用が存在すること、②それは課題の進行に準じた情報の流れを

生み出す相互作用の存在と同時にこれとは逆方向の情報の流れも存在すること、なども見

いだしている。 

ゴールドマン・ラキッチらの研究から、遅延反応遂行時の前頭葉ニューロン活動には、

①手掛り刺激提示時に活動が増大するニューロン、②遅延期間中に活動が増大するニュー

ロン、③反応時に活動が増大するニューロン、④反応終了後に活動が増大するニューロン、

の４種類のニューロンがあることが明らかにされた。このうち、遅延期間中に活動が増大

するニューロンは、どのような刺激が提示されたかではなく、その刺激に対してどのよう

な反応をするかをコードしている。このようなニューロン活動は作業記憶と呼ぶに相応し

い。 

 なおゴールドマン・ラキッチらは手掛り刺激提示、遅延期間、反応時の全ての時期にお
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いて活動性が増大するニューロンも見出しでいる（図２１―８）。この種のニューロンは

４６野において見出され、情報の受容→処理→反応の「局所的ネットワーク」として機能

していると彼女らは推定している。 

 

図２１－８ 遅延反応実験の全ての相で活動する前頭連合野ニューロン 

cue：手掛り、delay：遅延、response：反応  

 

３．３ 作業記憶と神経伝達物質  

作業記憶にドーパミンが関与していることは 1979 年ブロゾスキイらによって 初に報

告された。彼らはサル前頭葉に神経毒（6-OHDA）を投与することによりドーパミンニュ

ーロンを破壊すると前頭葉破壊サルと同様の作業記憶障害が生じることを明らかにした。

ノルアドレナリンを枯渇させたサルでも作業記憶の障害が生じるが、その程度は軽度であ

る。セロトニン受容体アゴニストの投与は作業記憶を障害しない。また、ドーパミンニュ

ーロン破壊によって視覚的弁別課題は障害されない。ドーパミンは作業記憶に特異的に関

与していると結論された。  

澤口らは作業記憶課題遂行時の前頭葉ニューロン活動にドーパミンが深く関係している

ことを報告している。彼らは標準的な遅延反応や眼球運動による遅延反応（ODR、上記舟

橋の実験と同じく刺激に対し眼球運動により反応する）を行なっているサルの前頭連合野

にドーパミン受容体の阻害剤を局所的に注入し、課題遂行がいかに障害されるかを検討し、

行動レベルでの解析と課題遂行に関連するニューロン活動の解析を行った。  

 行動レベルの研究では、サルが ODR 課題を行なっている際に、ドーパミン受容体の各

種阻害剤を微量前頭連合野の様々な部位に局所的に注入して、課題に対する効果を調べた。

Dl 受容体の選択的阻害剤（SCH23390 や SCH38176）の局所注入によって特定のターゲ

ットに対する記憶誘導サッケードが障害された。一方、D2 受容体の阻害剤であるスルピ
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リドやラクロプライドははっきりした効果を持たなかった。  

 この行動レベルでの結果をニューロンレベルで確認すべく、ODR 課題を行っているサル

の前頭連合野からニューロン活動を記録しながら同様の薬物を投与し、その効果が解析さ

れた。その結果、SCH23390 が課題関連ニューロン活動を減弱させること、スルピリドは

顕著な効果を持たないことが明らかになった。SCH23390 による活動の減弱は、遅延期間

で顕著であった。多くのニューロンで、SCH23390 によって遅延期間の活動は著しく減弱

した。  

澤口は、以上の結果から、空間作業記憶には前頭前野ドーパミン Dl 受容体の賦活が重

要であると結論している。  

 作業記憶にドーパミン D1 受容体が関係していることは他の研究者によっても確認され

ている。カストナーらは、ドーパミンを枯渇させる機能があると考えられている向精神病

薬ハロペリドールの投与はサルの遅延反応の成績を低下させるが、ドーパミンのアゴニス

トである ABT431 を投与すると成績低下が回復することを報告している。彼らも作業記憶

に関係する神経回路にはドーパミンレセプターD1 が関係しているであろうと考察してい

る。シュルツらによれば、作業記憶課題遂行中ドーパミンニューロンは手掛り刺激提示時

に活動性が増大する。少量のドーパミンやドーパミンアゴニストの投与は作業記憶の成績

を向上させるが、多量の投与は逆に成績を低下させる。ストレス刺激は作業記憶成績を低

下させるが、これはドーパミン代謝の亢進に起因すると考えられている。  

このように作業記憶とドーパミンとの間には密接な関係があるが、作業記憶と他の神経

伝達物質との関係も指摘されている。フレイらは、ヒトで空間作業記憶課題遂行時に右前

頭葉の活動性が増大することをPETによって確認した。コリン系の薬物であるフィゾスチ

グミンの投与は被験者の作業成績を向上させ、同時に右前頭葉の活動性を低下させた。こ

のことから、フレイらはコリン系の神経伝達物資も作業記憶に関係していると述べている

* 10。  

以上のごとく、作業記憶が前頭葉に関係していることは神経伝達物質の側面からも裏付  

                                                  
*10理論的には作業記憶の成績向上は右前頭葉の活動性増大に対応するはずであるが、実

際は逆であった。フレイらは、フィゾスチグミンの投与によって右前頭葉が作業記憶課題

をより容易に遂行出来るようになり、結果として成績の向上と脳活動性の減少が同時に出

現したのであろう、と考察している。 
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４．機能画像解析からの知見 

 

４．１ 作業記憶課題遂行時の前頭葉活性化  

 ヒトを対象とした作業記憶課題実験において、前頭葉の活動性が増大することは多くの

機能画像解析研究で認められている。以下、各種機能画像解析手法について代表的研究を

紹介する。  

 

４．１．１ 事象関連電位  

事象関連電位（ERP）を測度として用いた作業記憶の研究例としてはタンらの報告があ

る。実験手続きは以下のごとくである。1,324msec.の間隔をおいて二つの視覚刺激（S1、

S2）が提示された。S1 と S2 を組み合わせて一つの図形を構成出来る場合（ fit）と、組み

合わせることが出来ない場合（nonfit）がある。被験者の課題は fit と nonfit の弁別であ

った。計 60 カ所の部位から脳波が導出され、各刺激条件毎の ERP が求められた。得られ

た ERP は図２１－９のごとくであった。この ERP を因子分析した結果、四つの因子が抽

出された。第１因子は 640msec.付近で 大振幅を示し、ERP の後期成分である。第２因

子は 200～450msec.に分布し、280msec.付近で 大振幅を示す。第３因子は 110msec.で

大振幅を示し、ERP の初期成分である。第４因子は 170msec.で 大振幅を示す成分で

ある。刺激条件による違いは第２因子で も顕著であり、領野別に検討すると、右前頭葉、

右側頭葉、左側頭葉で nonfit の振幅が有意に大であった。  

 

４．１．２ SPECT 

SPECT を用いた作業記憶に関する研究の多くは、臨床的に作業記憶障害を示す患者の

脳血流量の変化を検討した研究である。例えばグリーンらは 33 例のアルツハイマー型認

知症患者と 24 例の正常統制群を対象として、種々の作業記憶障害の有無、程度と SPECT

によって測定された脳局所血流量（rCBF）との対応関係を検討した。作業記憶課題とし

ては二つの重複課題、①記憶の範囲検査とコンピュータ画面上に提示された矩形に十字印

をつける課題を同時に行う、②電話帳の各ページに記された特定の記号に印を付ける課題

と複数の音からなる聴覚刺激を聴取して各系列がいくつの音を含んでいるかを答える課題

とを同時に行う、が実施された。作業記憶障害の程度、有無は認知症重症度と密接に関係
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していた。認知症の有無を従属変数、rCBF を独立変数としてロジスティク回帰分析を行

った結果、左側頭葉後部、右前頭葉背側部、右側頭葉後部の rCBF 所見から 75.0%の対象

者を正しく判別出来た。ただし、39%のアルツハイマー型認知症患者の SPECT 所見は正

常であった。  

 

 

図２１－９ 作業記憶課題遂行時の事象関連電位 

  

 

４．１．３ PET 

スミスとジョナイデスの実験は以下のごとくである。研究の目的は、言語、空間、物品

などにそれぞれ特異的な作業記憶が存在するのか、記憶材料に共通する単一の作業記憶が

存在するのか、を明らかにすることである。そこで各記憶材料について次の課題が用意さ

れた。 

 １）言語作業記憶課題～四つの文字（記憶刺激）が画面上に 200msec.提示され、3sec.

後、１文字（検査刺激）が 1,500msec.提示される。被験者は検査刺激が記憶刺激に含まれ

ていたかどうかを答える。統制課題では、記憶刺激と検査刺激が同時に提示される。従っ

て、被験者は記憶に頼ることなく課題を遂行しうる。  

 ２）空間作業記憶課題～記憶刺激として三つの点が提示され、検査刺激として一つの点

が提示される。被験者の課題は記憶刺激の点と同じ位置に検査刺激が提示されたかどうか
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を判断することである。統制課題では、記憶刺激と検査刺激が同時に提示される。 

 ３）物品作業記憶課題～二つの物品の描画が記憶刺激として提示され、検査刺激では一

つの物品の描画が提示される。被験者の課題は記憶刺激の物品と検査刺激の物品が同じか

どうかを判断することである。統制課題では、記憶刺激と検査刺激が同時に提示される。 

 

 

     

図２１－１０ 種々の作業記憶課題遂行時活動性増大が認められた 

脳領野の模式図 

Spatial：空間、Verbal：言語、Object：物品、 left：左、right：右  

 

作業記憶課題遂行時の PET の結果から統制課題のそれを減じた時、活動性が有意に高ま

っている領野があれば、その領野は作業記憶に関係していると判断された。結果を模式的

に示すと図２１－１０のごとくであった。この図では、 

   ●～言語作業記憶課題で活動性が高い領野 

   □～空間作業記憶課題で活動性が高い領野 
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  △～物品作業記憶課題で活動性が高い領野 

を表し、左側は左大脳半球、右側は右大脳半球、上段は空間作業記憶と言語作業記憶の比

較、中段は空間作業記憶と物品作業記憶、下段は言語作業記憶と物品作業記憶の比較であ

る。  空間作業記憶では、活動性の高まった四つの領野はすべて右大脳半球にあった。言

語記憶作業で活動性が高まった領野七つ中六つは左大脳半球にあった。 

 

 

図２１－１１ 作業記憶課題における記憶材料の違いによる脳活性化領野の違い 

SPAIIAL：空間、LATERAL：外側、SUPERIOR：上方、LETTER：文字  

 

次に、スミスらは、刺激は同一あるが教示によって課題が空間作業記憶課題あるいは言

語作業記憶課題となる条件下で実験を行った。すなわち、一定の時間間隔をおいて三つの

文字がそれぞれ異なる位置に提示される。これが記憶刺激である。次に１文字が提示され

る。これが検査刺激である。空間作業記憶課題では、検査刺激の提示位置が記憶刺激と一

致するかどうかを判断する。言語作業記憶課題では検査刺激の文字が記憶刺激と一致する
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かどうかを判断する 11。結果は図２１－１１に示すごとくであった。この図では、赤い部

分が活動性の高まった領野である。空間作業記憶課題では、両大脳半球の活動性が高まっ

ているが、その程度は右大脳半球で大であった。領野別には、右大脳半球では、前頭葉背

外側部、前運動野、後頭頂葉で活動性が増大し、左大脳半球では、前頭葉背外側部、後頭

頂葉で活動性が増大していた。言語作業記憶課題では、左大脳半球で活動性が顕著に高ま

っていた。領野別では、左大脳半球では、前頭葉背外側部、ブローカ野、後頭頂葉、右大

脳半球では後頭頂葉で活動性が増大していた。スミスらは、この結果から、作業記憶は単

一ではなく、複数の作業記憶が存在すると結論している。 

 

４．１．４ fMRI 

 fMRI を用いた作業記憶研究は多数報告されている。ここではオーウェンらの研究を紹

介する。被験者の課題は次の四つである。     

１）空間作業記憶課題～三つの正方形が 500msec.間隔で３回提示され、毎回そのうちの

一つだけ輝度が異なる。被験者は輝度の変化した順序を再生する。  

２）空間統制課題～三つの正方形が提示され、そのうちの一つだけ輝度が異なる。被験

者は輝度が異なる正方形を答える。  

  ３）非空間作業記憶課題～一つの無意味図形が記憶刺激として提示され、500msec.後三

つの無意味図形が検査刺激として提示される。被験者は検査刺激から記憶刺激と同じ刺激

を選択する。    

 ４）非空間統制課題～記憶刺激として無意味図形が提示され、500msec.後同じ無意味図

形が検査刺激として提示される。被験者は検査刺激が提示されたらすぐ反応する。  

  結果は図２１－１２に示すごとくであった。この図は６人の被験者の前頭葉背外側部中

央の fMRI 画像であり、黄色の領野が活動性の高まっている領野である。図の左は右大脳

半球、右が左大脳半球である。空間作業記憶課題では、６人中５人の被験者で両側前頭葉

背外側部中央（４６野、９／４６野）の活動性が増大した。同様に、非空間作業記憶課題

でも６人中５人の被験者で両側前頭葉背外側部中央（４６野、９／４６野）の活動性が増

大した。前頭葉以外の領野では、空間作業記憶課題では両側後頭頂葉、非空間作業記憶課

                                                  
11 筆者の作業記憶の定義（本章第１節参照）に従えば、スミスらの課題は作業記憶課題で

はなく短期記憶課題である。このように、作業記憶に関する研究で、実際には短期記憶課

題を用いている研究が少なくない。この点については本章第 6 節で詳しく検討する。 
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題では前側頭葉、下側頭葉で活動性増大が認められた。 

 

 

 

図２１－１２ 作業記憶課題の違いによる脳活性化領野の違い 

SF：上前頭溝、IF：下前頭溝 
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４．２ 作業記憶課題と前頭葉の機能分化 

 以上の検討から明らかなように、作業記憶課題遂行時における脳活動性の機能画像解析

研究においても前頭葉活性化が認められている。ただし、刺激の属性や課題の性質によっ

て活性化される前頭葉の領野には違いが見られる。すなわち前頭葉の各領野は作業記憶に

関して機能分化している。この点については 1999 年にグラディ、および 2000 年にカベザ

とニベルの詳しい総説が発表された。以下、この二つの総説に従ってこれまでの研究の概

要を述べる。  

 

４．２．１ グラディの総説  

グラディは 1996 年までに報告された作業課題遂行時における主として PET によって測

定された局所脳血流量変化に関する研究結果を表２１－１のごとく要約している。この表

でＸ、Ｙ、Ｚはタライラックとトルノーの定位脳図譜の基準軸で、  

  Ｘ～大脳縦裂を０点として mm 単位で表示。右側は正、左側は負。  

 Ｙ～前交連（AC）を０点として mm 単位で表示。AC より前方が正、後方が負。  

 Ｚ～前交連（AC）と後交連（PC）を結んだ線を０点として mm 単位で表示。上方が正、

下方が負。  

である。  

また、グラディは種々の高次脳機能課題遂行時における脳の活動性研究の結果を表２１

－２のごとく要約している。この表で、Ａの数字は報告論文数を表す。ＢでＲは右大脳半

球優位、Ｌは左大脳半球優位の活動を示し、下線は活動性増大が 大であった領野を示す。

表２１－１、表２１－２から次の点が明らかである。  

 １）８野は作業記憶との関連は乏しく、エピソード記憶と密接に関係している。 

 ２）９野は作業記憶と密接な関連を有している。言語作業記憶では左９野、非言語作業

記憶では両側９野の活動性が増大する。 

 ３）１０野は非言語作業記憶と関連が深い。特に右１０野で活動性が増大する。 

 ４）４６野は作業記憶と密接な関係を有している。言語作業記憶では左４６野、非言語

課題では右４６野の活動性が増大する。 

 ５）４５野と作業記憶の関連は余り密接ではなく、エピソード記憶、言語認識と密接な

関連を有している。ただし非言語作業記憶では右４５野の活動性が増大する。 

 ６）４７野は作業記憶と関連しているが、他の課題に比べると関連は相対的に低い。 
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 ７）１１野は非言語作業記憶との関連が深い。特に右１１野の関連が深い。 

 

表２１－１ 作業記憶課題遂行時に局所脳血流量増加の見られる領野 

ブロードマン  課題                 文献                 Ｘ     Ｙ     Ｚ      

の領野  

８野       非言語、視覚      Petrides ら (1993,1)      -38     10    40 

９野        言語、聴覚    Petrides ら (1993,1)      -40    32    30 

          言語、聴覚      Petrides ら (1993,2)      -35     34    31 

          非言語、視覚     Gold ら (1996,2)          -8     46    24  

          非言語、視覚      Gold ら (1996,1)         -42    20    28  

           非言語、聴覚／  Deiber ら (1991,2)       -34    32    28 

          運動            

          非言語、視覚   Gold ら (1996,1and 2)    -34     24    28 

            非言語、聴覚      Zatorre ら (1994)         -36    29    30  

          言語、聴覚        Petrides ら (1993,2)       27     29    36 

          非言語、視覚      Gold ら (1996,1)          42     24    28 

           非言語  聴覚 /     Deiber ら (1991,2)        34     36     28 

          運動  

          非言語、聴覚      Zatorre ら (1994)         36     36    31 

１０野     非言語、視覚       Gold ら (1996,1 and 2)     -26     52    -8 

           非言語、視覚       Haxby ら (1995,2)         -31     50    12 

          非言語、視覚       Gold ら (1996,1)           -32     52     8 

          言語、聴覚        Petrides ら (1993,2)        25     58     8 

          非言語、視覚      Gold ら (1996,1)           34     54     4 

４６野   言語、視覚       Schumacher ら (1996,2)     -44    44    18 

         言語、聴覚         Petrides ら (1993,2)        -32     44    18 

          言語、聴覚         Schumacher ら (1996,2)    -46     26    25 

          非言語、視覚       Petrides ら (1993,1)        -35    30    22 
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  表２１－１ 作業記憶課題遂行時に局所脳血流量増加が見られる領野（続き）  

ブロードマン  課題                 文献                  Ｘ     Ｙ     Ｚ      

の領野  

４６野 言語、聴覚       Petrides ら (1993,1)         38     39    26 

        言語、聴覚       Petrides ら (1993,2)         40     34    29 

        言語、聴覚         Gold ら (1996,1)             38     30    20 

       非言語、視覚       Petrides ら (1993,1)         35      32   21 

 非言語、視覚       Petrides ら (1993,1)        -38     10     40 

        非言語、視覚        Smith ら (1995)             40     36    22 

        非言語、視覚       Courtney ら (1996)          36     26   24 

４５野   非言語、視覚        Haxby ら（1991,2）           4   20   8 

        非言語、聴覚      Zatorre ら (1994）          31    22   8 

        非言語、聴覚       Zatorre ら（1994）        38   20   5 

４７野   非言語、視覚        Gold ら (1996,1 and 2)      -44     42    4 

        非言語、視覚        Gold ら (1996,1 and 2)       -50     17    0 

        非言語、視覚        Jonides ら (1993)            35     19     -2 

        非言語、視覚        Smith ら (1995)             32     18     -2 

１１野 非言語、視覚       Gold ら (1996,1)             20    50   -12 

    非言語、視覚      Gold ら (1996,1)             40     46    -8 

    非言語、視覚        Courtney ら (1996)           18     38    -8 

    非言語、聴覚       Zatorre ら (1994)            38     51    -9 
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表２１－２ 機能画像解析研究の結果から見た機能の局在と側性化  

 
 

R：右大脳半球優位、L：左大脳半球優位、＝：両大脳半球活性化  

BA：ブロードマンの領野、ER：エピソード記憶想起、VR：  

言語的エピソード記憶想起  

NR：非言語的エピソード記憶想起、EE：記銘、WM：作業記憶、VW：言語的作業記憶  

NM：非言語的作業記憶、SR：意味記憶想起、LN：言語、MN：運動記憶  

MR：運動想起、CC：古典的条件づけ、PC：知覚、SP：空間処理、  

OP：物品認識と表象、AU：聴覚処理、AT：注意、TM：心の理論  

 

４．２．２ カベザとニベルの総説  

カベザとニベルは、1998 年までに報告された PET、fMRI を用いた作業記憶に関する研

究結果を以下のごとく要約している（図２１－１３参照）。  

 作業記憶の材料として言語刺激を用いた場合、多くの研究において活動性の増大が報告

されているのは左４４野と両側の６野であり、次いで両側の９野、４６野の活動性増大の

報告が多い。１０野、１１野、８野、４野の活動性増大の報告は少ない。  
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 物品を刺激として用いた場合、両側の９野、４６野、４４野、６野で活動性の増大が多

く報告されている。１０野、１１野、８野、４野の活動性増大を報告している研究は少な

い。  

  空間刺激の場合、両側の４６野、６野の活動性の増大が も多く報告されている。次い

で活動性増大の報告の多い領野は両側の９野、１０野、４７野である。１１野、８野、４

野の活動性増大の報告は少ない。  

 

                                                  

 

図２１－１３ 課題、対象と作業記憶関連領野 

Verbal/numeric：言語・数、object：物品、spatial：空間、  

problem solving：問題解決   

 

４．３ 主要な研究動向  

４．３．１ 作業記憶課題遂行時の脳活動性の時間的変化  

デポジットらは空間作業記憶課題遂行中の前頭葉活動性の時間的変化を fMRI により検

討している。図２１－１４で、●は遅延期間のある課題、◆は遅延期間のない課題での fMRI

の信号強度の時間変化を示している。Ａは前頭前野から得られた fMRI 信号である。ｘ軸

のバーは遅延期間（12sec.）を示している。遅延期間中信号強度は高い水準を維持してお

り、検査刺激が提示されて反応がなされる時点で信号強度は 大となっている。Ｂは遅延

のない条件での前頭前野の fMRI の信号強度の変化である。記憶刺激はバーの先頭の矢印

２１-34 
 



第２１章 

の時点で 1sec.だけ提示される。刺激提示、反応に対応する信号強度の変化のみが認めら

れた。 

 

 

図２１－１４ 作業記憶課題遂行時の fMRI 信号の継時的変化  

 

４．３．２ 課題の違いと脳活性化領野の違い  

バーチらは作業記憶課題の難易度の違いによって活性化される脳領野が異なるかどうか

を検討した。被験者の課題は１文字ずつ連続して提示される文字系列を観察して、Ｘの後

にＡが提示されたら反応することであった。文字の提示間隔（遅延期間）は、1sec.と 8sec.

の二つであった。課題の困難度は文字がぼかして提示される条件とぼかされずに提示され

る条件の二つであった。 fMRI によって脳の活動性が測定された。遅延期間の延長に伴っ

て活動性が増大した領野は、左中前頭回（前頭葉背外側部）、左下前頭回（ブローカ野）、

左後頭葉であった。課題難易度に対応して活動性が増大した領野は左前頭葉背外側部であ

った。この領野の活動性は遅延期間よりも課題難易度に密接に関係していた。また、課題

難易度に対応して、前帯状回、右下前頭回、大脳基底核の活動性も増大した。以上の結果

は作業記憶に関係する領野と課題遂行に関係する領野は異なることを示していると考察さ

れた。  

  コートニーらは、空間作業記憶課題遂行時の脳活動性の変化を fMRI によって検討した。

被験者の課題は刺激の種類の照合および提示位置の照合であった。刺激は異なった位置に

連続して 1sec.提示される三つの顔写真である。9sec.の遅延期間の後、一つの顔写真が

3sec.提示される。被験者の課題は二つである。空間課題では、後から提示された顔の提示

位置が 初の顔が提示された位置と同じかどうかを判断する。顔課題では、後から提示さ

れた顔が 初に提示された顔と同じかどうかを判断する。空間課題では、前頭葉背側部、

特に上前頭溝で持続性の活動性増大が認められ、前中心溝では刺激提示に対応して一過性
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の活動性増大が認められた。課題別に検討すると、上前頭溝は両側とも顔課題より空間課

題で活動性が大であり、左中前頭回、左下前頭回では空間課題より顔課題で活動性が大で

あった。これは顔の作業記憶と提示位置の作業記憶の間には機能的二重解離が存在し、上

前頭溝が空間作業記憶で重要な役割を果たしていることを意味する。サルでは空間作業記

憶は主溝内側に局在する。ヒトの空間作業記憶はサルより上方かつ後方に位置している。

ヒトでは、進化の過程で、前頭葉外側部がより下方、より前方へと拡大していったことに

起因するであろうと考察された。  

  カリコットらは次の実験を行った。数字が 1500msec.間隔で連続的に提示される。「ｎ

バック課題」（検査課題）では、現在の刺激からｎ回前に提示された数字を再生する。「ノ

ウ・バック課題」（統制課題）では、現在提示されている刺激を再生する。脳活動性は fMRI

によって測定された。検査課題ではｎが増大する程、すなわち記憶負荷が大きくなるほど

正答率は低下した。負荷の増大に伴う活動性増大は、前頭葉背外側部（９野、１０／４４

野、４６野  ）、補足運動野（６野）、前帯状回（３２野）、大脳基底核、視床、頭頂葉

（７野、４０野、３９野）で認められた。活動性増大は両側性に認められたが、特に右大

脳半球で顕著であった。記憶負荷と活動性との関係は逆Ｕ字形であり、ｎが２までは活動

性は増大するが、ｎ＝３では逆に低下した。この傾向は特に前頭葉背側部で顕著で、他の

領野では余り明瞭ではなかった。以上の結果をカリコットらは次のように考察している。

作業記憶に関与する脳領野は多数あり、ネットワークを形成している。しかし、作業記憶

の容量に関連を有している領野は前頭葉背側部である。 

 

４．３．３ 作業記憶成績と脳活動性 

作業記憶成績と脳活動性との間に何らかの関連が存在するか。アンダーグライダーらの

グループは fMRI により作業課題遂行中の脳活動性を測定してこの問題を検討した。彼ら

は作業記憶課題を、①刺激提示期、②遅延期、③反応期、に分けて正反応と誤反応を比較

し以下の結果を得た。 

 １）遅延期において誤反応に比して正反応で活動性が大であった領野は両側の前頭葉背

外側部、前頭眼野、補足眼野、上頭頂葉、頭頂間溝であった。右頭頂間溝と右前頭眼野の

活動性は刺激提示期に増大し遅延期持続した。誤反応ではこのような活動性増大は認めら

れなかった。 

 ２）右頭頂間溝と右前頭眼野の活動性が（統制条件に比して）1%増大すると正反応率は
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70%となる。左前頭葉背外側部の活動性が 1%増大すると正反応率は 65%となる。  

 

４．３．４  情報の保持と操作  

作業記憶には二つの側面がある。情報の保持およびその操作である。それぞれは同じ領

野によって営まれているのか、あるいは異なる領野が関与しているのか。  

ポストルらは情報の保持と操作で活動性増大領野が異なるかどうかを検討した。まず記

憶刺激である２文字もしくは５文字が提示され、8sec.の遅延期間をおいて１文字が検査刺

激として提示される。被験者の課題は、①記憶刺激が２文字条件で検査刺激との異同を判

断する、②記憶刺激が５文字条件で検査刺激との異同を判断する、③記憶刺激が５文字条

件で検査刺激が記憶刺激のどの位置に提示されたかを判断する、の三つである。 fMRI に

よって脳の活動性が測定された。課題②の遅延期間において活動性増大が認められた領野

は、両側前頭葉背外側部（９野、４６野）（被験者５名全員）、両側前頭葉腹外側部（４

４野、４５野、４７野）（３名）、左前頭葉腹外側部（１名）、であった。被験者全員で、

課題③遂行時の両側前頭葉背外側部の活動性は課題②遂行時より大であった。両側前頭葉

背外側部の活動性は課題①と課題②の間で大きな違いは認められなかった。すなわちこの

領野では記憶負荷の大きさは活動性に影響しなかった。課題①と課題②で活動性に違いが

あった領野は、左下頭頂葉（４０野）、左上側頭葉（２２野）、などであった。右大脳半

球の２２野、４０野、３９野でも記憶負荷の増大に伴って活動性が増大した。課題③で活

動性が増大した領野は、４０野と７野の境界で４０野の前方であった。ポストルらは、作

業記憶課題は与えられた情報を貯蔵する記銘機能と情報を処理・操作する遂行機能とに分

けられ、前頭葉背外側部は後者に関係すると述べている。 

ダフナーらは ERP を測度として次の実験を行った。繰り返し提示される背景刺激に重

畳して、ターゲット刺激が提示されるが、15%の確率でターゲット刺激に代えて別の刺激

（変異刺激）が提示される。刺激条件は次の３種である。  

 Ａ）単純条件～背景刺激、ターゲット刺激、変異刺激とも幾何学図形。  

 Ｂ）複雑条件～背景刺激、ターゲット刺激、変異刺激とも被験者が見たことのない複雑

な模様。  

  Ｃ）混合条件～背景刺激、ターゲット刺激は複雑な模様、変異刺激は幾何学図形。  

被験者の課題はターゲット刺激の検出である。各刺激条件で得られた ERP は図２１－１

５のごとくであった。図で矢頭および矢印で示した成分（N2-P3）は新奇刺激が提示され
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た時に出現する成分である。図から明らかなように、N2-P3 の振幅は背景刺激 (Background 

Stimuli)より変異刺激 (Deviant Stimuli)で常に大であった。これは変異刺激が幾何学図形

で、背景刺激が複雑な模様であるＣ）混合条件でも認められた。この事実は、直前の刺激

と異なる刺激は、その刺激の複雑さに関係なく、N2-P3 が指標となる定位反射を引き起こ

すことを意味する。また、Ｂ）複雑条件における N2-P3 振幅はＡ）単純条件より常に大で

あった。これは、被験者にとって未知の刺激も N2-P3 の振幅に寄与していることを示して

いる。すなわち、N2-P3 は現在の記憶バッファーに保持されている記憶とは異なる刺激も

しくは長期記憶中に存在しない刺激に対して出現する成分であり、情報の保持に対応する

と考えられる。N2-P3 の振幅の分布は前頭葉ー頭頂葉領野で大であった。このことは前頭

葉を中心とするネットワークが情報保持に関与していることを示唆する。  

  なお、ダフナーらは N2-P3 成分が前頭葉に起源を有することの根拠として、ボーデナら

およびナイトのデータを引用している。ボーデナらの研究では、てんかん患者の大脳皮質

から直接導出した脳波を加算することにより得た ERP の振幅が脳の各領野間で比較され

た。被験者の課題は、オッド・ボール課題、すなわち連続的に一定間隔で提示される聴覚

刺激中のターゲット刺激を検出することであった。ターゲット刺激に対する ERP の N2-P3

成分は前頭葉背外側部、前頭葉内側部、運動野周辺部、側頭葉、頭頂葉、などで認められ

が、その潜時は前頭葉背外側部で も短かった。ナイトの研究は N2-P3 成分の振幅を前頭

葉損傷者と健常者で異なるかどうかを検討している。被験者の課題は同じくオッド・ボー

ル課題であった。健常者では、ターゲット刺激に対して、前頭葉ー中央領野に大きな N2-P3

成分が認められた。前頭葉損傷者では前頭葉ー中央領野における N2-P3 成分の振幅の増大

は認められなかった。  

 ローらは、作業記憶課題において、①情報の保持、②情報の操作、の二つの過程に関与

する脳の活動性が異なるかどうかを fMRI によって検討した。記憶刺激は異なる位置に提

示される三つの赤い小光点である。 大 18sec.の遅延期間後、画面全体を種々の角度で横

切る直線が提示される。この直線は、記憶刺激の小光点のいずれかの位置を通っている。

被験者の課題は、握り棒を動かして直線が横切った小円の位置を指示することであった。

統制課題では、一つの赤い小光点が提示され、被験者の課題は握り棒を動かしてその位置

を指示することであった。作業記憶課題の遅延期間に活動性が増大する領野は刺激の保持

と反応の選択に関係し、作業記憶課題、統制課題いずれにおいても活動性を増大させる領

野は運動に関係していると考えられた。  
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図２１－１５ 刺激属性の変化に伴う ERP の変化  
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遅延期間に活動性が増大した領野は、両側の８野、９／４６野、頭頂間溝であり、４６

野の活動性も増大したが有意ではなかった。８野、頭頂間溝の活動性増大は遅延期間中持

続した。従って、この領野の活動性増大は情報の保持に関係すると考えられた。刺激の選

択は右大脳半球の８野、９／４６野、４６野に関係していた。さらに右前頭葉腹側部、眼

窩部、両側頭頂葉内側の活動性も増大していた。４６野、頭頂葉内側の活動性増大は遅延

期間中ではなく、遅延期間の終了時に認められた。これらの領野は情報の操作に関係する

ことを意味する。握り棒の運動時に活動性増大を示した領野は運動野および視覚野であっ

た。以上の結果は、作業記憶課題遂行時における情報の保持と操作は異なる領野によって

担われていることを示している、と考察された。  

 

４．３．５ 作業記憶と加齢  

作業記憶と加齢との関係については多くの研究報告がある。ここではジョニデス、スミ

スらのグループの研究結果を紹介する。彼らの実験手続きは以下のごとくである。言語作

業記憶課題では、四つの異なる文字が記憶刺激として 500msec.提示され、3sec.後１文字

が検査刺激として提示される。被験者は検査刺激が記憶刺激に含まれていたかどうかを判

断する。言語統制課題では検査刺激は常に記憶刺激に含まれている。空間作業記憶課題で

は、三つの異なる位置に小点が記憶刺激として 500msec.提示され、3sec.後一つの小点が

検査刺激として提示される。被験者は検査刺激の位置が記憶刺激と一致するかどうかを判

断する。空間統制課題では検査刺激の位置は常に記憶刺激と一致する。被験者は 21～30

歳の若年齢者 18 名と 65～75 歳の高年齢者 17 名であった。作業記憶課題の fMRI 信号強

度から統制課題の fMRI 信号強度を減ずることにより、作業記憶課題特異的な脳活動性が

評価された。 

 若年齢者では、課題によって活動性増大を示す領野が異なり、言語作業課題では左大脳

半球の活動性が増大し、空間作業課題では右大脳半球の活動性が増大した。高年齢者では

いずれの作業課題においても両側大脳半球の活動性が共に増大した。この違いは前頭葉に

おいても明瞭に認められた。高年齢者では、いずれ作業記憶課題においても両側の４４野、

補足運動野の活動性が増大した。さらに、言語作業記憶課題では右前頭葉背外側部の活動

性が、空間作業記憶課題では左前頭葉背外側部の活動性が増大していた。この結果につい

て、著者達は次のように考察している。作業記憶には前頭葉成分と脳後方成分がある。加

齢は前頭葉成分にのみ影響を与え、加齢に伴って作業記憶を支える神経回路網の再組織化
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が生じる。それは左右大脳半球機能差の減少の形をとる。加齢による作業成績の低下の代

償作用と考えられる。 

ジョニデス、スミスらのグループは次の実験も行っている。実験手続きは基本的に上記

の言語作業記憶課題と同一であるが、次の二つの変数を加える。近時条件では、記憶刺激

と一致しない検査刺激 (negative probe)は直前の試行の記憶刺激と一致している。遠隔条

件では、negative probe は直前の試行の記憶刺激とも一致しない。実験結果は以下のごと

くであった。近時条件では負の干渉効果があり、遠隔条件に比べ正反応率は低下し、反応

時間は延長するが、この干渉効果は高年齢者でより顕著であった。近時条件で活動性増大

を示した領野は両群ともに左前頭葉外側部であったが、活動性増大の程度は若年齢者でよ

り顕著であった。高年齢者では、近時条件で左頭頂葉、左前運動野、右小脳、右前帯状回

で活動性増大が認められた。以上より、前頭葉外側部はいくつかの反応から特定の反応を

選択し、他の反応からの干渉を抑制する機能を果たしており、加齢に伴って前頭葉外側部

の活動性が低下すると干渉効果も増大すると考えられる。 

 

５．作業記憶の神経機構 

 

作業記憶と前頭葉との関係を論じる場合、次の４点が問題となろう。    

  １）作業記憶は前頭葉と関係するか。 

 ２）前頭葉が関係する作業記憶は単一か。 

 ３）作業記憶は前頭葉にのみ局在させうるか。 

  ４）作業記憶における前頭葉の役割は何か。 

  以下、第一の点から検討を進めていこう。 

 

５．１ 作業記憶は前頭葉に関係するか 

 作業記憶が前頭葉と密接な関係にあることは明らかである。作業記憶課題遂行時に前頭

葉の活動性が増大することはサルを対象とした神経生理学的研究、ヒトを対象とした機能

画像解析研究のいずれにおいても明瞭に示されている。特に関連性が高い領野は４６野と

９野である。これもヒトを対象とした研究、サルを対象とした研究、いずれにおいても認

められる知見である。 
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５．２ 前頭葉が関係する作業記憶は単一か 

 単一の作業記憶が存在するのか、あるいは課題や刺激の特性によって複数の作業記憶が

存在するのかについては種々議論がある。ゴールドマン・ラキッチは、刺激の属性に応じ

て前頭葉の異なった領野が異なった種類の作業記憶を保持しているという「多重作業記憶

説」を提唱する。彼女によれば、前頭葉背外側部は空間情報（位置、動き）の作業記憶に

関係し、腹側部は形態、色彩などの非空間情報の作業記憶に関係する。彼女はこの考えを

支持するサルやヒトの実験データを多数示している（図２１－１６）。 

 

図２１－１６ 遅延反応課題遂行時の前頭葉ニューロンの活動 

前頭葉背側部のニューロンは特定の空間位置に反応する課題遂行時活動性が増大す

る。前頭葉腹側部のニューロンは特定の種類の刺激に反応する課題遂行時活動性が増

大する。前者は頭頂葉と共同で空間作業記憶に関係し、後者は下側頭葉と共同で非空

間作業記憶に関係する。 
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一方、ペトライデスは刺激属性毎の作業記憶とは別に、処理の特性によって異なる作業

記憶が存在すると考えている。そして、前頭葉に存在するのは刺激の特性に関係しない単

一の作業記憶であるとしている（詳細は後述）。前述のごとく、ペトライデスは前頭葉に

損傷のあるヒトやサルでは自己順序づけ反応が障害されることを見出した。この課題は空

間情報の記憶を必要としない。すなわち、刺激属性に関係なく、課題遂行に時間的要因が

関与する課題は前頭葉背外側部損傷で障害されるのである。 

ヒトを対象とした作業記憶研究では、記憶材料として言語刺激あるいは空間刺激が用い

られる。ゴールドマン・ラキッチが主張する多重作業記憶仮説が正しいならば、言語刺激

と空間刺激では活動性増大を示す領野が異なることが予想される。実際、表２１－１、図

２１－１３から明らかなように、刺激の属性が異なると異なる領野の活動性が増大すると

いう報告が多数なされている。それによれば、言語刺激では主として左の９野、４６野、

空間刺激では右の９野、４６野の活動性が増大する。さらに言語刺激では左４４野の活動

性が増大するが、空間刺激では４４野の活動性増大は殆ど認められない。他方、刺激によ

らず、作業記憶課題では両側の９野、４６野で同じように活動性増大が認められたという

報告もなされている。また、言語刺激では左の９野、４６野の活動性が増大するが、空間

刺激では両側の９野、４６野の活動性が同様に増大したという報告もある。このように結

果は錯綜しており、現時点で多重作業記憶仮説の当否を判断することは困難である。 

 

５．３ 作業記憶は前頭葉にのみ局在させうるか。 

 表２１－１から明らかなように、作業記憶課題では、前頭葉以外の多くの領野でも活動

性が増大する。作業記憶を前頭葉のみに局在させ得ないことは明らかである。言語刺激で

は、両側頭頂葉（７野、４０野、３９野）および両側の小脳の活動性が増大する。物品刺

激では両側頭頂葉（７野）、両側側頭葉（３７野）の活動性増大が認められる。空間刺激

では、両側頭頂葉（７野、４０野）、両側後頭葉（１９野、１８野、１７野）の活動性増

大が報告されている。このような知見は作業記憶が脳の特定領野に局在させうる機能では

なく、「作業記憶系」ともいうべきネットワーク・システムが存在し、そこには脳の様々

な領野が関与していることを示唆する。そこで必然的に第四の問題、すなわち作業記憶課

題において前頭葉はどのような役割を果たしているか、が浮かび上がってくる。 
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５．４ 作業記憶における前頭葉の役割 

５．４．１ 諸家の学説 

 作業記憶における前頭葉の役割に関しては、バッドレィ、ファスター、ゴールマン・ラ

キッチ、ペトライド、デスポジット、ブラバーなどが見解を明らかにしている。このうち

バッドレィとゴールドマン・ラキッチの考えは既に紹介した。簡単にいうと、バッドレィ

は作業記憶を、①音韻ループ、②視空間記述メモ、③中央実行系、の三つに分け、このう

ち中央実行系は前頭葉の機能であると述べているが、他の二つについてはその解剖学的局

在について言及していない。ゴールドマン・ラキッチによれば、作業記憶とは、何らかの

行動を実行するために内在化された記憶を活用する前頭前野の働きであり、空間、物品、

言語、などの領域毎に前頭前野の異なる領野に異なる作業記憶（領域特異的作業記憶）が

存在する。 

 以下では他の研究者の考えを紹介する。 

 

５．４．１．１ ファスターの説 

ファスターは次の議論を展開している。空間遅延課題および非空間遅延課題遂行中のサ

ルの前頭葉からニューロン活動を記録すると、前頭葉背外側部（主溝の上方）ニューロン

は空間遅延課題遂行時に活動性が増大し、腹外側部（主溝の下部）のニューロンは非空間

遅延課題遂行時に活動性が増大する。しかし、この違いは絶対的ではなく、いずれの領野

にも両方の課題遂行時に同程度の活動性増大を示すニューロンが存在する。このことは前

頭葉ニューロンが位置情報の記憶そのものに関与しているのではないことを意味する。で

は位置情報の記憶はどこに存在するのか。側頭葉と頭頂葉である。すなわち、側頭葉は視

覚刺激の記憶に関係し、頭頂葉は運動記憶に関係している。前頭葉の機能はこれら二つの

記憶を「時間的に統合すること」である。その根拠として、ファスターは以下の事実を指

摘する。 

１）CNV～イギリスの脳波研究者ウォルターは 1964 年に「随伴性陰性変動（contingent 

negative variation、CNV）」という特異な脳波を発見した。まず音刺激（クリック音）

を提示し、1.5sec.後に光刺激 (フラシュ )が提示される。被験者に光刺激が提示されたら出

来るだけ速くキイを押して光刺激を止める課題を課すと、音刺激から光刺激までの間で脳

波は大きく上方に振れる（図２１－１７）。脳波は普通上方をマイナスとして表示される。

刺激に随伴して脳波がマイナス方向に振れることから、ウォルターはこれを随伴性陰性変
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動と呼んだ。CNV は二つの刺激が相次いで提示され、第一刺激が第二刺激に関する何らか

の情報を提供する実験条件で出現する。また脳の中央部より前方で明瞭に出現する。その

後 CNV に関する多数の研究が行われた。その結果、CNV は刺激とそれに対する反応との

間に多少の時間的ずれがある実験条件で前頭極や前頭葉背外側部の広い範囲から記録され

る電位変動であることが明かにされた。おそらくニューロンの発射頻度増大の表れと考え

られるようになった。CNV の振幅増大は刺激と反応間の連合形成の学習過程と相関してい

る。CNV が刺激と反応との間に出現することから、CNV を発生させているニューロンは

刺激情報の保持または反応の組織化、あるいはその両者に関与している。いずれにせよ、

これらのニューロンは時間的に不連続な事象を単一の行動体系に統合し、その構造を確立

することに関与している。CNV は作業記憶に対応する前頭葉の電位変動である。  

 

 

図２１－１７ 随伴性陰性変動（CNV） 

 

２）遅延反応課題における前頭葉ニューロンの活動～遅延反応課題のそれぞれのフェー

ズ（刺激提示、遅延期間、反応）には異なったニューロンの活動が増大する。これらのニ

ューロンが同じ前頭葉内に接近して存在することは、そこで時間情報を空間情報に変換す

る処理がなされていること、言い換えれば時間的に離れた情報を空間的に接近させること

によって両者を統合する処理がなされていることを意味する。この処理は遅延期間で も

活発であり、過去の現象（刺激）と未来の現象（反応）とが統合される。 

 ３）時間的に不連続でかつ相互に関連を有する事象を相互に関連づけるニューロン～こ

のニューロンの活動は遅延反応課題で も明瞭に認められる。このニューロンは刺激と反

応の両者に関係しており、表象的ならびに動作的神経ネットワークの構成成分をなし、刺
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激を表象化しかつ反応を組織化する。刺激と反応とは時間的に離れているので、これらの

ニューロンは行動の時間的組織化に重要な役割を果たしている。 

 ４）遅延期間中の持続的ニューロン活動～このニューロン活動は刺激と反応との時間を

つなぐ認識過程に関与している。遅延期間中活動性が増大するニューロンは刺激の短期記

憶に関係している。記憶の保持には皮質下の諸核も関係している。記憶の保持は「反響回

路」に保持されるが、作業記憶は前頭葉と視床間の反響回路によって保持されていると考

えられる。他方、反応時に活動性が増大するニューロンは運動の準備過程に関係するニュ

ーロンである。これらの前頭葉のニューロンは短期記憶と運動準備過程の二つの過程に関

与している。 

 

５．４．１．２ ペトライデスの説 

 ペトライデスは図２１－１８に示す作業記憶ネットワーク・モデルを提案している。ネ

ットワークに含まれる各領野の機能は以下のごとくである。 

１）後部連合野～第一次感覚野は外部からの感覚情報（視覚、聴覚、体性感覚）の処理

に関与している。感覚情報は特殊感覚野、特殊感覚連合野、多様相感覚連合野で段階的に

処理されて、 終的には「符号化された表象」に変換される。この新しい情報は既に記憶

として保持されている情報と統合され、解釈される。この段階の作業記憶は後部連合野の

神経活動によって支えられており、情報処理結果の短期的保持だけでなく入力情報の短期

的保持をも含む。ここで注意すべきは、作業記憶は古い情報を静的に保持する機構ではな

く、何らかの情報処理遂行のために情報を短期的に保持して、それを操作する機構を指す

概念であることである。 

作業記憶において後部連合野が重要な役割を果たしていることを示す証拠が存在する。

これらの領野のニューロンの短時間持続する活動は知覚や認識と密接に関係しており、そ

の損傷は作業記憶や情報処理を障害する。この場合、障害は損傷された領野が関与してい

る感覚様相に限局される。例えば、下部側頭葉の損傷は視覚的な作業記憶や物品の視覚認

識だけを障害する。すなわち、この段階では、各感覚様相にそれぞれ特異的な作業記憶が

存在する。バッドレィの作業記憶、すなわち音韻ループや空間記述メモは多数存在する特

殊作業記憶の一例に過ぎない。 
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図２１－１８ ペトライデスの作業記憶モデル 

 

２）前頭葉外側部～前頭葉外側部損傷者は情報の短期的保持には障害を示さない。しか

し、これらの患者は行動計画の立案や行動結果の監視のような作業記憶を必要する課題で

障害を示す。前頭葉外側部は行動の計画や組織化において重要な役割を果たしている。 

 後部連合野は感覚特異的な作業記憶に関与しているが、前頭葉腹外側部と線維連絡があ

る。後部連合野はさらに前頭葉背外側部とも線維連絡がある。前頭葉腹外側部は後部連合

野と前頭葉外側部全体との相互作用の第一段階に位置する。この相互作用は、短期記憶に
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保持されている情報と長期記憶から想起された情報との比較／対照のような作業記憶を伴

う行動の遂行に決定的な役割を果たす。現在の状況に対応して過去の情報を随意的に検索

することは個体自らの計画と意図に基づいてなされる。これは受動的な再認、すなわち入

力情報や再生した情報によって自動的に過去の情報が引き出されて比較／対照される過程

とは異なっている。前頭葉腹外側部は、情報の受動的検索ではなく、明瞭な意図的検索に

関与している。故に、前頭葉腹外側部の損傷は多くの作業記憶課題を障害する。これは第

一次的な作業記憶の障害である。他方、前頭葉背外側部中央（４６野背側、９野）の損傷

は、より限定された第二次的な作業記憶の障害をもたらす。比較的単純な作業記憶課題、

非空間的な物品交替（二つの物品を交互に選択する）、見本合わせ、などは前頭葉背外側

部中央の損傷があっても前頭葉腹外側部が保たれていれば障害されない。しかし、遂行機

能に依存する課題、例えば自己順序づけ課題では障害が生じる。前頭葉背外側部中央の損

傷によって作業記憶課題が障害されるか否かは刺激と反応間の遅延よりも処理すべき刺激

数に依存している。従って、障害は一連の刺激を監視する、あるいは一連の行動を連続的

に実行する条件下でより明瞭となる。言い換えれば、前頭葉背外側部中央は行動の計画と

組織化が必須である作業記憶に関与している。実際、PET を用いた研究において、一定の

順序で反応する課題では前頭葉背外側部の活動性が高まることが明らかにされている。ま

た、連続する事象の監視課題遂行時にもこの領野の活動性増大が認められている。 

３）側頭葉内側辺縁系領域（扁桃ー海馬複合体）～後部連合野の容量を超える情報を一

時的に保持することが必要になった場合、これらの領野と側頭葉内側の辺縁系との相互作

用が必須となる。この相互作用は二つの領野間の双方向性の線維連絡によって可能となる。

前頭葉背外側中央と側頭葉内側との間にも直接、間接の線維連絡があり、短期記憶の容量

を超える行動の監視や制御を可能にしている。 

４）前頭葉腹内側部～この領野は発生学的に古い領野であり、前頭葉外側部と側頭葉内

側辺縁系との線維連絡がある。故に、扁桃ー海馬複合体と前頭葉外側部の間のインターフ

ェースを構成する。作業記憶におけるこの領野の役割について詳しいことは解っていない。

帯状回の損傷は空間遅延課題を障害するという研究が報告されている。しかし、損傷以前

に学習が成立していれば障害は生じない。この領野の広範な損傷は重度の再認記憶障害を

生じさせる。辺縁系は事象の記憶に関係している。これまで述べてきたモデルに従えば、

前頭葉腹内側部は、長期記憶からの情報の検索に重要な役割を果たしている。これは、①

ヒトにおける前頭葉腹内側や基底前脳領域の損傷は健忘症候群を生じさせる、②前頭葉腹
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内側部は記銘過程に関与する辺縁系領野（扁桃核および海馬複合体）および長期記憶に関

与している新皮質領野（前下側頭葉）と線維連絡を有する、などの事実によって支持され

る。 

 

５．４．１．３ デスポジットの説 

デスポジットは作業記憶課題をいくつかの情報処理過程に分け、前頭葉内の異なる領野

がそれぞれ異なる過程に関与していると考え、図２１―１９のモデルを提唱している。作

業記憶課題遂行時、短期記憶容量を超える情報が提示された場合、前頭葉背外側部が活性

化される。これにより情報解読が促進される。その後の情報の保持過程では前頭葉の背外

側部、腹外側部が共に活性化される。言語情報の保持には左前頭葉前下方、空間情報の保

持には左右の前頭葉前下方が特に活性化される。保持と共に情報操作が必要な場合は背外

側部が活性化される。一定の遅延期間後、刺激が提示されて何らかの反応がなされる場合

背外側部が再度活性化される。活性化の程度は情報操作の速度と正の相関を有する。すな

わち活性化が大である程情報操作は速くなされる。以前の反応を抑制する必要がある場合

も背外側部が活性化される。前頭葉背外側部は課題難易度が高い（刺激項目数大、反応抑

制を要する、複数の反応から一つを選択する、など）条件でより活性化される。腹外側部

には左右差が認められ、言語課題では左が空間課題では右がより活性化される。 

 

 

図２１－１９ デスポジットの作業記憶モデル  
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５．４．１．４ ブレバーの説 

ブレバーらは前頭葉の機能は「文脈情報」を保持することにあると考えている。彼らは

この仮説を証明するために「AX-CPT」課題を開発した。被験者は CRT 画面上に一定の遅

延期間をはさんで示される二つの刺激（手掛り刺激：A、B、C のいずれか、反応刺激：X、

Y、Z のいずれか）を観察し、手掛り刺激が A、反応刺激が X の時だけ反応する。課題遂

行時 fMRI により脳活動性を記録した。手掛り刺激が提示されてから反応刺激が提示され

るまでの遅延期間において左前頭葉背外側部の活動性増大が認められた。この活動性増大

は遅延期間の経過と共に次第に増大した。また遅延期間の長い程活動性増大の程度は大で

あった。遅延期間に課題とは関係ない妨害刺激が提示されると被験者の成績は低下した。

この時、左前頭葉背外側部の活動性増大は認められなかった。これらの事実から、ブラバ

ーらは、前頭葉は文脈情報を作業記憶として保持する役割を果たしていると考察している。 

 

５．４．２ 諸家の考えの比較 

 作業記憶の機能には、①情報を保持する機能、②保持されている情報を操作する機能、

の二つがある。バッドレィ、デポジットは①、②いずれの機能も同じように重視している。

ゴールドマン・ラキッチは①の機能を重視し、ファスターやペトライデスは②の機能を重

視している。ファスターは時間的な要因を空間的要因に変換する過程として作業記憶を捉

えている。ペトライデスは時間軸にそって生起する複数の事象の監視や組織化を重視して

いる。ブレバーは①と②を区別することは余り意味がないと考えている。彼は前頭葉の機

能を文脈情報の保持と考えているが、それがどの様な機能を果たすかは課題によって異な

ると考えている。「AX-CPT」課題で、手掛り刺激を記憶することは「保持」である。AX

以外の刺激に反応しないことは「反応抑制」である。手掛り刺激が A である場合は反応刺

激がどの文字であるか正しく認識するために「注意」が必要であるが、手掛り刺激が B で

ある場合は反応刺激を正しく認識する必要がない（どの文字が提示されても反応しなくて

よい）ので「注意」は必要ない。すなわち前頭葉は①を通じて②に関与しており、両者は

未分化である。 

 前頭葉との関係では、バッドレィは②は前頭葉に局在すると述べているが、①がどこに

局在するかについては言及していない。ゴールドマン・ラキッチ、デポジット、ブレバー

は①、②いずれの機能も前頭葉に局在させている。ファスターとペトライデスは②は前頭

葉に局在するが、①は側頭葉、頭頂葉などの後部連合野に局在すると考えている。ゴール
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ドマン・ラキッチが前頭葉に存在すると考えている領域特異的作業記憶はペトライデスの

考えでは前頭葉ではなく後部連合野に存在する。 

 

５．４．３ 島田の考え 

 筆者は、作業記憶を「作業記憶とは、認識、判断、推理、思考などの複雑な情報処理を

遂行する心理学的過程である。それが機能する時、外界からの入力を一時的に保持しある

いは長期記憶の一部を活性化し、それに一定の操作を加えることが必要となる。大脳皮質

前頭葉と密接な関係を有する」と定義した（本章第１節）。前頭葉と作業記憶との関係に

関する諸家の議論を検討してみると、この定義は再考する必要がありそうである。すなわ

ち、この定義には多少あいまいな部分がある。第一に作業記憶の機能を「知覚、判断、推

理、思考などの複雑な情報処理を遂行する」と定義したが、上述のごとく、このような機

能を作業記憶の機能に含めるかどうかについては、諸家の見解は一致していない。バッド

レィ、ゴールドマン・ラキッチ、デポジットらは作業記憶に情報処理機能を持たせている。

ペトライデスは感覚様相特異的な情報処理は作業記憶の機能であるが、特定の感覚様相に

限定されない高次の情報処理は作業記憶の機能ではなく、遂行機能の働きであると主張す

る。作業記憶は従来の短期記憶の概念とは異なる概念である。それは、これまでしばしば

述べてきたように、短期記憶のように受動的に情報を保持するのではなく、その情報に何

らかの処理を行う機能を有する。その意味では作業記憶に情報処理機能を持たせようとす

るバッドレィ、デポジット、ゴールドマン・ラキッチの考えは正当である。 

ゴールドマン・ラキッチが主張するように短期的情報保持機能が前頭葉に存在すると考

えると、やっかいな問題が起こってくる。この考えに従えば、前頭葉損傷により短期記憶

障害が生じるはずである。ところが、少なくてもヒトの場合、言語短期記憶は前頭葉損傷

で障害されない。同様に、視覚短期記憶も障害されない。そのような障害は側頭葉や頭頂

葉の損傷で生じる。この事実をどう解釈すればよいか。バッドレィのように作業記憶を中

央実行系とその下位システムに分けることがまず考えられる。ただし、この場合、中央実

行系を作業記憶の一部とするのはどうであろうか。「作業記憶」というからには、情報の

保持機能を有していなければならない。中央実行系は情報の保持には関係しない。少なく

てもその主要な機能ではない。これを作業記憶に含めるのは妥当ではない。この点に関し

てはペトライデスの考えの方が妥当である。 

以上の議論を踏まえ、筆者は作業記憶を次のように定義する。「作業記憶とは一連の情
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報処理を遂行するために、一時的に保持される外界の情報もしくは活性化された長期記憶

の一部であり、主として後部連合野に存在する」。そしてバッドレィの中央実行系を改め

て遂行機能 * 12と呼ぶことにしたい。そうすると先に述べた作業記憶に関する定義は次のよ

うに変更されることになる。 

 「遂行機能は認識、判断、推理、思考などの複雑な情報処理を遂行する際に機能し、大

脳皮質前頭葉と密接な関係を有している。それが機能する時、外界からの入力を一時的に

保持しあるいは長期記憶を活性化し、それに一定の操作を加えることが必要となる。この

一時的に保持される外界の情報もしくは活性化された長期記憶を作業記憶と呼ぶ」。 

 ERP を測度として作業記憶を検討したダフナーらは大変興味深い知見を報告している

（図２１－１5 参照）。前述のごとく、彼らは ERP の N2-P3 成分を脳活動性の指標とし

て用いている。N2-P3 の振幅は、①現在提示されている刺激が直前の刺激と異なる場合、

②被験者が過去に経験したことのない刺激の場合、のいずれの条件でも増大した。さらに

その振幅は前頭葉で も大であり、かつ潜時も も短かった。このことは、前頭葉は作業

記憶を「監視（モニター）」しており、その内容が現在の刺激と一致しない場合に活動性

を増大させることを意味している。ペトライデスは、前頭葉の機能は作業記憶を監視する

ことである、と述べた。ダフナーらのデータはペトライデスの考えを支持する。特に注目

すべきは、N2-P3 成分の振幅増大は、作業記憶と現在の刺激が一致する場合ではなく、不

一致の場合に増大することである。前頭葉は現在の刺激がこれまでの刺激とは異なるもの

であることを他の脳領野に警告する役割を担っているかのごとくである。前述のように、

ウォルターらは CNV という特異な脳の電気現象を発見した。CNV が発生する刺激条件は、

音刺激、光刺激の二つの刺激が提示され、音刺激が光刺激の予告の意味を有する場合であ

る。言い換えれば、音刺激は「もうすぐ光刺激が提示されるから反応する準備をせよ」と

いうことを他の脳領野に警告する刺激である。CNV が前頭葉優位に出現する事実も、前頭

葉が環境を監視しなんらかの変化が認められれば他の脳領野にそのことを警告する機能を

有するという考えを支持する。 

 フロイドは超自我の機能として、自我の監視を考えた。ダマシオは、前頭葉はソマト・

マーカーから情報を受けて意思  

決定を行うと考えた。ヒト（だけではないであろうが）の神経系には、その活動を常に監

                                                  
*12バッドレィ自身も中央実行系と同じ意味で遂行機能の概念を用いている。 

２１-52 
 



第２１章 

視する機能が存在する。そして、現在の監視の対象が作業記憶なのである。作業記憶自体

は前頭葉に存在しないが、前頭葉が十分その機能を発揮するためには作業記憶の存在が不

可欠である。その意味では、前頭葉と作業記憶は不即不離の関係にある。  

 

６．作業記憶研究における方法論上の諸問題 

 

作業記憶に関しては非常に多数の研究報告がなされている。この増加傾向は 近さらに

加速されつつある。しかし現在までに確立された事実はそれ程多くはない。前頭葉と作業

記憶との関連についても諸家の考えは種々の点で異なっている。その理由は何か。筆者は

こう考える。多くの作業記憶研究は方法論上の問題点があり、そのために確実な結果が得

られにくいのである。本章を終えるにあたり、作業記憶研究における方法論上の問題点に

ついて検討を加える。 

 

６．１ 作業記憶と短期記憶の混同 

 作業記憶と短期記憶は異なる概念である。ところが、両者を同じ概念として理解してい

る研究者が少なくない。特に日本の臨床研究者（特に医学部出身の臨床研究者）にこの傾

向が強い。彼らはしばしば WAIS の数唱課題の結果から作業記憶障害の有無を判断する。

この誤解は海外の臨床研究者には少ないがやはり皆無ではない。再三述べたように、単に

情報を短時間保持しそのまま想起する機構は短期記憶である。保持された記憶に何らかの

処理がなされる場合に作業記憶が問題となる。前頭葉背外側部損傷者では数の順唱は障害

されないが逆唱は障害される。前者は単に数を一時的に保持する短期記憶課題である。後

者は数を保持するだけでなくその順序を逆にするという処理を要求する作業記憶課題であ

る。前頭葉損傷は後者のみを障害する。作業記憶と短期記憶は明確に区別すべきである。  

 

６．２ 作業記憶課題の不備 

 現在種々の作業記憶課題が開発されている。 もよく用いられている課題はｎ・バック

課題とリーディング・スパン・テスト（RST）である。いずれも単なる情報の保持・想起

とは異なる課題である。その点では短期記憶課題とは異なる。しかし、その課題内容を詳

細に検討してみると種々の問題点が存在する。 

  ｎ・バック課題は、刺激が連続的に提示され、現在の刺激から n 回前に提示された刺激
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を再生する課題である。現在の刺激だけでなく、それ以前の刺激をも保持する必要がある

点において確かに数唱などの単純な短期記憶課題とは異なる。筆者の作業記憶モデル（図

２１－３）では、保持／処理の対象は与えられた刺激だけでなく、長期記憶から想起され

た過去経験も含まれる。バッドレィの 近のモデル（図２１－２）でも長期記憶から想起

された過去経験は作業記憶の重要な内容を構成する。ｎ・バック課題では作業記憶のこの

側面を検討することが出来ない。ｎ・バック課題は作業記憶課題ではないとは言えないが、

作業記憶課題として 適であるとは思えない。ｎ・バック課題だけでは作業記憶の全体像

を解明することは出来ない。  

RST では、短い文を次々と音読しながら、各文中のターゲット語を記憶していくことが

要求される。文の読み上げという課題を遂行しながら、同時にどれだけターゲット語を記

憶出来るかが作業記憶の測度となる。表２１－３は苧阪満里子と苧阪直行の実験で用いら

れた日本語版 RST の１例である。被験者はこの文章を朗読した後、下線を引いた語を再生

することを求められる。この課題は作業記憶課題といえるだろうか。苧阪らによればこの

研究は以下のような論理に基づいている。  

 

表２１－３ 日本語版リーディング・スパン・テスト（RST） 

         条件文 

               ドライアイスは氷菓子を冷やすのにちょうどよい。 

               弟の健二がまぶしそうに目を動かしながら尋ねました。 

               老人はわたしを隣に座らせ、風変わりな話を聞かせてくれた。 

               母親は封筒の名前を初めて見たとき、ひどく驚いた。 

                  

        ターゲット語：氷菓子、まぶしそうに、風変わりな、驚いた 

                              

通常の読みにおいて、有限の記憶容量を処理（読字）に用いるかあるいは保持に当てる

かの配分は、そこに要求される目標に合わせて適切に調整されている。しかし、RST では、

視覚的に入力された情報を口頭で強制産出させる運動プログラムを遂行させることによ

り、まず作業記憶容量のかなりの部分を消費してしまう。このような記憶容量削減条件で、

いくつまで語を保持することが出来るかを測定する。読ませる短文の数は２文から次第に

増していく。文の数が増えるとそれだけ保持しておかなければならない語の数も多くなる。
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RST はこのような読みと語の保持がどの程度出来るかにより、読みと関連した作業記憶の

個人差を測定しようとする方法である。  

ペトライデスは、作業記憶は刺激を受動的に記憶することではなく積極的な情報処理過

程であることを強調した。単に刺激を受動的に記憶する過程であれば、短期記憶の概念で

十分であり、作業記憶の概念は必要ではない。苧阪らの課題は「文章を朗読しながらター

ゲット語を記憶する課題」であり、記憶したターゲット語に何らかの情報処理を行うこと

は求めていない。極端に言えば、条件文を丸暗記してしまえば、文章の内容を全く理解し

ていなくてもRSTは容易に遂行可能である 13。苧阪らの方法は作業記憶課題であるとは到

底言えない。それは単なる文章記憶課題である。  

同様の方法的な問題は他の研究においても存在する。上述のジョニダスらの研究におい

て、高年齢者では両側前頭葉外側部の活動性増大が認められたが、若年齢者では認められな

かった。ジョニダスらは、これを高年齢者における反応間の干渉作用の増大によると解釈し

た。この解釈は妥当と考えられる。しかし、翻って考えると、反応間の干渉が生じる状況に

おいてこそ作業記憶が機能するのである。この事はペトライデスをはじめ多くの研究者が一

致して強調している。もし、若年齢者で反応間干渉が生じなかったかあるいはわずかの干渉

しか生じなかったとすれば、彼らの課題は若年齢者にとっては作業記憶課題ではなかった可

能性がある。もしそうであるなら、彼らの研究は作業記憶に対する加齢の影響を検討した研

究とは言えない。 

 

６．３ 新たな作業記憶課題  

 以上のごとく、現在広く用いられている作業記憶課題は作業記憶の研究方法として必ず

しも適当ではない。そこで筆者は新たな作業記憶課題を開発した。以下、課題の概容とそ

れを用いた研究の結果を紹介する。  

 １）視覚作業記憶課題～標準刺激（SS）として複数の小図形より構成される図形が

500msec.提示され、2sec.後同じく複数の小図形より構成される検査刺激（TS）が 500msec.

提示される（図２１－２０）。SS と全く同一の図形が TS となることはない。被験者の課

題は SS と TS が同一の小図形より構成されているか否かの判断である。SS を短期記憶に

保持しただけではこの課題は遂行出来ない。SS を小図形に分解して再構成する処理が要求

される。視覚短期記憶課題とは明らかに異なる課題である。  
                                                  
13 言うまでもなく、我々は内容を全く理解出来ない文章を音読することは十分可能である。 
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脳活動性の測度としては ERP を用いた。SS 提示 1sec.前から 5sec.間の脳波を平均加算

して ERP を得、各 ERP について FFT による周波数分析を行った。周波数帯域を δ(1.5～

3.5Hz)、θ(4.0～7.5Hz)、α１ (8.0～9.5Hz)、α２ (10.0～12.5Hz)、β１ (13.0～17.5Hz)、β２

(18.0～28.5Hz)、γ(29.0～45.0Hz)に区分し、各周波数帯域のパワー値を脳記録部位毎に算

出した。  

 

図２１－２０ 視覚作業記憶課題の刺激 

SS として も右の図形が提示され、2sec.後左の 5 刺激のいずれかが  

TS として提示される。  

 

結果は図２１－２１に示すごとくであった。Ｙ軸の単位は μＶ2 である。δ、θ、β１、β

２、γ の各帯域では、 大のパワー値は F7、F8 において認められた。この傾向は γ 帯域

において特に顕著であった。α１、α２の各帯域では、F7、F8、P3、P4 のパワー値が大で

あった。F3、F4、F7、F8 のパワー値は正反応率と高い相関を有していた。F8、P4、O1、

O2 のパワー値は反応時間と高い負の相関を有していた。  

以上の結果を筆者は次のように考察した。作業課題遂行に密接な関連を有していた脳波

記録部位は F7 および F8 であった。F7、F8 は前頭葉背外側部に相当する。本研究の結果

は前頭葉背外側部が視覚作業記憶に関与していることを示唆している。同じ前頭葉からの

記録部位である F3、F4 のパワー値はいずれの周波数帯域でも F7、F8 より小さかった。

F3 および F4 は前頭葉極部に対応する。前頭葉の全ての領野が同じように作業記憶に関係

している訳ではない。P3、P4、O1、O2 などの部位も課題遂行に関連した活動性増大を示
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した。これは本実験の課題が視覚作業記憶課題であったためである。視覚作業記憶が脳の

特定領野のみに局在させうるものではないことは明かである。  

 

 

図２１－２１ 視覚作業課題遂行時の ERP の周波数帯域別パワー値 

 

２）言語作業記憶課題～アンダーソンは作業記憶の内容として活性化された長期記憶を

あげた。バッドレィも、新しい作業記憶モデル（図２１－２）において、活性化された長

期記憶を作業記憶の構成要素と考えている。しかし活性化された長期記憶としての作業記

憶に関する研究結果は殆ど報告されていない。そこで筆者は、課題遂行に際して、①外界

からの入力情報の一時的保持、②活性化された長期記憶の一時的保持、いずれも必要とす

る言語作業記憶課題を開発した。そして、この課題遂行時に活動性増大を示す脳領野と言

語短期記憶課題（外界からの入力情報の一時的保持）課題遂行時に活動性増大を示す脳領

野に違いがあるかどうかを検討した。 
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実験の概容は図２１－２２に示すごとくである。作業記憶課題では、 初に３個乃至４

個の記憶刺激が提示され、遅延期間（2sec.）の後文章が提示される。被験者は文章の正誤

判断を求められる。この課題を遂行するためには、 初に提示された刺激を保持すると共

にそれに関連した長期記憶を想起し保持する必要がある。短期記憶課題では、同じく３個

乃至４個の記憶刺激（語）が提示され、遅延期間（2sec.）の後一つの語が提示され、被験

者は記憶刺激に同じ語があったかどうか判断を求められる。  

 

図２１－２２ 言語作業記憶課題（WM 課題）と言語短期記憶課題（STM 課題）  
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記憶刺激提示 100msec.前から 8sec.間の脳波を平均加算して事象関連電位（ERP）を得、

各 ERP について FFT による周波数分析を行った。周波数帯域を δ(1.5～3.5Hz)、θ(4.0～

7.5Hz)、α１ (8.0～9.5Hz)、α２ (10.0～12.5Hz)、β１ (13.0～17.5Hz)、β２ (18.0～28.5Hz)、

γ(29.0～45.0Hz)に区分し、各周波数帯域のパワー値を脳波記録部位毎に算出した。  

 結果は図２１－２３に示すごとくであった。作業課題遂行時前頭葉背外側部で速波帯域

のパワー値が増大したが、短期記憶課題でも同様の結果が得られた。前頭葉背外側部は入

力情報の保持、長期記憶情報の活性化のいずれにも関与していた。左頭頂葉領野では、作

業記憶課題において短期記憶課題より大きいパワー値増大が認められた。  

 

図２１－２３ 課題遂行時の ERP パワー値の課題間比較  
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