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はじめに

　ヒトの脳活動を非侵襲に計測できる脳イメージ
ングは，心理学研究においてポピュラーなツール
となっている。特に近年では，機械学習や多変量
解析に基づく分析が盛んになっており，従来より
も詳細な脳内情報表現（神経表象）を検討するこ
とが可能になってきている。本論文では，脳イ
メージングの中でも特に機能的核磁気共鳴画像法

（functional magnetic resonance imaging: fMRI）
の最先端の分析について述べるとともに，応用例
として我々の研究を紹介する。

fMRI の特徴

　非侵襲の脳機能イメージングの方法は数多い
が，fMRI の最大の特徴は空間分解能に優れる点
である。fMRI の空間解像度の単位はボクセル

（voxel）と呼ばれ，通常は 2 〜 3mm3 程度の解
像度で脳全体の活動を計測できる（Figure 1）。
脳 波（electroencephalogram: EEG） や 脳 磁 図

（magnetoencephalography: MEG）は神経細胞の
電気的活動を計測するため時間解像度に優れる
が，空間解像度には乏しく，活動部位を正確に特
定することが困難であることが多い。特に複数の
場所が同時に活動した場合に，それらを分離する
ことは一般的に難しく，さらに脳深部からの活動
も拾いにくい。対して fMRI では，脳深部からの
信号も問題なく計測でき，また複数の脳活動も正

しく分離することが可能である。一方で fMRI は
時間解像度には乏しく（2 〜 3 秒程度），EEG や
MEG で行われるような時間周波数解析は不可能
である。様々な脳イメージングの原理や特徴につ
いては，宮内（2013）の解説論文に詳しい。

認知的差分法

　従来の fMRI では，主に認知的差分法という分
析が用いられてきた。これは，実験条件と統制条
件における脳活動を計測して「実験条件 − 統制
条件」の引き算により，ある認知機能に関わる脳
部位を特定する方法である。この方法のメリット
は，いかなる認知機能でも引き算さえできればそ
の活動部位の特定が可能である点である。このよ

Figure 1　MRI image and voxel
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条件」の引き算により、ある認知機能に関わる脳

部位を特定する方法である。この方法のメリット

は、いかなる認知機能でも引き算さえできればそ

の活動部位の特定が可能である点である。このよ

うな利点から、社会認知や言語といったヒトに特

徴的な機能についても、対応する脳活動が調べら

れてきた。一方でデメリットは、統制条件の設定

の難しさであろう。いかにして見たい認知機能だ

けを引き算で取り出すかは（実験心理学者の腕の

見せ所かもしれないが）困難であり、実験者が想

定していないような潜在的な交絡要因が残存して

しまうことも少なくない。特に注意や覚醒レベル

の違いは fMRI 信号に大きな影響を及ぼすことも

指摘されており(Bartels et al., 2008; Logothetis, 
2008)、異なる条件間でそれらを厳密に統制する

ことが必須である。 
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うな利点から，社会認知や言語といったヒトに特
徴的な機能についても，対応する脳活動が調べら
れてきた。一方でデメリットは，統制条件の設定
の難しさであろう。いかにして見たい認知機能だ
けを引き算で取り出すかは（実験心理学者の腕の
見せ所かもしれないが）困難であり，実験者が想
定していないような潜在的な交絡要因が残存して
しまうことも少なくない。特に注意や覚醒レベル
の違いは fMRI 信号に大きな影響を及ぼすことも
指摘されており（Bartels et al., 2008；Logothetis, 
2008），異なる条件間でそれらを厳密に統制する
ことが必須である。

マルチボクセルパターン分析 （MVPA）

　近年 fMRI の空間解像度の良さを活かし，脳活
動パターンの違いを多変量解析や機械学習を使っ
て検討するマルチボクセルパターン分析（multi-
voxel pattern analysis: MVPA）が盛んに用いら
れてきている。MVPA では，ある脳部位に含ま

れる複数のボクセルの空間的な活動パターンの違
いを分析する。そして脳活動パターンに複数の刺
激を識別できる情報が含まれているかどうかを評
価する。従来の差分法を使った分析を activation-
based mapping と呼ぶのに対比させ，information-
based mapping とも呼ばれる（Kriegeskorte et 
al., 2006）。また脳活動から逆に実験変数（提示し
た刺激等）を復号化するという意味で，脳情報デ
コーディングとも呼ばれる。
　MVPA の概要を Figure 2 に示す。まず，脳の
ある関心領域 （region of interest: ROI） に含まれ
る多数のボクセルの活動値を抽出する。これを特
徴ベクトルと呼ぶ。Figure 2 では図示のため 2 つ
のボクセルだけを抽出した場合を考え，横軸にボ
クセル 1 の活動値，縦軸にボクセル 2 の活動値を
プロットしたものを特徴空間と呼ぶ。白丸は刺激
A を提示した試行，黒丸は刺激 B を提示した試
行に相当し，それぞれ 5 試行を実施した場合を
表している。この刺激 A と B のサンプルを識別
できる境界面を見つけることが，識別器の 1）ト

Figure 2　Schematic diagram of multi-voxel pattern analysis （MVPA）
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Figure 2 Schematic diagram of multi-voxel pattern analysis (MVPA) 
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レーニングに相当する。次に 2）テストでは，ト
レーニングでは使っていない新しいサンプルを正
しく識別できるか，すなわち識別器の汎化能力を
評価する。これは交差検証（cross-validation）と
呼ばれ，機械学習では一般的な評価方法である。
もし脳活動パターンに刺激を識別可能な情報が
含まれていれば，識別精度は有意にチャンスレ
ベルより高くなるはずである。さらに，異なる
刺激や条件間での汎化能力を調べること（cross-
classification）（Kaplan et al., 2015）で，その部位
が表現する情報（神経表象）を検討することも可
能である（詳しくは「応用例」を参照）。
　識別器としてよく用いられるのは，サポートベ
クターマシン（support vector machine: SVM）
である。SVM は識別面とそこから最も近いサン
プルとの距離（マージン）を最大にするように識
別面を決定する。SVM は高次元データでも高い
汎化性能を持ち，MVPA に適することが示され
ている（Misaki et al., 2010）。

応用例（1）：他者行為の観察

　サルにおけるミラーニューロンの発見から，ヒ
トにおいてもミラーシステムと呼ばれる行為実

行に関わる領域（運動前野や頭頂葉）が，他者
行為の観察時にも活動することが示されてきた

（Iacoboni & Dapretto, 2006）。しかし従来研究か
らは，観察した行為がミラーシステムでどのよう
に表現されているかは明らかではなかった。
　そこで著者ら（Ogawa & Inui, 2011）は，5 つ
の属性（行為・物体・視点・手・画像サイズ）の
組み合わせを操作した画像を被験者に提示し，各
ROI でどの属性に対する識別精度が高いかを検
証した。Figure 3A に提示された画像の例，B に
各属性に対する ROI の識別精度を表す。結果，
視覚野では手や画像サイズといった画像自体のピ
クセル毎の非類似性が高い属性に対して高い識別
精度が見られた。これは視覚野での網膜座標表現
を反映するものと考えられる。一方でミラーシス
テム（頭頂葉や運動前野）では，視覚野とは大き
く異なる識別成績が得られ，行為に対して最も高
い識別精度が得られた。さらに行為の識別は，見
た目が全く異なる画像（例えば Figure 3A のよ
うな自己視点と他者視点）間でも汎化可能であっ
た。これらの結果から，ミラーシステムでは網膜
座標系には不変な形で，観察した行為に関する情
報が表現されていることが示された。

Figure 3　A） Examples of presented image showing object-directed actions B） Classification 
　　accuracy for observed image properties in each ROI （Ogawa & Inui, 2011） 
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応用例（２）：運動のイメージ化 
  運動のイメージ化は、高次の運動関連野の活動

を増加させることが fMRI 研究から示されてきた。

一方でより低次の一次運動野（M1）の運動イメ

ージ化への関与については論争があり、運動イメ

心理学研究のツールとしての脳イメージングの最前線：小川
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応用例（2）：運動のイメージ化

　運動のイメージ化は，高次の運動関連野の活
動を増加させることが fMRI 研究から示されて
きた。一方でより低次の一次運動野（M1）の運
動イメージ化への関与については論争があり，
運動イメージによって M1 が活動増加するとい
う主張と，しないという主張の双方があった

（Hanakawa, 2016）。
　 そ こ で 著 者 ら（Ogawa et al., 2017） は ROI
全体の平均的な活動レベルの違いではなく，
MVPA を用いて活動パターンの違いを調べるこ
とで，M1 の運動イメージへの関与を検証した。
実験ではまず被験者に，右手の示指，中指，環指，
小指のいずれかでタッピングを実行してもらい，
その後，指は動かさずに同じ運動のイメージ化を
行ってもらった。結果，対側の M1 を含む中心前
回全体の活動は，実行時には増加が見られたが，
イメージ化では増加が見られなかった。そこで
MVPA で 4 本のうちどの指を動かしているのか
を活動パターンの違いから識別した。結果から指
の識別が可能であり，さらに実行時の脳活動でト
レーニングした識別器が，イメージ時の脳活動に
対しても汎化可能であった（Fig. 4）。このことは
中心前回の活動パターンが，実行とイメージ化と
で共通していることを示唆する。すなわちイメー
ジ時に活動強度の増加が見られない場合でも，詳

細な活動パターンにおいては実行時と類似したパ
ターンが見られており，運動野がイメージ化にも
関連することが明らかとなった。

まとめ

　MVPA によって fMRI データから詳細な脳内
の情報表現（神経表象）について検討することが
可能となっている。ただし MVPA が従来の差分
法よりも常に優れているという訳ではなく，求め
られる心理学的問いに応じて最適な分析方法を選
択することが重要である。また本論文では主に識
別分析について解説したが，脳内表現をより直接
的に再構成する試み（Miyawaki et al., 2008）も
行われている。近年 AI ブームと言われるが，機
械学習の発展にともなって fMRI の応用可能性も
今後ますます広がることが期待される。
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Figure 4 Cross-classification of finger tapping between execution and imagery (Ogawa et al., 2017) 
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強度の増加が見られない場合でも、詳細な活動パ

ターンにおいては実行時と類似したパターンが見

られており、運動野がイメージ化にも関連するこ

とが明らかとなった。 
 

まとめ 
  MVPAによって fMRIデータから詳細な脳内の

情報表現（神経表象）について検討することが可

能となっている。ただし MVPA が従来の差分法

よりも常に優れているという訳ではなく、求めら

れる心理学的問いに応じて最適な分析方法を選択

することが重要である。また本論文では主に識別

分析について解説したが、脳内表現をより直接的

に再構成する試み(Miyawaki et al., 2008)も行わ

れている。近年 AI ブームと言われるが、機械学

習の発展にともなって fMRI の応用可能性も今後

ますます広がることが期待される。 
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