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はじめに

の意識を脳がどのようにして生み出しているのかを検討して

我々が意識する「こころの時間」は過去から未来に滞りな

みたい．

く流れていくように感じられる．しかし，よく調べてみる

I ．腕交差による時間順序の逆転とその神経メカニズム

と，物理世界の時間の順序通りには，流れていないことがあ
る．村上春樹の小説「1Q84」の表現を借りると「ときとし

時間の流れを定義する最も単純な実験系として，われわれ

て前後が入れ替わったり，ひどいときにはまったく消滅して

は 2 つの信号の順序を判断する課題を用いて研究を行ってき

しまったりもする．ないはずのものが付け加えられたりもす

た．心理学の古典的なモデルでは，脳のなかに判断のセン

る．」我々が意識する「こころの時間」は，物理的な出来事

ターがあって，2 つの信号の到着を待ち受けている，と仮定

から得られた信号を元にして脳が作り出すものである．その

する 1）．信号 A の到着時刻 TA と，信号 B の到着時刻 TB を計

ために時間の逆転などの錯覚が生じるのだ．逆に，時間の錯

時して，その時間差に応じて，判断を出力すると考える（Fig.

覚に注目してその理由を考えると，「こころの時間」を作り

1）
．実は，信号が光であれ音であれ，触覚であれ，30ms 程

出す脳のメカニズムの一端を明らかにすることができるので

度の時間差があれば正解率が 75％程度になることが知られて

はないか．

いる．この計時センターは脳のどこにあるのだろうか．

我々が眼前に広がっていると感じる「空間」も，やはり脳

我々は，左右の手に加えた触覚刺激の順序を判断する，と

が外界からの信号や記憶を元に作り出しているので「こころ

いう課題を使ってこの問題に取り組んだ．腕を平行に並べた

の空間」と呼ぶことにする．我々は 1 秒に 3 回も急速な眼球

場合には，古典モデルでよく説明できるシグモイド（S 字状）

運動（サッケード）を繰り返しているから，網膜像は恐るべ

の応答曲線が得られた．しかし，腕を交差すると，応答曲線

き勢いで飛び跳ねている．それにもかかわらず我々が意識す

が N 字型になる被験者が出現した（Fig. 2）．0.2s 程度の時

る「こころの空間」は頑として動かない．そのため，私たち

間差では判断が逆転する一方，時間差を 1.5s まで延長する

は自分の目が動いていることに気づくことすらない．目を動

と，正しい判断が回復した．程度の差こそあれ，腕交差の効

かしても「こころの空間」が動かないのはなぜか．これは少

果は誰にでも生じる 2）．
この結果は何を意味するのか．一次体性感覚野のように皮

なくとも 1000 年以上にわたって，アルハーゼン，デカルト，
ヘルムホルツ，といった偉大な思想家によって繰り返し発せ

膚からの信号が皮膚座標系で表現されている間は，信号は腕

られてきた問いである．しかし，未だに解決されているとは

交差の影響を受けない．従って，判断のセンターが皮膚座標

言いがたい．

系の信号を受け取るとすれば，腕交差は影響を与えないはず

本講演では時間の流れの錯覚と，「眼を動かしても空間が

である．実際には，腕交差で明瞭な判断の変化が生じたの

動かない」という我々の実感を手がかりにして，時間や空間

で，判断のセンターは皮膚座標系の信号を受け取るのではな

＊
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Fig. 1 A classic model for temporal order judgment

時間順序判断の古典モデル

Fig. 2 Reversal of subjective temporal order due to arm crossing 2） 腕交差による主観的時間順序の逆転

い．左右の手の皮膚からの信号は，空間で位置づけられてか

置づけられてから順序づけられる」という結論を支持してい

ら順序づけられるのだ．実は，手と足の刺激の時間順序判断

る．

は手と足を交差すると逆転する ．手に持った棒の先端に加

では，脳のどこにセンターがあるのか．機能的磁気共鳴画

3）

えた刺激の時間順序判断は，棒を交差するだけで逆転する ．

像法を用いて検討したところ，空間座標との関係が報告され

これらの結果も，「左右の手の皮膚からの信号は，空間で位

ている下頭頂葉，運動前野や中前頭回だけでなく，上側頭溝

4）
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Fig. 3 A motion projection hypothesis

動き投影仮説

から中側頭回に，時間順序判断に伴う活動が両側性に生じる

らしい．この再構成の過程に，間違いが忍び込む余地がある

ことが明らかになった．側頭葉の活動領域の後部は，視覚的

のだろう．

な動きの刺激で活動するヒトの MT/MST 相当領域の前部と

II ．目を動かしても世界が動かない理由

重なっていた．つまり，「動き」の情報が両手に加えた順序
判断には利用されていることが明らかになった 5）．

我々は 1 秒に 3 回も高速な眼球運動，サッケード，を行っ

これまでの結果を合わせて，我々は時間順序は位置と動き

て外界の情報を取り入れている．しかし，我々は網膜像の流

（Fig. 3）．手が左，
の情報から再構成されると考えている 5 〜 7）

れに気づかず，外界は常に安定している．400 年前にデカル

右の順番で刺激された場合，脳のある領域には手が刺激され

トは，目を指で押すと外界が揺らぐことに気づき，眼を動か

た空間的な場所の情報（2 ヵ所）が表現される．しかし，そ

すための信号が世界の安定に寄与していると考えた．この考

の順序の情報はすぐに失われる．一方，別の領域には左から

えは 60 年前に von Holst と Mittelstaedt によって定式化され

右への動きの情報が表現される．この動きの情報はベクトル

た 8）．サッケードの運動指令の遠心性コピーを使ってサッケー

的で，始点と終点が何であるかは頓着しない．何がどの順序

ドによる網膜像の「流れ」が抑制される，という図式である．

で起きたかを知るには，片方の情報だけでは不十分で，両者

しかし，このモデルは問題の一部を説明するに過ぎないし，

を統合する必要がある．我々は，位置の情報と動きの情報を

サッケード中の視覚野の活動の抑制は限定的であることが知

脳が統合して必要に応じて時間の流れをもう 1 回作り出して

られている．つまり，単純な抑制だけでは説明できない．こ

いると考えている．

の問題を措くとしても，別の問題が残る．網膜からの情報が

信号の順序を判断する「センター」が脳のどこか 1 ヵ所に

途絶えている空白期間に，一体我々は何を見ているのだろう

存在するわけではなさそうである．我々は入力してきた物理

か．さらに，空白期間の情報補塡のメカニズムがわかったと

的な情報を，まず位置と動きに分け，時間を判断する必要が

しても，サッケード前後のずれた網膜像からどうやって 1 つ

生じると，おもむろにその二つを統合して，再構成している

の外界の知覚が作られるのかという大問題が残る．
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出す（点線矢印）．4）背景は視覚を遮断した運動中に動か
ない移動なし条件，同じ方向に動かす同方向移動条件，反対
方向に動かす反対方向移動条件の 3 条件を設定した．目標の
位置が背景座標系で記憶されるとすれば，同方向移動条件で
は狙った目標に指が到達したと解釈され，運動制御の誤差は
生じず，プリズム順応が生じなくなるはずである．反対方向
条件では促進されるはずである．
移動なし条件では，通常のプリズム順応が生じた．つま
り，プリズムを入れると視野の移動方向に誤差が生じ，試行
とともに減少した（Fig. 4b 左）．そしてプリズムを外すと
（31 試行目）逆向きに大きな誤差が生じた（残効）．2）一方，
同方向移動条件ではプリズム順応が生じなかった（Fig. 4b
右）．反対方向条件では逆に促進された．これらの結果は，
運動誤差の計算に背景座標系が使われていることを明瞭に示
す 11）．サッケードの前後の網膜像から，相互に重なる「背
景」を取り出して，「背景」に対して目標を位置づける自動
的なメカニズムがあると思われる．
さらに fMRI の順応法を用いた研究を行ったところ，背景
座標系が右の楔前部に存在することを示唆する結果を得た．
背景座標系の神経メカニズムを研究することで，「こころの
空間」が安定している理由が解き明かされるだろう．
III ．こころの空間とこころの時間の相互作用
実は，「こころの空間」と「こころの時間」は独立した存

Fig. 4 Evidence for the existence of a background coordinate 11）
背景座標系の存在を支持する実験結果

在ではない．腕を空間で交差するだけで時間順序判断が逆転
することはその一例である．ほかにも，サッケードを行う直
前（0.1 秒以内）に提示した視覚刺激の順序判断が逆転する，
という興味深い錯覚も報告されている 12）．この現象は，「目

このずれた 2 枚の網膜像は脳の中に「外界」を表象する外

を動かしても世界が動かない」理由で挙げた 1 つ目の問いと

部座標系があれば，それぞれの場所に 2 枚の像を嵌めること

直結した問題であると考えることもできる 6）．「こころの時

で統合できる．実際，受容野が目の位置に依らず頭に対する

間」と「こころの空間」の神経基盤の解明は両者の関係を考

位置に固定されているニューロンがサルの頭頂 ‑ 後頭間溝の

えることでさらに進展していくことだろう．

周囲（PO 野，別名 V6 野）で報告されている 9）．しかし，そ
のようなニューロンの報告は少数で必ずしも定説として認め

本論文は COI 報告書の提出があり，開示すべき項目はありません．

られていない 10）．我々は，脳に表象されるのは，計算が複雑
な厳密な外部座標系ではなく，網膜像の特徴を手掛かりとし
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just before the onset of each rapid eye movement. A key
word for solving these problems is postdiction , a notion
that the mental space and the mental time are constructed
by our brain from sensory signals sampled over the past 〜
100 ms by combining information across multiple areas in
the brain. We are searching for the neural basis of postdiction by applying techniques in psychophysics and neuroimaging to human participants, and neurophysiological
techniques to monkeys. Why the world remains stable
while we move our eyes has been repeatedly questioned by
great thinkers like Alhazen, Descartes, and Helmholtz, for
more than 1000 years at least. We hope that our research
would ultimately yield final answers to the long‑lasting
historical question, in addition to other important questions regarding the mental space, time, and their interactions.

Space and time that we perceive in our mind are, of
course, based on the counterparts in the physical world, but
it remains still unknown exactly how the mental space and
mental time are constructed in our brain. Take the mental
space for example. We swing our eyes three times a second
on average, with a peak angular velocity as fast as 100‑500
degrees/s. But the world in our mind are so stable that we
do not even notice our own eye movements. Why do blurred
images on the retina not appear in our conscious mind?
What are we looking at, while the blurred retinal images
are blocked from our mind? How are two distinct retinal
images, one before and the other after the rapid eye movement, mapped to the same part in the mental space? As for
the mental time, it does not flow equably as hypothesized
in physics. For example, subjective temporal order of successive stimuli are inverted just by crossing our arms, or
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