
第 1 回 正常性バイアス 

  

正常性バイアスとは、自分にとって都合の悪い情報を無視したり、「自分は大丈夫」とか

「今回は大丈夫」「まだ大丈夫」などと過小評価したりしてしまう脳の特性である。 

報道によると、東北地方太平洋沖地震から約 3 年半後の 2014 年 7 月 12 日に福島県沖を

震源とする地震で津波が発生し、沿岸部には避難勧告が発令された。岩手、宮城、福島の

3 県で、対象者約 27,000 人のうち実際に避難したのは自主避難を含めても 858 人、岩手県

釜石市では、沿岸部の 5,707 世帯、11,895 人のうち実際に避難したのは 33 人だけだった

という。津波を経験した人たちでさえ「今回は大丈夫」という心理（正常性バイアス）が

働いた例である。1） 

 振り込み詐欺など高齢者を狙った詐欺が横行している。これらの詐欺に引っ掛かった人

たちのおそらく全員が、自分は大丈夫だと思っていたに違いない。これも正常性バイアス

によるものであろう。 

脳卒中においても正常性バイアスが受診に遅れの大きな要因となっている。血栓（血液

のかたまり）が細い脳血管に詰まって起こる脳梗塞の場合、発症してから 4 時間半以内に

t-PA という血栓溶解処置をすれば助かり、後遺症も残らずにすむ可能性が高い。脳内出血

およびクモ膜下出血は出欠部位の神経が壊死するためすぐに症状があらわれるが、とくに

細い血管に血栓が詰まって起こるラクナ脳梗塞の場合、その先への血流が滞り虚血・酸欠

状態になって次第に神経が壊死していくため比較的症状の発現が緩慢になりやすい。片側

の手足に軽いしびれやフワフワした脱力感、うまくしゃべれない、めまい（周囲がぐるぐ

る回るようなめまい）などの初期症状があっても、正常性バイアスによって「寝不足のせ

いかもしれない」「大したことではなかろう、しばらく様子を見てみよう」と思っている間

に 4 時間半はすぐに経過し、そのうち少しずつ症状が進行していき病院に行く気になるの

は 1 日後、2 日後になってしまう。 

 発語や片半身にわずかでも日常と違う違和感があったら、迷わずすぐに受診することが

望ましい。 

後悔先に立たず！ 

（1）:Wikipedia） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 回 損傷した脳神経は再生しない（脳科学界の定説、今後可能になるかも・・・。） 

 

損傷した脳神経は固有の役割をもっているため、皮膚のように自然治癒的には再生しな

い。事故や脳卒中で壊死した脳神経は二度と再生しないというのが従来の脳科学の定説となっ

ている。そのため脳神経の損傷によって起こる運動機能マヒなどは基本的に治らないと考

えられ、療法士の養成機関でもそのように教育されているようである。 

 運動機能マヒについては、従来から図のような 

回復過程をたどるといわれている。図は、回復期 

に大きな回復があり 6 か月を過ぎると回復速度は 

著しく鈍ってくることを示している。この図をも 

とに、回復があっても発症から 6 か月が限度で、 

それ以降もう回復は望めないと宣告される患者が 

が少なくない。狭義には、その後に残る障害が後 

遺症と呼ばれている。 

 この回復の 6 か月限界説がリハビリ界の常識と 

なっており、現在多くの病院や施設で行われてい 

るリハビリは生きている機能と装具を利用して社会復帰させることを主目的としており、

必ずしも失くした機能の回復や後遺症の改善を図るものではない。ここに機能回復を期待

してリハビリ指導を受ける患者と指導する病院・施設側との間で目標に大きなギャップが

あり、回復する能力がありながらミスミスつぶしている例も少なくないと思われる。現に、

適切な指導がなかったために車いす生活になった例や、自立歩行できる可能性がありなが

ら危ないからという理由で車いす生活になった例なども指摘されている。 

 

脳神経の再生・再構築は絶対不可能なのか？ 運動機能マヒは本当に治らないのか？ 

運動機能マヒは、手足の病ととらえた対症療法的な従来型リハビリ手法での完治は難し

い。損傷した運動神経が再生するかあるいは代替神経回路が構築されれば、回復・改善が

可能である。 

脳神経はそれぞれ固有の役割をもっており、自然治癒的に再生するものではない。近年

再生医療が飛躍的に進歩し末梢神経の再生は可能になっており、脳神経についても幹細胞

（失われた細胞を再び生み出して補充する能力を持った細胞）を使った再生の可能性が研

究されている。将来 iPS 細胞による再生も期待される。 

 これが実現するまでには長年月を要する。現在は「脳の可塑性（神経細胞の配列変化な

ど）」（次回）という特性を期待して脳神経の修復を図る新たなリハビリが模索されている。

ひとつの方法として、失くした運動の要領を身体と脳に再学習させるリハビリ（脳に働き

かけるリハビリ）を心掛ければ、マヒした運動神経が蘇ってくる（小園凱夫：脳をだまして、おだ

てる“チャレンジリハビリ”のすすめ）。 

 

 



第 3 回 脳の可塑性：脳細胞の配列の変化、リハビリへの応用 

一般に可塑性とは、粘度のように物質が壊れずに形を変えることのできる性質をいう。

脳の可塑性という言葉は、ノルウェーの神経解剖学者 Alf Broda が自身の脳梗塞になった

体験から 1973年に唱えた比較的新しい概念であり、成長後の脳細胞の配列が変化するこ

とをさしている。近年脳科学の進歩によって、脳は考えられていた以上に可塑性を備えて

いることがわかってきた。これをリハビリに応用し、脳の可塑性を促して従来型のリハビ

リではなし得なかった脳卒中後の運動機能マヒを改善しようとするリハビリ法が種々試み

られ、効果をあげている。 

■非損傷側の脳への磁気あるいは電気刺激と運動リハビリの併用 

片側の脳が損傷を受けると、反対側の脳が著しく活性化し損傷側の脳の活性がますます

低下してくる。反対側の脳に磁気あるいは電気刺激を与えて活性を落とし、脳活動のバラ

ンスを図って脳に残っている能力を引き出そうとする手法。 

 

■コンピュータを利用した運動補助装置（正しく運動を意識できたときのみ作動する。） 

・BMI（Brain-machine Interface)・・・脳波を取り出して補助装置を作動させる。 

・ロボットスーツ・・・微弱な体内電流を取り出して補助装置を作動させる。 

 

■セルフリハビリによる代替運動神経回路の構築 

 脳神経はそれぞれ固有の役割をもっているため、代替運動神経回路を構築するにはその

役割を教え込む必要があると考えられる。これは、自身の身体と脳に失くした運動の要領

を学習させるセルフリハビリによって可能である。セルフリハビリは、経費もかからず、

従来型リハビリでは不可能なマヒの改善に効果的な手法である。 

 具体的には、だましのテクニックや課題をクリアするための方策を自分で工夫すること

などで脳に働きかけることによって、運動感覚を頼りにセルフトレーニングする。このと

き、動かない身体を動かそうと強く意識し、だましのテクニックで動いたら大喜びして動

いたことを視覚と感覚で脳に伝えることが大切である。達成できそうな簡単な短期目標を

自分で設定し、やろうと決めたことを継続していれば、新発見や改善が見えてくる。これ

でリハビリが楽しくなり、わずかな改善でも達成感を味わい思いきり喜び脳を喜ばすと、

脳に報酬系物質が出てさらに楽しくリハビリ効果が増してくる。とりわけ、支援してくれ

る家族や周囲の人やあらゆることに感謝の気持ちをもつことがリハビリ成果を高めるため

に何よりも大切であることを付記したい（小園凱夫：脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のす

すめ）。 

他力本願、受け身のリハビリは脳に響かない！ 

  



第 4 回 脳はよくだまされ、おだてに乗りやすい 

 

■錯覚 

 右の図は、同じ長さの 2 本の線で長さが違って 

見える視覚的錯覚の例である。色が人間の心理に 

影響を及ぼすことも研究で明らかにされ、「赤色は 

試合の勝率を上げる」という科学論文が 2005 年の 

ネイチャー誌に掲載されている。 

 

■プラセボ効果（プラシーボ効果：偽薬効果） 

有効成分が入っていない薬を飲んでも、薬を飲んだと思うだけで心理的作用が働き、効

果を表すことがある。これを『プラセボ効果』という。副作用に敏感な人は、お菓子を薬

の形にした偽薬を飲んでも副作用を示すこともある。 

 

■思い込み 

 過去の経験や外部情報の影響を受けて、先入観による思い込みで物を見たり味わったり

する傾向が強い。最近の料理家は、脳をだましておいしく思わせる方策を講じているとも

いわれている。この思い込みをうまく利用すれば、リハビリにも有効であると思われる。 

 

■だまし 

 たとえばマヒで左手が自由に動かない場合、右手で誘導するように同時に動かそうとす

ると左脳からの右手への指令が一部左手にも伝わって左手も右手と同じ運動ができる。こ

れを繰り返していると、左手のマヒは次第に回復してくる（小園凱夫：脳をだまして、おだてる“チ

ャレンジリハビリ”のすすめ）。また、身体に対して垂直に立てた鏡の前で右手を動かし、それを

右から覗き込むと左手が動いているように見えることを利用して脳内でイメージを作り上

げる方法（栗本慎一郎：栗本慎一郎の脳梗塞になったらあなたはどうする-予防・闘病・完全復活のガイド）もある。 

さらに脳を褒める（具体的にはわずかな改善でも思いきり喜んで達成感を味わう）と、

報酬系の物質であるドーパミンが分泌されてリハビリの効果とモチベーションが高まる。

このことは、世界的な研究でも確かめられている。これらを効果的に利用するには、達成

できそうな簡単な短期目標を掲げて楽しくリハビリを続け、わずかな身体と脳の変化も見

逃さないようにして改善が見られたら思いきり達成感を味わうことである。 

線条体という部分が損傷を受けると、病的にやる気が失われる。この場合、簡単なジグ

ソーパズルを完成させて成功したという達成感を味わったり、強いポーズをとったり、運

動をしたりすると、脳内にテストステロン（男性ホルモン）が分泌されプラス思考になり、

やる気が出てくるといわれている。 

 

 

 



第５回 運動機能マヒとリハビリ その１ マヒとリハビリに対する正しい認識 

 １－１ 運動のプロセスとマヒ 

 

運動機能マヒ 

手足が思うように動かないのは、痙縮（筋の緊張によるつっぱり）や拘縮（関節が曲が

って動かないこわばり）という手足の問題でもあるが、大部分は運動神経が断裂したまま

の状態であることによる。 

 運動のプロセスなど通常まったく気 

にもかけていないが、健常な場合には 

脳中枢から「手をあげろ」という指令 

が出て、運動神経を経て手を動かし、 

「手があがった」という感覚および視 

覚情報が脳にフィードバックされ、指 

令どおり動いたことを脳が確認してそ 

の運動が終了するというサイクルをた       健常者の運動サイクル 

どって運動が行われる。 

 ところが、右脳の運動神経が損傷を 

受けると、「左手をあげろ」という指 

令を出しても末端に届かず左手は動か 

ない。当然左手が動いたという情報も 

脳にフィードバックされない。この状 

態が長く続くと、脳は“左手がない”        運動神経が断裂した場合 

ものと判断してしまう。こうなると、 

マヒの回復は非常に困難になってくる。したがって、マヒして動かない手足もブラブラさ

せたり、マッサージしたりさすったりして脳に絶えず感覚情報を送り、脳に存在感を示し

続けることが大切である。 

 脳卒中を起こすと脳が腫れ、壊死した神経の周辺にある神経も気絶状態になり、いろい

ろな機能障害が発現する（ラマチャンドラン：脳の中の幽霊）。気絶状態が収まれば、それに伴う障

害は時間とともに自然治癒的に回復すると思われる。従来型リハビリはこの自然回復を促

進する効果を示すと考えられるが、直接損傷を受けた神経に関わるマヒまで回復させるこ

とはできないと推測される。自然回復しないマヒに対しては、脳に働きかけるリハビリが

必要となる。自然回復するマヒなのかどうかの境界は結果論でしか判別できず、前もって

の予測は不可能である。つまり、どんなリハビリをやるといつ、どこまで回復するかはま

ったく予測できない。 

 

 

 

 

 



 

第６回 運動機能マヒとリハビリ その１ マヒとリハビリに対する正しい認識 

１－２ マヒ回復に適切なリハビリの考え方 

 

 多くの病院や施設では、現在もなお従来型リハビリシステムによる手法が主流となって

おり、ある 60 代の現役療法士の言によれば「自戒を含めて 30 年前、50 年前と変わらな

い。」とのことである。それでもリハビリについてまったく知識をもたない患者にとって、

入院間もないころから始まる病院のリハビリは不可欠かつとても有効なものである。従来

型手法でも、リハビリに対する動機づけのみならず、マヒの自然回復を促進する効果をも

っている。しかし、長期にわたるリハビリとしては適性を欠いており、ほぼ 6 か月が回復

限度とされている。損傷した脳神経の周囲にある神経細胞は代替神経回路を構築しようと

する傾向にあり、これを促進するような適切なリハビリを行えば、とくに重篤な場合を除

いて回復・改善に経時的な限界はない。 

 

適切なリハビリとは？ 

■不適切あるいは誤ったリハビリの考え方 

・筋力アップのトレーニング 

筋力低下もあるが、運動神経が断裂したままのマヒの改善にはつながらない。 

・本人の意思なしに行う療法士による手足の曲げ伸ばし 

本人に強い意識がなければ脳には響かず、リハビリ効果は薄い。 

・動かさずにいたわる 

関節のまわりの筋肉が固まってさらに動かなくなる。 

□やるべきリハビリ 

・失くした運動の要領を身体と脳に再学習させる 

   できなくなった運動の要領を身体と脳に教え込む工夫をする。脳をだます方法が効

果的である。 

・健常者と同じ運動プロセス（第 5 回参照）を学習させる 

強い意識をもって脳から指令を出し、マヒした手または足を動かそうとする。脳をだ

ます工夫をするか健全側の補助あるいは他人の補助で指令された運動を起こし、動い

たという感覚および視覚情報を脳にフィードバックさせる。この“指令―フィードバッ

ク”のサイクルを繰り返し学習させる。 

これらのリハビリを根気よく続けていると、やがて代替運動神経回路が構築されて

運動機能が蘇る。コンピュータを利用した BMI やロボットスーツ、あるいは家事や仕

事など日常生活がリハビリとなってマヒの改善がみられるのも、これらと同様な効果

によるものである。 

 

 



 

第７回 運動機能マヒとリハビリ その１ マヒとリハビリに対する正しい認識 

１－３ 効果的なセルフリハビ 

 

 多くのマヒ患者は“リハビリはやってもらうもの、受けるもの” という感覚でやってい

るが、他力本願、受け身のリハビリでは十分なマヒの回復・改善効果は得られない。病院

や施設で一般的に行われているリハビリは手足への対症療法的な運動療法であり、これで

はマヒの原因である脳神経の損傷に対する根本的な療法につながらないからである。 

 皮膚は身体全体一様な組織なのでケガをしても自然に再生するが、脳神経はそれぞれ特

有の役割をもっているため自然治癒的に再生することはない。したがって、再生医療の研

究が進み脳神経の再生が可能になるまでは、代替神経回路の構築によって運動を取り戻す

しかない。脳神経が壊死すると周辺の神経細胞が代替神経を形成しようとしてすぐに伸び

始めることは確認されているが、放っておいても自然に代替神経が形成されるというわけ

にはいかない。代替神経回路を構築するには、脳に働きかけて身体と脳に運動を再学習さ

せることによって構築を促す必要がある。脳に働きかけるリハビリは患者本人がその気な

ってやるしかない手法であり、それが患者自身でプログラミングして行うセルフリハビリ

である。セルフリハビリでは、自分の身体を自分で治そうとする気持ちで自身の運動感覚

を磨くことが最も大切なことである。 

 具体的には、脳をだます方法を用いて健全側の誘導で左右同時に動かしたり、失くした

運動を一部に含むような他の運動を見つけてその要領を再現できないかなどと自分で工夫

したりして、常に脳を意識しながら身体を動かすことである。療法士の指導やアドバイス

の中あるいは自分の発想で“これは効きそうだ”と感じたことは、絶対に効果がある。そ

れを信じて成果が出るまで自主トレに励み、わずかでも成果が見られたら思いきり喜んで

達成感を味わう。セルフリハビリで一度達成感を味わうと、モチベーションが高まりさら

に次の達成感が得られるという好循環が生まれる。これを繰り返していると、ついには代

替神経回路が構築されて失った運動感覚が蘇ってくる。 

 

〔脳に働きかけるセルフリハビリで得た新知見 （小園）〕 

(1) リハビリ界の常識となっているマヒ回復の６か月限界説は従来型リハビリ手法の限界

であり、マヒの本質的な限界ではない。  

(2) 脳に働きかけるセルフリハビリには、経時的限界はない。  

(3) 代替神経回路の構築を示す現象が確認された。  

・手のリハビリはやっていないのに３年３か月後（右手マヒ発症から 10 年３か月後）

突然手の運動感覚（物を投げたり転がしたりする方向性と距離感）が蘇り、3 年 6 か

月後（右手マヒ発症から 10 年 6 か月後）突然小さな字が書けるようになる。 

・3 年 9 か月後突然歩くときのヒザの曲げと体重移動が自動化される。 

 



 

第８回 運動機能マヒとリハビリ その２ リハビリを楽しむ極意と利点 

 

≪従来のリハビリはなぜつらくてむなしいのか？≫                

・施設が組んだプログラムをやらされるから  

 ・目前の目標も期待される効果もわからず、先が見えないから  

・できないことばかりを考えるから（マイナス思考） 

・わずかな改善があっても見ようともせず、見逃すから 

≪脳に働きけるセルフリハビリはなぜ楽しいのか？≫ 

 ・新たにできるようになったこととそれを少し伸ばすことだけを考えるから（プラス思考） 

・未知への挑戦だから  

 ・自分で組んだプログラムだから  

 ・達成できそうな短期目標を立てるから  

 ・毎日続けるから（⇔ 楽しいから続けられる）  

 ・新しい発見や改善が見え、達成感が味わえるから  

・達成感を味わうとさらに楽しくなり、またやる気が出るから 

 ・わずかな改善でも家族が喜んでくれるから  

 ・知人にリハビリは楽しいよと話すことによって自分自身が洗脳されるから  

楽しくやるリハビリの利点 

 ・リハビリ効果が高まる 〔つらいだけのリハビリは効果が薄い〕 

・脳を喜ばす 

・本人が楽しく、楽に続けられる  

・家族の気持ちが楽になる  

脳を褒めることの効果 

・改善があって褒められるとその回路が活性化し、さらにリハビリ効果を高める  

・やる気物質であるドーパミンが出て次の目標へのモチベーション(やる気）を高める 

  （脳を褒める方法） 

本人 --- わずかな改善も見逃さず思いきり喜んで達成感を味わう 

療法士、家族等 --- わずかな改善でも見られたら認め、褒め、ともに喜ぶ 

効果的なリハビリのキーポイント  

 ・諦めないだけでは進展なし、諦めずに何をやるかが重要  

 ・受け身ではなく自らの強い意志によるリハビリをやること 

 ・失くした運動の要領を自らの身体と脳に再学習させる工夫をすること 

 ・やろうと決めたことは楽しく、継続すること  

 ・わずかな成果でも大きく達成感を味わう（＝脳を喜ばす）こと  

 ・すべてのことに感謝の気持ちをもつこと  

 



 

第 9 回 意外な脳の活動 

（１）身体を動かそうと意図したときには脳はすでにその準備を始めている 

 

 私たちの身体の動きのほとんどは、無意識の中で行われている。たとえば窓の外で何か

音がすると瞬間的に窓の方を見るように、視覚や聴覚などからの刺激によって本人の意図

とは関係なく自動的に身体は動く。 

 一方、意図的に手を動かそうと思って動かした場合には、「自分の自由意志で動かした」

と思っていないだろうか？ 実は、本人が「動かそう」と意図したときには脳はすでに運

動前野というところで動かす準備を始めているそうである。0.5～１秒も前に。最近の研究

によれば、７秒も前に準備が始まっている場合もあるという。運動前野で手を動かすため

の「準備」がまず始まり、準備が整っていよいよ動かせるぞとなったときに私たちの心に

「手を動かそう」という意識が生まれることがわかっている。つまり「動かそう」と思っ

たときには、すでに脳は動くつもりでいて、とっくに準備を始めているのである。運動前

野は「動かしたくなる」という運動の意図（自由意志）を生み出す中枢の脳回路であり、

意志が生まれるより前に運動前野が活動し、運動前野が活動すると次に運動野が活動して

身体が動く、という仕組みになっている。 

ジャンケンでグーをだすか、チョキをだすか、パーをだすか、直前に自分の意志で決め

て出していると思っていないだろうか？ あるいはアミダクジでどれを引こうかと迷った

挙句、これにしようと決断するのは自分の意志だと思っていないだろうか？ どれを選択

するかの根拠はなく、直前の直感みたいなものが決め手になっている。この直感は、脳回

路の“ゆらぎ”に支配されているようである。ゆらぎとは細胞膜のイオンのたまり具合に

よる脳の自発活動の変化のことで、イオンの量はいつもゆらいでいてたくさん溜まってい

るときとそうでもないときを自然に繰り返してお 

り、その瞬間の脳のゆらぎ（イオンの溜まり具合） 

によって直感の内容が変わってくる。つまり、ど 

れを選択するかが決まってくるという。 

 右図を見て最初に何が見えるだろうか。壺？ 

人の顔？ じっと見続けていると、壺になったり 

顔になったりする。これが脳のゆらぎである。ゴ 

ルフのパッティング時も、このゆらぎによって成 

功するか失敗するかが決まるという（ただしベテ 

ランの場合に限る）。                    ルビンの壺 

（池谷裕二：単純な脳、複雑な「私」） 

 

  

 



第 10 回 （号外編）脳出血まひ、回復の「道」判明 リハビリ積むと代替神経 

―朝日新聞デジタル 2016 年 1 月 14 日(木)配信、1月 14日 プレスリリースより抜粋、改編― 

 

 

 

リハビリで変化する神経の経路  

 脳卒中後のリハビリテーションは運動機能の回復にとって重要である。これまでに、脳卒中後

に集中的にリハビリテーションを行うことで、神経細胞の突起の伸びが良くなる事などが報告され

ていた。しかし、リハビリテーションによる神経回路の変化と運動機能の回復との間に因果関係

があるかに関しては解明されていなかった。 

今回、脳出血によるまひがリハビリで改善するメカニズムを、生理学研究所（愛知県岡

崎市）と名古屋市立大学の研究チームが動物実験で明らかにした。傷ついた神経に代わり

別の神経が新たな経路を作っていた。研究成果は１３日付の米科学誌（「Journal of 

Neuroscience」 2016年 1月 13日号）に掲載された。 

 大脳の運動野からの命令は神経回路で脊髄（せきずい）を経由し手足に伝わる。この神

経回路が脳出血で遮断されると、まひが生じる。研究チームはラットで実験。まひした前

脚を強制的に使わせるリハビリを１週間した結果、脳の運動野から、脳幹の「赤核」と呼

ばれる場所（進化的に古い脳幹部に存在し、運動に関わる神経核）へ神経が複数伸びている

ことが確認された。 

 まひした前脚で台に載せたえさを取れるか実験したところ、成功率はリハビリをしない

と１９％。リハビリをしたラットでは４８％になったが、赤核を通るルートを遮断すると

１８％まで下がった。このことから、脳が赤核へのバイパスを作ることで神経回路を補強

したと考えられるという。 

 

 研究チームの生理研・伊佐正教授は、「今回の研究で、これまで明らかになっていなかっ

た、リハビリテーションによる神経回路の変化と運動機能の回復との間の因果関係を証明

できました。より効果的なリハビリテーション法の開発につながる成果だと期待できます。」

と話している。 
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http://rdsig.yahoo.co.jp/RV=1/RU=aHR0cDovL2hlYWRsaW5lcy55YWhvby5jby5qcC9obD9hPTIwMTYwMTE0LTAwMDAwMDE2LWFzYWhpLXNjaS52aWV3LTAwMA--;_ylt=A2RhPapQ.JZW8QQA3Wgvl.Z7


（脳の特性 号外編付属資料） 

脳に働きかけるセルフリハビリで得られた学説・常識を覆す成果 （小園） 
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動
機
能
の
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化

左足首自由に

（従来型リハビリ
による回復限界）

（以後歩行訓練に専念）

 

左足首自由に：自力では屈伸できなかった左足首が右足の誘導で同時に動かす「だましの

テクニック」により 1 年 9 か月後自由に動くようになった。 

違和感のない作った歩き：両側マヒ後歩き方を忘れて“違和感のない歩き方が本来の歩き

に近い”という仮説を立ててリハビリを行い、発症から 2 年後に突然違和感のない歩

きが作り出された。以後「作った歩き」から「自然な歩き」への改善に向けた新たな

歩行訓練に専念。 

手の運動感覚：とくに手のリハビリはやっていないのに、3 年 3 か月後（右半身マヒから

10 年 3 か月後）突然手の運動感覚（投げたり転がしたりする方向性と距離感）が蘇っ

た。 

小さな文字書き：文字書きの練習はやっていないのに、3 年 6 か月後（右半身マヒから 10

年 6 か月後）突然小さな文字とメモがきれいに書けるようになった。 

ヒザの曲げと体重移動自動化：作った歩きは一歩一歩すべての動作を考え確認しなければ

歩けなかったが、3 年 9 か月後突然ヒザの曲げと体重移動が意識せずにできるように

なった。 

手の運動感覚と小さな文字書きの復活およびヒザの曲げと体重移動の自動化という

3 つの画期的な変化は、まるで電気配線がつながるように突然起こり、損傷した運動

神経に代わる代替神経回路が構築された証であるとしか考えられない。 

自然な歩きの基本形発見：6 年後自然な普通の歩き方の基本形を見出し、その歩き方のコ

ツを身体と脳に学習してもらうために特訓中。からだも脳もますます進化している。 

 



第 11 回 意外な脳の活動 

（２）やる気―モチベーションはどうやって高めるのか？― 

 

 人間の脳は、生きている限り常に学習し続けている。眠っているときでさえも脳は休ま

ず活動し続けている。常に働き、次々と新しい体験を蓄積していくが、意欲がなければ知

識も体験も活かされず、自分で自分の可能性をつぶしていくことになる。意欲さえあれば

自分の限界は広がっていき、さらに知識や体験が増していく。そのモチベーションはどう

すれば高められるのであろうか？ 

（１）外発的動機づけ（報酬を与える方法） 

 モチベーションを高めるために報酬を用いる方法は、日常生活でもよく行われている。

「今度の試験でいい成績を取ったら○○を買ってあげるよ」とごほうびを提示すると学習

意欲を燃やすように、報酬でつる方法は心理学で外発的動機づけと呼ばれている。動物は

成功報酬としてエサを与えればある程度芸を覚えるが、外発的動機がなければまったく学

習しなくなる。 

 報酬は目に見えるごほうびである必要はない。最近はやりの「褒めて育てる」方法のよ

うに、褒めることは心地よさを感じる脳部位「報酬系」に働きかけることになり、外発的

動機づけになる。報酬系を喜ばすと快楽を生み出す神経伝達物質ドーパミンが分泌され、

さらに意欲が増してくる。 

人から褒められなくても、何かをやり遂げたという達成感も外発的動機となる。目標を

達成したときの感激・感動は十分な報酬である。目標を高くし過ぎると、達成できずにむ

しろ挫折を味わうことにもなりかねない。最終目標以外に達成できそうな小さな目標を掲

げ、その都度やり遂げて何度も達成感を味わうことの方が効果的である。 

（２）作業興奮（脳の神経細胞の活性化） 

脳が身体をコントロールしているが、身体があってこその脳でもある。やる気になれな

くてもまず始めてみると、身体を実際に動かしてみることによって脳がしだいに活性化

し、やる気が出てのめり込んでいく、ということがある。これは脳の神経細胞を活性化さ

せる作業興奮といわれる。しぶしぶでも、まず取り掛かってみることである。そうすれ

ば、しだいに脳がやる気を出させてくれるものである。 

脳には感情の影響を大きく受ける情動系という部分があり、前向きに生きている人とそ

うではない人の脳の状態はまったく異なっている。前向きに生きている人の脳は、前向き

に生きる意欲に満ちた状態になっている。はつらつとしようと思うだけで、歩き方までは

つらつとなるものである。何も根拠がなくても「やればできる」、「自分は必ずできる」と

勝手に思い込むと、自信をもっている脳の状態ができあがるようである。 

           （参考図書 池谷裕二：脳は何かと言い訳する、 茂木健一郎：感動する脳） 

 

 

 

 



第 12 回 意外な脳の活動 

（３）幸せ脳 

 

 幸せとはどういう状態をさすのだろうか？ 基本的には心の中に怒りや悲しみなどの不

快な感情がなく、穏やかで安らいでいるときに幸せを感じるものである。しかし、多くの

人にとってただ安らいでいるだけの幸せで十分とは言い切れない。人を愛する気持ちや人

から愛されること、社会や人のために尽くして得る満足感など、他者とのかかわりで良好

な関係が生まれたとき、大きな幸福感が生まれる。また、ある目標に向かって辛抱し、努

力し、知恵を絞り、その課題を克服したとき、人は達成感という形の大きな幸せを感じる。 

 生きがいも幸せの形の一つである。生きがいを感じやすい人と感じにくい人の脳回路に

は、微妙な違いがあることがわかっている。生きがいを感じやすい人は、脳の中にセロト

ニンという物質が大量に作られているのに対し、生きがいを感じにくい人はセロトニンの

量が少ないという。セロトニンは脳全体をコントロールしてバランスを整え、意識や元気

のレベルを調整する働きをし、リラックスしているけれど集中力はあるという落ち着いた

脳の状態を作り出す。セロトニン神経は日光の刺激で容易に活性化させることができるが、

過度の刺激は逆効果になるようで 1 日に 15 分から 20 分浴びれば十分だそうである。セロ

トニン脳を維持するため、毎日わずかでも日光浴を心掛けたい。 

 また、幸福感は年齢とともにどう変化するかを調べたアメリカの研究結果によれば、20

歳以前まで高かった幸福感は 20 代で一気に落ち込み、40 代から 50 代前半ごろまでが最

低迷期となり、これを過ぎると回復し始め、調査した 85 歳の範囲まで徐々に上昇したとい

う。このことから、ハッピーライフのピークは老年期であるといえそうである。 

 嫌悪感や動揺を示す「ネガティブバイアス」という特性も、年齢とともに減っていくよ

うである。不快な写真を見たときの反応を調べた実験で、嫌悪感は若い人ほど強く年齢と

ともに薄れていくという結果が得られている。高齢者ほど感情的に健全で、とくに伴侶を

失ったとか重病を患った経験のある人ほどネガティブバイアスの傾向は弱かったという。

感情をつかさどる偏桃体という脳部分は一般には恐怖や不安などのマイナス感情に関与す

ると考えられているが、高齢者の場合偏桃体はむしろ好ましい感情を生み出しているよう

である。このように高齢になると悪感情が減っていくという一見好ましい傾向にあるとい

えるが、反面高齢者が詐欺にかかりやすい原因の一つになるとも考えられ、危機管理の観

点からは必ずしも歓迎すべきことではないかもしれない。 

（参考図書 久恒辰博：「幸せ脳は」自分でつくる、 有田秀穂、中川一郎：「セロトニン脳」健康法、 

     池谷裕二：脳には妙なクセがある） 

 

 

 

 

 

 



第 13 回 意外な脳の活動 

（４）共感する 

 

脳にはミラーニューロンと呼ばれる神経細胞がある。鏡に映したように、他人の動作をそっ

くりそのまま自分の動作に置き換えて反応するニューロンで、言語など生活習慣の習得に欠か

せない模倣学習に役立っている。あくびがうつる、笑っている人を見るとこちらまで笑えてく

る、泣いている人を見るとこちらまで泣けてくる、誰かがトイレに立つとこちらまでもよおし

てくる、といった反応もミラーニューロンの活動によるものである。 

他人の喜びや悲しみを共有し、共感・共鳴できるのもこのミラーニューロンの働きによって

いる。他人に対する共感は、相手の考えをよりよく理解し、喜びや悲しみを共有するなど、対

人関係を良好に保つための重要な役割を担っている。友人がつらい表情をしているとき、相手

が「つらい思いをしているのだ」ということがわかるだけでなく、自分もつらい感情をもつの

がこれである。家族や知人の喜びを自分に置き換えて歓喜し、悲しみを共有すると本当に心が

痛んでくる。共感される側も喜びはさらに大きくなり、悲しみは和らげられる。女性のほうが

生まれながらに共感能力が高いといわれている。 

 私の長年のリハビリ生活の中で、大きな運動機能の改善があると飛び上がらんばかりに喜び

同時にそれを妻に話すと妻は自分のことのように喜んでくれ、その夜は少量のワインで乾杯す

るのが常となっている。この妻からの共感がリハビリでの達成感に伴う感動をさらに増幅し、

明日のリハビリへのモチベーションを高める最大のエネルギーになっている。自分の感動を話

しても「あ、そう」とか「フン」と一蹴されると、途端に気持ちは萎えてしまい、高まろうと

したモチベーションも一瞬にして壊れてしまうであろう。それほどに共感は人の心に大きな影

響を与えるものである。 

 共感という活動は、他人に対する深い思いやりや温かい感情を備えた豊かな人間性を育んで

くれる。共感する気持ちがなければ、対人関係は殺伐としたものになるに違いない。ミラーニ

ューロンはまさに幸せ脳の根源であるといえるかもしれない。幸せが遠ざかったり崩れたりし

たときには、脳の中でこのニューロンの機能が著しく低下していたりストレスによって傷つい

ている可能性があるといわれている。ニューロンは再生しないというのが通説であったが、通

説どおりだといったん失くした幸せ感は永久に戻ってこなくなる。幸いにも、最近の脳科学研

究の進歩によって成人になっても記憶にかかわる海馬の歯状回という部位でニューロンは

次々と生み出されることがわかってきた。穏やかに暮らしていれば、薄れた共感もやがて蘇り、

幸せ感も満ちてくるに違いない。 

（参考図書 久恒辰博：「幸せ脳」は自分でつくる） 

 

 

 

 

 

 



第 14 回 意外な脳の活動 

（５）物忘れと記憶 

 物忘れには良性と悪性がある。メガネを取りに居間に行き、何をしに来たのか忘れてま

た元の所に戻り“あっメガネだ！”と思い出すような経験はだれにでもあることで、これ

は良性の物忘れである。悪性になると、居間に行き、目的があって来たことさえ忘れて別

なことをし始める。良性の場合はド忘れしているだけで記憶は脳に残っているが、記憶が

脳から消え去ってしまうのは悪性で、認知症を疑わなければならない。また、人の名前が

なかなか出てこなくてボケが始まったのではないかと思いがちであるが、記憶の引き出し

から引き出すのに時間がかかるだけのことであって、認知症の心配はないと考えられてい

る。一般に高齢になるほど知人や有名人など記憶量が膨大になり、記憶量が増えた分だけ

思い出すのに時間がかかることがその最大の理由としてあげられている。 

ド忘れしたことは無理に思い出そうとするから思い出せないもののようで、他のことを

しているときにふっと思い出すことはよくある。だからといって、そのうち思い出せるか

らと簡単に思い出すことをやめてしまっていると、ド忘れはなくならない。記憶は繰り返

すことで強化され、思い出そうとすることで強化されるので、思い出そうとする努力はし

なければならない。覚えたことを思い出すためには手掛かりが有効で、覚えたときの気分

や状況を思い出すことから始めるといいらしい。また、同じ場所では単調になってしまう

ので、時間や場所を変えてみるのも有効な手段になる。違うことをしていてふっと思い出

すのはこの効果のようである。 

不思議なのはそのあとである。ド忘れしていることをふっと思い出したり家族に尋ねた

りして答えが出たとき、とっさに「あっそうだ！」とそれが正解だとわかるのはどうして

なのであろうか？ 脳の中のどこかで最初から何が正解かわかっているとしか考えられな

いが、答えを探している自分と正解が何かを知っている自分、矛盾したふたりの自分が脳

の中に同時に存在しているというのは不思議でならない。この詳しいメカニズムはまだわ

かっていないようである。 

試験勉強をしたあと眠ると記憶が消えてしまうと思っている人が多いが、眠った場合の

ほうが試験結果は良好であるというデータもあり、記憶に関する考え方も変わりつつある。

記憶には、覚えてもすぐに忘れる短期記憶と覚えては忘れまた覚えるということを繰り返

していくうちに忘れられなくなる長期記憶がある。睡眠中に脳は記憶を整理して海馬に蓄

えられた短期記憶を前頭葉の長期記憶に移していくという作業を行うらしく、学習したあ

とすぐに眠ると学習促進の効果があるようである。また、眠らなくても目を閉じてリラッ

クスするだけでも睡眠と同じ効果が出たという論文もあるが、覚睡状態では雑念も多く、

十分な学習促進効果は得られないと思われる。 

 

 

 

 

 



第 15 回 意外な脳の活動 

（６）あいまいな記憶とその効用 

 

 脳は精巧なコンピュータと考えられるが、演算処理能力や精密さ、正確さではコンピュ

ータに遠く及ばない。コンピュータの仕組みは 1 か 0 つまりイエスかノーの組み合わせに

よるデジタル処理であり、メモリーには正確な情報が記憶されいったんメモリーに入れた

情報は引き出しさえ間違わなければ瞬時に正確に引き出すことができる。これらの特徴は、

科学的研究や防犯のためのセキュリティー、犯罪の認定などにおける同定（同一であると

いう判定）作業にきわめて有効である。反面、コンピュータはアナログ的なあいまいさが

不得意で、あいまいなことを処理する場合にはファジー理論という複雑な技術が必要とな

る。 

ヒトの脳もコンピュータと同じく電気信号によって活動しているが、記憶した情報を引

き出すのに時間がかかり、なかなか引き出しが見つからなかったり誤った情報を引き出さ

したり、最悪の場合情報が消えてしまうこともあり得る。コンピュータとの大きな違いで

最も特徴的なことは、あいまいな記憶が得意なことである。ある人を記憶する場合、写真

に撮ったかのように正確に記憶しても利用価値はまったくない。次に会ったときに、同じ

服装で同じ角度から見なければ記憶と一致せず同一人であるとは認定できないからである。

実際には、髪形や服装が変わっても、横から見ても後姿からもその人であると想像できる。

そのためには見たものそのものの正確な記億ではなく、そこに共通している特徴を無意識

に選び出した漠然としたあいまいな記憶が必要である。字を書くのがうまい人もいればへ

たな人もいる。へたな人が書いた字でも読めるのは、文字に共通した特徴を選んで記憶し

ているからである。 

 記憶があいまいであることは、応用という観点から重要なポイントである。ヒトの記憶

は他の動物に例を見ないほどあいまいでいい加減であるが、それこそがヒトの臨機応変な

適応力の源となっている。そのあいまい性を確保するためには、特徴を抽出するためにゆ

っくり学習することが必要である。 

また、脳の中の記憶はコンピュータのデータのようにそっくりそのまま保管されている

のではなく、あいまいで柔らかい方法で蓄えられているため、記憶が呼び出されるときに

その内容が書き換わってしまうこともある。情報はきちんと保管され正確に読みだされる

のではなく、思い出すときに再構築され記憶の内容は組み変わって新しいものになる。記

憶は生まれては変わり生まれては変わる、という行程を繰り返してどんどん変化していく

ものである。 

 

 

 

 

 

 



第 16 回 意外な脳の活動  

（７）アルコールの功罪 

 

 酒は百薬の長ともいわれるが、アメリカのデータによれば死亡率を高める日常生活の要

因としてタバコ、肥満に続き、アルコールが第 3 位に入っている。にもかかわらず、酒は

多幸感をもたらし、緊張感を解きほぐし、ストレスや不安を減らすことによって「脱抑制」

をもたらすため、人は酒を好む。その脳内メカニズムを調べるため、アルコールを静脈内

注射し、アルコールを摂取したときの脳の反応を MRI で測定する実験を行ったアメリカ国

立衛生研究所によれば、目立った反応を見せる脳部位のひとつに線条体があったという。

この辺りは快感を生み出す部位で、報酬系と呼ばれる部位である。「飲む」ことによってう

まい酒を舌で味わって快楽と感じるだけでなく、注射しても脳は快楽という反応を示すよ

うである。アルコールという化学物質は、脳の報酬系を活性化して多幸感ひいては習慣性

を引き起こす。この意味では、“すべての乱用ドラッグは線条体を活性化する”という「ク

ープ説」がアルコールにも当てはまるといえる。通常、「恐怖におののく表情」をした顔写

真を見ると偏桃体や帯状皮質などの不安情動に関係する脳部位が活性化することが知られ

ているが、同研究所の研究によればアルコールを投与した人では脳に強い不安反応が生じ

なかったという。酒を飲んだときの「でっかくなった気分」や「大胆な高揚感」はこのた

めと思われる。飲んで楽しくなるだけならいいが、飲酒運転がなくならないのもここに原

因があるようである。 

 一方、和歌山県立医科大学では、ストレスがかかると活性化するある遺伝子に着目して

酒によるストレス発散効果を調べている。ネズミにアルコールを飲ませたところ、大脳皮

質にあるこの遺伝子はストレスを受けても活動は生じず、意識の上ではアルコールはスト

レスを軽減しているように思われるが、視床下部にあるこの遺伝子は通常通り活性化した

という。視床下部の活動は意識に上らないため自覚されないが、ここは体のストレスを生

み出す脳部位である。つまり、アルコールを飲むことによってストレスを発散した気にな

っているだけで、身体は依然としてストレスを感じ続けていることになる。酒は本当の意

味でのストレス回避にはなっていないのである。 

 また、嫌なことを忘れたいと思って飲む酒もあるが、マウスの実験ではアルコールを飲

むと「嫌な記憶」はかえって強化されてしまうという。酒を飲みながら愚痴をこぼすと、

嫌な記憶が薄らぐどころか逆に強化されてしまうこともあると考えられる。 

（参考図書 池谷裕二：脳には妙なクセがある；脳はなにかと言い訳する） 

 

酒はほどほどに、楽しく飲むべし。 

 

 

 

 

 



第 17 回 意外な脳の活動  

（8）ネガティブ脳とそこからの脱却 

 

 人は常に意欲と希望をもって日々前向きな気持ちで生きること、そういう生き方を心が

けることが大切である。しかし、プラス思考がよいことはわかっていても現実にはそれが

なかなかできないものである。不慮の病に襲われたり、物事がうまくいかず自信をなくし

たり、将来に対して不安になったり、自分を情けなく思ったり、幸せそうな他人を見て妬

みを感じたりする。そういうマイナスの感情はだれにでもあり、それらがかえってパワー

の源になることもある。気をつけなければならないのは、マイナスの感情ばかりに目を向

けていると、やがてはそこから抜け出せなくなってしまうことである。脳卒中を患い後遺

症を抱えると、ついマイナス思考になってしまう。リハビリをやっても大きな成果は見ら

れず、半年を過ぎるともうこれ以上は治らないとセラピストから宣告を受ける。将来を悲

観し、ずるずるとうつ病に陥ってしまう。こういう脳卒中患者が全体の７割もいるという。 

 脳のメカニズムとして、神経回路は使えば使うほど強化される。得意なことはやればや

るほど上達する。同じようにネガティブなことでも学習してしまう。いつもクヨクヨして

いるとクヨクヨすることが得意となり、さらにクヨクヨすることが強化される。プラス思

考に慣れている人はますますポジティブになっていくが、マイナス思考を続けていると負

のスパイラルに陥りそこから抜け出せなくなりネガティブな感情から逃れられなくなる。

マイナス思考からプラス思考に変わりたいと思うなら、脳のシステムとはそういうもので

あることをまず認識しておくことが肝要である。 

 負のスパイラルから抜け出すには、ネガティブな感情を上回るほどのポジティブな感情

を脳の中に送り込み、ネガティブな感情の占める割合を減らしていけばよい。突然抱え込

んだ後遺症はとてつもなくつらいものである。リハビリも先が見えずむなしい。この感覚

は本人にしかわからない。思い悩んで改善するものなら悩む価値があるが、悩むだけでは

決して元には戻らない。改善につながらないなら、悩むだけ無駄である。本人もつらいが、

そばにいながら何も改善させることができない家族は別な意味でもっとつらい思いをして

いるかもしれない。病気になったことは不幸でも、“死なずにすんだ、この程度ですんだ”

と思えば不幸中の幸いを幸運と感じられ感謝の気持ちさえ生じる。病気になったことを消

すことはできない。それなら、現状を受け入れ、いつか改善されることを期待して効果が

あると信じたリハビリを楽しく続けることである。こうすることが本人だけでなく、家族

をも楽な気持ちにさせる唯一の方法である。続けていれば、完全には元に戻らなくても改

善される日は必ず来る。リハビリの大敵はマイナス思考、最大の味方はプラス思考である。 

（参考図書 茂木健一郎：感動する脳） 

 

「足を折っても片足でよかった。両足を折っても首でなくてよかった。」 

（ユダヤ人の考え方） 

 

 



第 18 回 意外な脳の活動  

（9）笑顔をつくると楽しくなる 

 

 笑顔は、それを見る人を楽しくさせるだけではなく、笑顔を作る人にとってもよい心理

効果があることが明らかになってきた。笑顔の効果は古くから心理学的に調べられており、

楽しい感情には問題解決を容易にしたり、記憶力を高めたり、集中力を高めたりする効果

があると報告されている。 

 図の女性は箸を口にくわえている。左は箸   

を横にして歯で噛んでおり、右は縦にして唇 

で挟んでいる。箸を横にくわえると表情筋の 

使い方が笑顔と似ている。笑っているわけで 

はないが、笑顔に似た表情になる。一方、縦 

にくわえると、沈鬱な表情になる。ドイツの 

ミュンテ博士らは、笑顔に似た表情を作ると 

ドーパミン系の神経活動が活発になることを 

見出している。ドーパミンは脳の報酬系つま 

り「快楽」に関係した神経物質であることを考えると、楽しいから笑顔を作るというより

笑顔を作ると楽しくなるという逆因果が脳にはあることがわかる。全国各地に笑い講があ

ることから、古くから経験的にこの効果が期待されているといえる。実際、図のような二

つの表情を作ってマンガを読み、マンガの面白さに点数をつけていくと、同じマンガであ

っても箸を横にくわえた方が高得点になるらしい。 

 さらに次の単語を「楽しい」と「悲しい」のどちらの感情に属するかを分類してみる。 

  （おいしい 死 親切 ほめる 負ける 笑う 失敗 暗闇 遊園地 ・・・） 

箸を横にくわえると、楽しい単語を「楽しい単語だ」と判断するまでの時間が、悲しい単

語を「悲しい単語だ」と判断する時間より短くなることがわかったという。つまり、笑顔

は楽しいものを見出す能力を高めてくれるといえる。 

 赤ちゃんに微笑みかけると、笑顔で返してくる。この事実からもわかるように、ヒトは

相手のしぐさを真似する癖がある。相手がコーヒーを飲むと、つい自分もカップに手を伸

ばす。表情から感情を読むときも、たとえば笑顔をしている相手を見たら自分も無意識の

うちにその表情をわずかに真似してみる。すると、笑顔の効果で自分の感情が楽しくなり、

「真似したら楽しくなった。ということは、相手は楽しかったのか。」と、そんな推論を重

ねて、相手の感情を読んでいるわけである。 

（参考図書 池谷裕二：脳には妙なクセがある） 

 

他人はそんなに楽しくしてはくれない。自分の楽しみは自分で見つけよう！ 

 

 

 

 

笑顔に似た表情を作るには（池谷） 



第 19 回 意外な脳の活動  

（10）悲しいから涙が出るのではない 

 

 ヒトは楽しいと笑い、悲しいと涙が出るものだと思っていたが、脳の仕組みはそうでは

ないようである。前節の「楽しいから笑顔を作るというより、笑顔を作ると楽しくなる」

という意外性と同じように、私たちの脳には「悲しいから涙が出るのではない」という意

外な特性があることが最近わかってきた。 

 最も原始的な人の感情は「恐怖」である。動物は危険なものを避けて生きていくために、

「喜び」や「悲しみ」よりもまず「恐怖」という感情を作り上げたと考えられている。「恐

怖」の感情を生み出すのは脳の中の扁桃体という部分である。そこが活動すると動物は「こ

わい」と感じるが、この「こわい」という感情は扁桃体ではなく大脳皮質で生まれる。扁

桃体そのものには感情はなく、扁桃体が活動し、その情報が大脳皮質に送られて初めてそ

こで「こわい」という感情が生まれるのである。これとは別経路で、過去のこわい場所や

こわいものの体験をもとにして扁桃体が活動するだけで危険からの回避行動をとるように

なっている。 

同様に、「悲しみ」を感じさせる源になる神経細胞があって、そこが活動すると涙が出る

という脳部位に情報が送られる。その涙の経路と「悲しい」という感情には直接の関係は

ないようである。つまり、悲しいという感情が涙を誘発しているのではなく、悲しみを感

じさせる神経細胞が活動すると大脳皮質で悲しいと感じると同時に別経路で涙を出させる

ものと考えられる。 

日常生活の中で楽しいことやおもしろいことがあれば笑い、悲しい出来事があると泣き、

映画やテレビで悲しい場面を観ても泣けてくる。そんなことからヒトは楽しいから笑い、

悲しいから泣く、と単純に思われているが、脳の中では感情と行動は別個の活動であり、

同じ源から別回路で送られた情報によってそれぞれ生み出されるという複雑な経路をたど

ることが示されている。うれしくても泣き、感動の涙を流すことからも、悲しいから涙が

出るという単純なものではないことがわかる。 

 「楽しい」とか「こわい」、「悲しい」といった感情は言葉によって生み出されたもので

あり、その感情をおもてに出せる表情筋が発達しているのは人間だけである。まだ言葉を

発することができない赤ちゃんも、笑顔を作り、泣くこともできる。これで感情や欲求を

発信している。笑顔は「今の状態で満足だよ」という母親へのサインであり、泣くのは悲

しいからではなく泣くことによってしか表現できない「おっぱいがほしい」「眠い」という

ような欲求の表れである。 

（参考図書 池谷裕二：進化しすぎた脳） 

 

 

 

 

 



第 20 回 左脳と右脳の違い 

 

 左脳と右脳にはそれぞれ役割分担があり、左脳＝言語脳、右脳＝イメージ脳といわれてい

る。特徴的な役割は以下のようである。 

 左脳・・・論理的思考をつかさどり、合理的、理性的、科学的 

言語、文字、記号、計算などを処理する。 

右脳・・・ひらめき、創造的、柔軟性、感情、芸術 

音楽、図形、絵画、立体、パターン認識などを得意とする。 

言語の中で、母国語は左脳、成長後に学んだ外国語は右脳に入ると通常言われている。

外国語は音楽や雑音と同じ右脳で扱われるため雑音の中で外国語を聞き取るのは難しいが、

母国語は音楽を聴きながらでも雑音の中でも聞き分けられる。しかし、日本語には漢字が

あり、異口同音の文字や熟語が種々あって音だけでは判別しがたく、右脳での状況や情景

判断が必要なため、日本語に限って左右の脳を使うという説がある。左脳と右脳の間には

脳梁という組織があり、これを介して情報の交換を行う。 

人には利き腕と同様「利き脳」がある。腕を組んでみたとき、どちらの腕が上にくるか

で、その人の利き脳、つまり左右のうちよく使っている脳がわかるらしい。右腕が上にく

る人は左脳の働きがよく、論理的で判断力に優れているタイプ。一方、左腕が上の人は右

脳の働きがよく、直感的で創造力に優れているタイプといわれている。 

脳の左右差については十分な科学的根拠があるわけではなく、血液型と同じようなもの

だという見方もある。左脳のほぼ全面に内出血を起こし左脳の機能をすべて失くした後 8

年かけて完全復活を果たした女性脳科学者テイラー氏は、著書の中で言語と記憶を並べる

機能がまったくなくなり、時間の感覚もなく、周囲と自分を隔てる境界を持つ個体として

自己を認識することができず、流体として宇宙と一体化しているような幸福感に満たされ

たと述べている。また脳卒中によって、左脳がつかさどる判断や分析といった特性が人格

を支配していること、および右脳には心の奥深くにある静かで豊かな感覚と直接結びつく

性質が存在していて、世界に対して平和、愛、歓び、そして同情を表現し続けていること

に気づいたという。 

 脳卒中を起こした場合の左右の脳の違いについて、ラマチャンドラン氏は「左脳に卒中

を起こした患者は、不安や抑うつに陥ったり、回復の見込みについて気をもんだりするこ

とが多い。右脳は左脳に比べて情緒的に不安定な傾向にあり、左脳が損傷を受けたために

右脳が優勢になってあらゆることに悩むようになったからだと思われる。反対に右脳に損

傷を受けた人は、自分の困った立場にまるで無頓着な傾向がある。左脳はあまり動揺しな

いのだ。」と述べている。 

 

（参考文献 V.S.ラマチャンドラン：脳のなかの幽霊、 J.B.テイラー：奇跡の脳） 

  



第 21 回 男脳と女脳の違い 

 

 男女の身体と脳は異なる進化の過程をたどってきた。その起源をたどれば、男は狩りを

し家族を守る、女は木の実などを採り子どもを育てるというそれぞれの役割の違いに端を

発しているようである。男脳と女脳にはさまざまな違いがおもしろおかしくあげられてい

る。育て方による違いという説や解剖学的には大きな性差はないという説もある。 

 

男  脳 女  脳 

論理的 感性的 

社会的な状況に応じて共感回路をオン・オ

フできる 

どんなときにもある程度共感回路が働く 

解析学や幾何学、空間認知に優れる 言語や単純計算に優れる（通訳は圧倒的に

女性が多い） 

ひらめき 直感 

同時並行処理が苦手 方向音痴 

自閉症が多い アルツハイマー病が多い 

テレビのリモコンを独占して、コマーシャ

ルになるとすぐチャンネルを替えたがる 

コマーシャルになっても平気でそのまま観

続ける 

冷蔵庫の中の探し物がへた（視野の範囲が

狭く、頭を動かさないと目に入らない） 

視野の範囲が広く、中の物を一目で見渡せ

る 

洗面台の前にしっかり立ち、ひたすら歯を

磨く（歯ブラシを動かすというひとつのこ

としかできない） 

歯を磨きながら歩き回ったりしゃべったり

できる、もう一方の手で拭き掃除もできる 

話すこと、聞くことを一度にどちらかしか

できない 

複数の話題についてしゃべりながら、同時

に人の話も聞ける 

空間能力に優れる 

車の運転中頭の中で地図を回転させながら 

進む方向を判断できる 

空間能力に劣る 

地図が読めない 

道に迷っても人に尋ねようとしない すぐに人に尋ねる 

ストレスがたまると問題を解決しようとし

て自分自身に話しかけ、黙りこくる 

女友達を相手に悩み事をしゃべって、しゃ

べって、しゃべり続ける 

 

（参考図書 茂木健一郎：感動する脳、 池谷裕二・中村うさぎ：脳はこんなに悩ましい 

                 アラン＆バーバラ・ピーズ：話を聞かない男、地図が読めない女） 

 

 

 



第 22回 アンカリング効果 

 

 「平成 25 年度の喫煙率は 15％より高いか？ 低いか？」と問われると、大体 15％の前

後に違いないと自然に思ってしまう。正解は 32.2％と聞いて意外に高いなと感じる人が多

いと思われるが、提示された 15％という値が‘いかり（アンカー）’のように機能して思考

がそこから大きく外れることができなくなってしまう。これをアンカリングという。我々

はこのアンカリング効果に頻繁にだまされている。 

 たとえば、スーパーの広告で値下げ品を「お一人様 4 個まで」と提示されていると、み

んな 4 個買ってすぐなくなるだろうと思い 4 個もいらないのについ 4 個買ってしまう。消

費者行動の科学的検証で有名なブライアン・ワシンク教授がこのアンカリング効果を実証

している。スーパーで特売のキャンベルスープを実際に販売したのである。 

 当時アメリカでキャンベルスープの正規価格は 89 セントであったが、特売品として 79

セントで売り出し、その広告に 3 つの条件を設定した。「お一人様 4 個まで！」「お一人様

12 個まで！」そして「お一人様お好きなだけ！」という 3 つの条件を別々の日につけて販

売した。その結果、「お好きなだけ！」条件では 73 缶売り上げた。「4 個まで！」条件では、

それが 106 缶までに大幅に伸びた。さらに「12 個まで！」条件では、なんと 188 缶という

驚きの売り上げをたたき出したという。つまり、12 個までという極端に大きい数であって

も、それがアンカリング効果を産み出したのである。 

 姑息な手段を使う業者がこのアンカリング効果を利用すると、10 日あればすみそうな工

事を見積もり段階で 2 週間かかるといえば依頼者はそんなものかと思い込んでしまい、そ

れを 10 日くらいで完了するとよくがんばってくれたと感謝される。一方で、まじめなサラ

リーマンが普通にやれば 5 時間くらいかかりそうな作業を上司に「4 時間で仕上げます」

といって 4 時間で仕上げると、そのときは評価されても次からは 4 時間でやるのが当たり

前になってくる。 

 リハビリ界には「マヒの回復は発症から 6 か月まで、6 か月を過ぎるともうそれ以上の

回復は望めない」という誤った常識があり、医療制度までも 6 か月をリハビリの大きな区

切りとしている。これは従来型リハビリ法の能力限界がもたらしたアンカリングである。

適切なリハビリをやればマヒ自体の回復・改善に限界はなく 6 か月を過ぎても改善を続け

ている事例は多数あるが、6 か月で限界を宣告されて落ち込みあきらめてしまう患者の数

は計り知れない。リハビリがつらくてイヤイヤやってきた患者の中には、これを聞いて「も

うやっても無駄だ」と喜んでやめる人もいるかもしれない。これもまたアンカリングの効

果である。 

 

（参考文献 妹尾武治：脳は、なぜあなたをだますのか） 

  



第 23 回 金持ちと貧乏人、優しくてモラルが高いのはどちらか？ 

 

 金持ちはお金が人生で大事なことがわかって手に入れている可能性が高いから、モラル

が高いのではないか、と考える人がいる一方、金持ちになるほど自分はえらいと思うよう

な嫌な人間になりがちで、貧乏人の方が優しくモラルも高いのではないか、という考え方

もある。 

また、「金持ち喧嘩せず」ということわざがあるように金持ちは無駄な争いはしないと

いうイメージがあり、それは金持ちの方が心にゆとりがありモラルが高いことを意味して

いるように思わる。しかし、データとして証明されてはいないが、飛行機内ではエコノミ

ークラスよりビジネスクラスで乗客のトラブルが多いらしい。 

心理学者妹尾武治氏は著書の中で、カリフォニア大学バークレー校のポーク・ビフらの

ユニークな論文を紹介している。金持ちと貧乏人のどちらが優しいか、モラルが高いかに

ついて、信号のない横断歩道で車が向かってくるタイミングでサクラの歩行者を渡らせよ

うとし、高級車と安い車のどちらが道を譲るかを調べたものである。車種と手入れの状態

から車を 5 段階にランク付けした。BMW やベンツ、ジャガーなどの高級車は上位にラン

クされ、手入れされていないぼろぼろの軽四輪車のような車は下位にランクされた。高級

車の運転者ほど金持ちと近似したのである。 

右図はその結果である。横軸は車のランク 

で、右に行くほど高級車である。（ ）内は 

台数を示している。縦軸は横断者に道を譲ら 

なかった確率である。結果は右肩上がり、つ 

まり車のランクが高いほど歩行者に道を譲ら 

なかったのである。ランクが最も低い車で歩 

行者に道を譲らなかった確率は０％と皆無で 

あったのに対し、最もランクの高い車では

45％も道を譲らなかったという。この結果か

ら金持ちの方が「モラルがない」ということ

になる。ビフらはこの結果の原因として、金

持ちは様々な場で「優先的」に扱われることと関係があると考えている。エコノミークラ

スよりビジネスクラス、ファーストクラスの方が「大事に」「優先的に」扱われる。その

ため金持ちは普段から「優先的」であることを意識し、道を譲るべきところをそうしなか

ったと推論している。 

（参考文献 妹尾武治：脳は、なぜあなたをだますのか） 

 

金持ちであるという自覚のある方はくれぐれもご注意を！ 

 

  

 

（妹尾武治：脳は、なぜあなたをだますのか） 



第 24 回 「ひらめき」と「直感」の違い ―その１― 

 

 「ひらめき」と「直感」は普段の生活の場では同じようなニュアンスで使われている

が、脳科学では明確に区別されている。どちらも「ふと思いつく」という状況は似ている

が、思いついた後の様子がまったく違うという。 

 ひらめきは思いついた後に、その答えの理由を説明することができる。下の問題 1.では

□に入る数字には 2 倍した数字の並びだからという明確な理由がある。一方、直感は本人

にも「ただなんとなく」としか言いようがないあいまいな感覚で、問題 2.のようにどちら

が「リチシャ」か「ムバミ」かと名前を聞かれても根拠は明確ではないがその答えの正し

さが漠然と確信できる。そして重要なこ

とは、直 

感は意外と正しく、単なる「ヤマ勘」 

や「でたらめ」とは決定的に異なる点 

だそうである。脳の部位でいうと、理 

由がわかるひらめきは理屈や論理に基 

づく判断なので大脳皮質、直感は基底 

核（手続き記憶：お箸を無意識で正確 

に操れるというようなやり方の記憶を 

司る）から生まれることがわかってい 

る。直感力は経験に基づくため、年齢 

とともに強くなる。 

 直感があてにならない例もある。目 

の錯覚と数字である。右下図で 2 本の 

棒が同じ長さの組み合わせはどれか。 

① のように見えるが、実は③である。 

また、1 から 10 までを足し算すると 

55 になるが、1 から 10 まで掛けてい 

くといくらになるかと問われると、 

1000 くらいかなと思ってしまうが何と 3,628,800 にもなる。 

 物事を直感的に感じ取る能力を「勘」と呼んでいる。第六感に相当する。盲人が足音だ

けでだれかがわかるとか、野球で放物線状に飛んでくる打球をちょうど落下点で待って捕

球できるような能力である。「女の勘」と言われるように勘は比較的女性が得意とする領

域であるが、スポーツの分野での勘は繰り返し訓練の賜物である。 

 

（参考図書 池谷裕二：単純な脳、複雑な「私」；脳には妙なクセがある） 

  

１. ひらめきで解く問題 

□に入る数字は何か？ 

１ ２ ４ □ 16 32 

２. 直感で解く問題 

次の 2 つの図形に「リチシャ」か「ムバミ」
のどちらかの名前を割り当てよ。 

 

 

 

 

 

①        ②        ③ 



第 25 回 「ひらめき」と「直感」の違い ―その２― 

 

 ひらめきは一部の天才の脳だけに起こるものではない。すべての人間の脳にその種は確

実に存在している。思いもよらない瞬間に不意に創造的な洞察が浮かんだり、眠りかけて

いるときに懸案事項の解決策をふと思いついたりするものである。 

認知神経科学者のジョン・クニオス教授によれば 1）、主に右脳で行われる情報処理とし

て無意識の連想が不意に意識内に浮かび上がってきたときに洞察が生まれ、これに伴い右

脳側頭葉が爆発的な活動を見せるという。 

以下は同教授が提示した家庭や職場で創造的な発想を解き放つためのコツの一部である。 

視野を広げるー広々とした空間は、思考の幅を広げるのに役立つ。窓もなく狭苦しい部

屋では脳が触発されにくく、柔軟な洞察も生まれない。 

心配せずに楽しく生きるー前向きな考え方は、心を開かれた状態にし、より多くのアイ

デアを持つことを可能にする。楽観的な考え方をするのが難しければ、喜びをもたらすよ

うな人や物事について思いを巡らせてみる。 

変化をつけるー変わり映えのしない環境では思考も停滞してしまう。変化をつけるのが

重要だ。 

 ひらめきにも「ひらめきは寝て待て」という面白い特徴があるらしい 2）。３グループの

回答者に超難問を出して、第 1 グループは午前に問題を出して 8 時間後の夕方に答える、

第 2 グループは夜寝る前に問題を見て 8 時間の睡眠の後翌朝起床してすぐに答える、第 3

グループは夜問題を見て一睡もせずに徹夜で考えて 8 時間後に答える、という実験をした

結果、第 1 と第 3 グループはほぼ 20 点で差はなく、第 2 グループだけが 60 点も取ったと

いう。このことから、睡眠は脳や身体をクールダウンするための休息時間では決してなく、

もっと積極的に情報の整理や保管を行うための活動的な行為であるといえる。 

懸案事項について机に向かって一生懸命考えても、解決策はなかなか出てくるものでは

ない。無意識の中に宿題として残るよう懸案事項を確認し、その場を離れて別なことをし

たりリラックスしたりしているとふと解決策がひらめいてくることが多い。私のリハビリ

生活の中で、次の一手となる手法はいつもひらめきが教えてくれた。脳の特性９（ド素人

の脳科学）にみられる運動前野で運動の準備ができて初めてその運動の意思が生まれると

いう機序からも、どうやら無意識の中で「こうしたい」と思うことがあると運動中枢から

「それならこうしてみたら？」という信号が発せられ、その情報を思考中枢で言語化され

たものがひらめきになったのであろうという気がしてならない。 

 

（参考図書 1）Google：認知神経学の現場から、 2）池谷裕二：単純な脳、複雑な「私」） 

  



第 26 回 人の顔など半分しか見ていない 

 

 脳は顔に敏感である。髪形や服装を見なくても、顔だけで男女を見分けることができ

る。ところが、顔全体をじっくり見ているようで、実際には顔の半分しか見ていないらし

い。左側だけである。左側さえ男であれば、右がどうであっても全体を男と思ってしま

う。 

 なぜこんなことが起こるのか？ それは脳の役割分担による。左脳は言語を、右脳はイ

メージや映像を司る傾向が強い。身体については、右半身は左脳が、左半身は右脳が支配

している。したがって、見たものを判断するのは主として左側の視野から右脳に届く情報

である。そのため、スーパーマーケットなどでは、人の流れに対して左側に特売品やセー

ル品を置くと目に留まりやすく販売数も増えるという。 

人の顔を見るときも、主として左側の視野 

で見たものを右脳で判断することになる。つ 

まり、主として顔の右半分しか見ていない。 

「モナリザの微笑み」は (a)、(b)どちらが本 

物だろうか ？ (a)と(b)は同じ絵を反転させ 

たものである。(a)は神妙な顔つきに見え、(b) 

の方が微笑んでいるように見える。それは絵 

の右半分を隠して左半分をみると、よくわか 

る。(b)の口もとが微笑んでいる。(a)では微笑 

んでいる右側（モナリザの左側）の口もとが      (a)              (b) 

隠されて一見神妙な顔つきに見えるが、本物          モナリザの微笑み 

は(a)である。よく見ているとモナリザの左口もとも見えてきて、微笑んでいるように見

えてくる。 

 実生活でも同じことが起きている。他人の顔は、左視野にあたるその人の右半分しか見

ていないそうである。人から見られるのは主として右半分だけである。だから、化粧する

ときに左半分は手を抜いても多少雑でも気づかれにくいといえる。 

 他人を見る場合とは違い、鏡に映った自分を見るときに左視野に入るのは自分の左半分

である。勘違いして左視野にある顔半分を念入りに化粧しても、それは他人には見られな

い左半分なのである。また、脳卒中で右頭頂葉を損傷すると左半側無視という状態が起こ

る。見えないのではなく左側にまったく無関心になり、化粧しても右半分はきれいに整え

ているが左半分は手つかずのままで髪はくしゃくしゃ、口紅さえも塗られないという。 

写真に写った自分の顔と鏡に映った自分の顔が違うように感じたことがあると思われ

る。人の顔は左右対称ではないうえに、そもそも半分にしか注意を払っていず、人に見ら

れているのは写真に写っているときの自分の顔であって、鏡に映っているようには見ても

らっていないことに気づく必要があるかも、・・・。  

 

（ 参 考 図 書  池 谷 裕 二 ： 単 純 な 脳 、 複 雑 な 「 私 」、  V.S. ラ マ チ ャ ン ド ラ ン ： 脳 の 中 の 幽 霊 ）              



第 27 回 記憶・・・記憶を長持ちさせる方法 

 

 記憶には短期記憶と長期記憶がある。記憶はタツノオトシゴに似た形状の「海馬」とい

う部位で作られる。しかし、海馬は記憶を蓄える場所ではなく、一時的には記憶を留める

かもしれないが長期的には大脳皮質に保存されると考えられている。 

短期記憶については、「マジカルナンバー７±２」というタイトルの 1956 年に発表され

た研究論文がある。「人は 1 回にどれくらいのことを覚えられるか」ということを調べたも

のである。実験ではランダムに選ばれたアルファベットを覚えてもらうようにしたところ、

被検者たちは７±２つまり５～９個しか短期には保持できなかったという。これは性別、

民族、IQ、年齢などにもよらないようである。最近の研究では、短期的に記憶できる数は

「７±２」ではなく、「５±２」ではないかといわれている。 

電電公社がダイヤル電話を普及させるとき、市内局番を 7 桁以内にするよう厳命が下っ

たという。その根拠は、7 桁までなら耳で聞いてダイヤルを回し終わるまで正しく覚えて

いられる人の数が 90％を超えたのに対し、8 桁になった途端に 10％まで下がったからだそ

うである。 

その日の出来事は睡眠中に整理され、海馬に一時留められた短期記憶は深い睡眠中に前

頭葉の長期記憶に移っていくと考えられている。睡眠中に記憶を定着・強化させるために

は、夜になって光を浴びすぎない、寝る前にカフェインやアルコールを摂らない、朝寝坊

や昼寝をしすぎないなど、睡眠に良くない習慣を避けることが必要である。 

 心理学者の植木理恵氏は、「覚えたことをいかに長く記憶に残しておくか」のコツを紹介

している。 

①  彼女が今にも泣きだしそうな顔をしている。 

② 部長が慌てて会議室を飛び出していった。 

③ 太った男がネクタイを締めている。 

何の脈絡もないこの 3 つの文章を丸暗記したとしても、1 週間もすればほとんどの人が

思い出せないであろう。そんな短期記憶を長期記憶に変える有効な手段として、各文章に

「なぜなら」という理由付け、意味付けをする。 

① （なぜなら、別れ話を切り出したから） 

② （なぜなら、得意先からクレームが入ったから） 

③ （なぜなら、これから高級レストランに行くから） 

 このような理由付けをすることで不可解な文章も意味を持ち、長期的に記憶しておくこ

とができるという。これを「記憶の精緻化」と呼んでいる。「丸暗記だとすぐに忘れてしま

う」という人は常日頃から記憶の精緻化を心がけておくといいかもしれない、と植木氏は

述べている。 

（参考図書 植木理恵：脳は平気で嘘をつく） 

  



第 28 回 記憶・・・海馬のすごさ 

 

 「海馬」は記憶を形成し、短期間記憶を保存する部位である。てんかん発作で海馬を含

む側頭葉内側の部分を大きく切除した患者は、手術前の記憶は比較的よく覚えていて、自

分の名前もわかるし、会話も普通にでき、判断力も正常だが、新しいことを覚えられなく

なるという副作用が生じたという。海馬がなくなっても古い記憶は残っていて、言葉はす

らすらしゃべれるし、昔の記憶も思い出せる。つまり、記憶を思い出すためには海馬は重

要ではなく記憶を脳に刻み込むために必要な部位であるということがこの患者からわかる。 

そのほか重要な役割を担ってなっていることがわかってきた。「歳をとれば脳細胞は減る。

だから年齢とともに脳力が衰えてくるのは仕方がない。」と思われてきたが、最近の脳科学

では神経細胞（ニューロン）は生涯にわたって増え続けうることが明らかになっている。

増えるといっても、いつでもどこでもというわけではなく、ある特定の場所の神経だけが

増殖する力をもっているようである。中でも、海馬の神経細胞がよく知られている。この

ことから記憶力と神経増殖には深い関係がありそうだと想像できるし、物事を学習するこ

とが海馬を大きくし海馬神経の増殖能力を高めることや海馬の神経から増殖能を奪ってし

まうと記憶力が哀れなほどに低下してしまうことなど、それを証明する研究結果もある。

これらの成果から、記憶力を高めるためには神経の増殖能力を高めることが必要であるこ

とがわかる。もっとも効率的に海馬の細胞を増やす方法としては、日々勉学に励むこと、

マンネリを避けて刺激のある日常生活を心がけること、適度な運動、食べ物をよく噛むこ

と、社交の場に積極的に出ること、ストレスを避けること、などがあげられている。 

 海馬はまたストレスも担当しているようである。同じ状況や刺激でも、それをストレス

に感じる人と感じない人がいる。同じ人でもそれまでストレスだったものがストレスに感

じなくなることがある。つまり、ストレッサーは変わらないのに受け手の主観であるスト

レスは変わりうるもの、あるいはストレスは克服できるものと言える。それは場慣れであ

る。人前でしゃべるのが苦手で結婚式で挨拶をするときに緊張していた人が、場数を踏む

うちに慣れて緊張しなくなったというのがその例である。慣れは記憶であり、人前でしゃ

べるのは何ともないという記憶が上書きされてストレスを感じなくなる。海馬が活性化す

ると、ストレスへの順応が早くなるという研究もある。海馬はストレスに打ち克つことに

よって発達し、次に新しいストレスがきても打ち克つことができ、それによってまた海馬

は発達してさらに大きなストレスに打ち克つことができるようになる。 

（参考図書 池谷裕二：脳はなにかと言い訳する） 

  



第 29 回 記憶・・・睡眠と記憶 

 

 睡眠にはノンレム（Non-REM: Non-Rapid Eye Movement）睡眠とレム（REM: Rapid 

Eye Movement）睡眠の 2 種類がある。 

レム睡眠は、身体は眠って脳は活動している 

睡眠状態で、早い眼球運動（＝脳が活動状態 

であることを表す）をしており、交感神経系 

が活発な状態である。ノンレム睡眠は、身体 

は活動し脳が休息している状態で、レム睡眠 

より「ぐっすり深い眠り」に入っており、副 

交感神経系が優位なため血圧も低い。睡眠中 

この 2 種類の睡眠が約 90 分のサイクルで繰 

り返されている。ノンレム状態で覚醒すると 

脳が休息状態にあるため目覚めが悪く、レム 

状態に起きると脳は活動期に入っているのでスッキリ目覚める。 

 これらノンレムとレム睡眠を繰り返す間に、記憶の整理と定着が交互に行われる。浅い

眠りであるレム睡眠時に情報の脳内再生をし、深い眠りであるノンレム睡眠時に記憶とし

て保存する作業を行っている。眠っている間に海馬の一時的な記憶（短期記憶）を大脳皮

質のなかなか忘れない記憶（長期記憶）に移し変える作業が行われるので、記憶にとって

は「勉強した直後に睡眠をとること」が大切だといえる。睡眠をとることによってテスト

の成績が向上したというデータが多く見られる。また、睡眠不足は海馬や前頭葉、頭頂葉

など判断や記憶に必要な脳の働きが落ちるため、効率が悪くなる。睡眠の記憶への効果が

明らかになってきて、以前いわれていた四当五落（睡眠を 4 時間にして勉強した人は受験

で合格し、5 時間寝た人は落ちる）はやがて死語となるに違いない。 

 独リューベック大学のボルン博士の研究によると、匂いは視覚や味覚などの感覚情報と

違って直接大脳皮質に届き海馬を活性化することができることを利用し、バラの香りをか

ぎながら記憶して深い睡眠中にバラの香りをかがせると翌朝のテストの点数がかがなかっ

たときの平均 86 点から平均 97 点にはねあがり、睡眠中の匂いの刺激が記憶を強化したと

いう。睡眠にはさまざまな意味があるが、記憶という限られた側面から眺めると仕事をし

ている昼間だけでなく、睡眠中も勝負時だといえそうである。 

 チューリッヒ大学のゴッツェリッヒ博士は、「眠らなくても目を閉じてリラックスするだ

けでも睡眠と同じように学習の促進効果が出た」と発表している。ただし、テレビやラジ

オをつけていてはダメ。外から情報が入ってくる環境だとうまくいかないようである。 

（参考図書 池谷裕二：脳には妙なクセがある） 

  

 



第 30 回 記憶・・・呼び出すことによって消えてしまうことがある 

 

 脳の記憶は、いくつかの複雑なステップを経て達成される。最初のステップは情報を脳

に送信する「獲得」、次にこの情報を脳に登録して保存する記憶ステップ「固定」、そして、

覚えた記憶を思い出す作業が最後のステップ「再生」である。本人が意識するしないにか

かわらず、脳は必ずこのステップを踏んでいる。 

 社会生活を営む上でキーとなるのは「固定」であり、インパクトの強い情報はすぐに覚

えられるが、インパクトが薄いと記憶にとどまらない。「固定」には、記憶のための特定の

遺伝子たちが働いているらしい。この遺伝子から必須な分子が合成されないと、記憶の固

定ができない。しかし、一度脳に記憶が登録されてしまえば、もはや遺伝子は必要なくな

るようである。つまり、記憶するためには遺伝子が必要だが、思い出す「再生」のために

は遺伝子の活動は必要ないといえる。 

 ニューヨーク大学のネイダー博士は、2000 年に第 4 のステップ「再固定化」があること

を発表した。記憶を再生している最中に薬物で遺伝子の働きを阻害すると、思い出すだけ

なら遺伝子は必要ないから記憶力は正常に見えるが、こうして遺伝子のない状態で思い出

された記憶はそれ以降脳から消えてしまったという。つまり、記憶の「再生」とは記憶を

再び固定し直す「再固定化」のための重要なステップであるといえる。 

 「あれ？ さっきまで覚えていたのになあ」という日常的に起こる状況は、最後に思い出

したときの「再生」の仕方が不適切だったために記憶があいまいになってしまったことに

よるらしい。不用意に物事を思い出したり、中途半端に記憶を再生したりすると正確な記

憶が損なわれることには注意すべきである。 

記憶の形成を阻害する「アニソマイシン」という抗生物質を投与すると、これが利いて

いる間は物を覚えることができない。これはアニソマイシンが海馬に作用し、海馬のシナ

プス（神経細胞と神経細胞をつなぐ接合部）の伝達を阻害するためであると考えられてい

る。いったん記憶が固定されて安定化されてしまえば、アニソマイシンを投与されても記

憶は消えず、普通に思い出すことができる。この実験結果から、アニソマイシンは「獲得」

の過程だけを阻害すると結論づけられている。  

そこで問題となるのが「再固定化」である。アニソマイシンを投与しても記憶は正常に

思い出せるが、アニソマイシンのある状態で思いだすとその後に 2 度とその内容を思い出

すことができなくなってしまう。アニソマイシンが効いている間に思い出しさえしなけれ

ば、その後も正常に思い出せる。このような事実から、せっかく安定に貯えられていた記

憶が思い出すことによって不安定になってしまうことがわかる。コンピュータは何度アク

セスしても同じ記憶を取り出すことができるが、人間の脳は保存された文書にアクセスす

るとそれだけで不安定になることに気をつけなければいけない。 

（参考図書 池谷裕二：脳はなにかと言い訳する） 

 



第 31 回 記憶・・・記憶の中の自分の顔は実物より魅力的 !? 

   

最近、デジタル加工の技術で写真は簡単に加工できる。これを利用した面白い論文を妹尾

武治氏は著書の中で紹介している。慶応大学の温文氏の「なぜ私って、フォトジェニック

じゃないの？ 自分と他人の顔の記憶」である。自分自身の顔とよく知っているクラスメ

ートの顔写真を撮り、それらを画像編集ソフトで目と口の大きさを大きくしたり小さくし

たりした。被験者は、自分の顔とクラスメートの顔の加工・未加工の写真をいくつも見せ

られて、その中からその人物の「記憶の中での顔」ともっともよく一致する顔を選択する

という実験である。 

実験 1 では、目だけを 5％、15％、20％大きく、ないし小さくした画像と元画像の 7 パタ

ーンの中から 4 つをランダムに選び、その 4 枚の中からもっともその人らしいあるいは自

分らしい写真を選択させた。その選択を何度も繰り返し、どの写真が「もっともその人物

（あるいは自分）らしい」と判断したかの確率を算出した。 

その結果、クラスメートの顔写真の判断では、編集されていない元画像が「もっともその

人物らしい」として選ばれた。つまり、他人の顔写真では、物理的に正しいその人の顔を

選別することができたという。しかし、自分の顔になると、元画像もそれなりに高い確率

で選ばれたが、目を 5％程度大きくした画像も同様に「もっとも自分らしい」として頻繁

に選ばれたという。つまり、自分自身の顔の目は、実際のサイズより少し大きく記憶され

ているようである。 

実験 2 では、同様の方法で、今度は口のサイズだけを大きくしたり小さくしたりして、も

っともその人物あるいは自分らしい写真を選択させた。その結果、クラスメートの顔はや

はり物理的に正しい顔、つまり編集されていない元画像を選んだにもかかわらず、自分の

顔の口は少し小さめのものが「もっとも自分らしい」として選ばれたという。この傾向は

男女の違いにかかわりなく起こることをデータで明らかにしている。 

一般に魅力的な顔の特徴は、目が大きくて口が小さいことである。したがって、自分の顔

をより魅力的な方向に歪ませて記憶しているのである。自分の写真を見て、「写真写りが

悪いなあ」とか、「こんな感じじゃないはずだけど」などと思ったことはないだろうか？ 

なぜ自分はいつもかっこ悪く写っているのか？ それは、写っている自分よりもよりいい

自分を記憶しているからである。自分はもっとかっこいいはず、美しいはず、という錯覚

をもっている。 

安心してもらいたいのは、これは人間だれしもがもつ人間の特性であり、自分自身をより

魅力的に見ているというのはポジティブに生きている態度のあらわれとも言え、前向きに

生きていける勘違いならそれは素敵な勘違いであろうと妹尾氏は述べている。 

（参考図書 妹尾武治：脳は、なぜあなたをだますのか） 

 

 

 

 



第 32 回 脳には幽体離脱を生じさせる部位がある !? 

 

幽体離脱というと心が身体の外に出る現象で超常現象的な怪しげな雰囲気を感じるが、脳

には刺激すると幽体離脱を生じさせる部位が実際にあるらしい。右脳の頭頂葉と後頭葉の

境界にある“角回”という部位を刺激すると、「自分が 2 メートルくらい浮かび上がって、

天井付近からベッドに寝ている自分が部分的に見える」という。専門的には「対外離脱体

験」といわれ、脳は幽体離脱を生み出すための回路を用意しているといえる。実際、幽体

離脱というのはそんなに珍しいものではなく、人口の 3 割くらいは経験するといわれてい

る。ただし、起こったとしても一生に 1、２度程度が普通らしいので、科学の対象になり

づらくオカルト的な迷信と思われるようである。 

私は明け方夢うつつの中で上空から俯瞰的に自分の歩いている姿を 3 度見たことがある。

田んぼのあぜ道をスタスタ歩く姿と、ホテルにいる友人に会いにスタスタ歩き途中から走

っていく姿であった。迷信や超常現象などまったく信じない私には、すぐに幽体離脱とは

結びつかなかった。最初は両側マヒ発症からちょうど 5 年 6 か月目であったが、別に気に

も留めなかった。ところがその翌朝も 2 日続けて同じような夢を見て目覚めた。現実には

スタスタ歩くことも走ることもできないのに、それをやっている自分を俯瞰的に見ていた

ことに気づき、これは「そろそろスタスタ歩く練習をする時期に来た」ことを知らせてく

れるサインであろうと思い、その日からリハビリの中にスタスタ歩くためのメニューを取

り入れた。それから 1 年後くらいにまた同じような体験をした。このときもスタスタ歩き

と走る練習に励むようにという脳中枢からのサインだと思った。後になって脳科学的に幽

体離脱が解明されているのを知り、もしかしたらあれは幽体離脱現象だったのかなと思っ

たくらいである。 

ベテランサッカー選手には、プレー中に上空からフィールドが見え、有効なパスのコース

が読めるという人がいるという。俯瞰的な観点で自分を眺めることができるから巧みなプ

レーができるのであり、有能なスポーツ選手は卓越した幽体離脱の能力をもっている人が

多いのではないかと思われる。 

客観的に自己評価し自分の振る舞いを省みる「反省」も、他者の視点で自分を眺めること

が必要である。自己を離れて眺める能力があるからこそ社会的に成長できるわけで、幽体

離脱の脳回路は俯瞰力のために備わっているのかもしれない、と池谷氏は述べている。 

幽体離脱とはまったく意識せずに、私は若いころから時々自分自身の言動を宇宙的規模で

高いところから眺めてみることを習慣づけている。そうすると、今自分の考えているこ

と、やっていることが何とちっちゃいことかと気づき、もっと大きくいこうと勇気を奮い

立たせてくれる。幽体離脱のような夢を見たのも、この習慣のせいかもしれない。 

（参考文献 池谷裕二：脳には妙なクセがある） 

  



 

第 33 回 楽観主義と悲観主義 

 

オーストラリアのメルボルン大学で、人が感じる幸福度に「出来事」と「気質」のどちら

がどのくらい影響を及ぼすかを解明するための研究が行われ、その結果が 1989 年に発表

された。「気質と出来事は、それぞれ別個に幸福度に影響する」という予測を覆し、同じ

ような出来事が同じ人の身に繰り返し起きていることが明らかになった。幸福な人には何

度も幸福が訪れる一方で、別離や失業など不運に何度も見舞われている人もいたという。

そして、楽観的な人はポジティブな出来事を、悲観的な人はネガティブな出来事をより多

く経験していた。気質と出来事が別個に幸福度に影響するというのはどうやら誤りで、気

質はむしろ起きる出来事に強い影響を与えているようだと結論づけている。 

楽観的な気質とは、いわば未来に真の希望を抱くことである。それは「ものごとは必ず打

開できる」という信念であり、「どんなことがあっても必ず対処できる」という揺るがぬ

思いだ。単なる能天気とはまるで違う。楽天的な人は、自分の身に悪いことが起こらない

と思っているのではない。悪いことが起こるかもしれないが、起きても必ず対処できると

彼らは強く信じている。 

一方悲観的な気質の人も、いつも悲しみや不安にさいなまれているわけではない。彼らは

未来に不安や懸念を抱きがちで、どこかに危険はないかと絶えず気を配っている。そし

て、うまくいきそうなことよりもいかなさそうなことに、つい多くの注意を向けてしま

う。いってみれば、慎重の度合いが過ぎる人々なのである。むろんこうした傾向が非常に

強い人も、時には大きな喜びや幸福を感じ、未来に希望も抱く。それでも、リスクを冒す

よりは安全な道を選ぶのが悲観的な人の特徴である。 

楽観主義の本来のオプティミズムの概念は、世界を善悪込みであるがまま受け入れ、なお

かつそこに潜むネガティブなものに屈しないことである。自身の問題を解決するために行

動を起こす人こそが、真の楽観主義者なのである。 

悲観主義者は「問題とは個人の力ではどうにもできないもので、決して消えてなくなった

りしない」と信じている。良いことは自分を素通りして他人にばかり起こると考えるの

も、彼らの特徴のひとつである。この「自分には良いことは起こらない」という無力感

は、しばしば何に対しても消極的な態度や意欲の欠如につながっていく。そして単なる悲

観主義が抑うつ症へと発展する原因にもなる。 

対照的に楽観主義者は、起きた出来事に自分がある程度影響を与えられると思っている。

問題が起きても、それを継続的な困難としてではなく一時的な障害をしてとらえ、敢然と

立ち向かおうとする。世界をあるがまま受け入れる傾向をもともともっていて、自分の未

来とは自分がものごとにどう対処するかで決まるとも信じている。 

 

（参考文献 エレーヌ・フォックス：脳科学は人格を変えられるか？） 

  



（付録）改訂版楽観性尺度（チャールズ・カーバー、マイケル・シャイア）  

（エレーヌ・フォックス：脳科学は人格を変えられるか？ より抜粋）  
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質問にすべて回答したうえで、以下の方に従って点数を合計する。まず質問 2、5、6、8

のスコアは無視する。これらは、いわばつなぎの質問なのだ。質問 1、4、10 いついて

は、A＝4 点、B＝3 点、C＝2 点、D＝1 点、E＝0 点。質問 3、7、9 については A＝0

点、B＝1 点、C＝2 点、D＝3 点、E＝4 点とする。以上 6 つの質問のスコアを合計する

と、点数は 0 点から 24 点のどこかになるはずだ。おおかたの人々の点数は 15 点前後

で、“ゆるやかな楽天主義”とされる。合計点数が 0 点の人は“極度の悲観主義”、24 点の人

は“極度の楽天主義”である。  

  



第 34 回 ノセボ効果（ノーシーボ効果）  

   

プラセボ効果（プラシーボ効果、偽薬効果）については、“脳の特性 ４ 脳はよくだまさ

れ、おだてに乗りやすい”で触れた。薬効成分を含まない偽薬など効くはずのないものが

科学的に説明できない治癒現象というプラス効果を示すプラセボ効果に対して、効くはず

のないものが 好ましくないマイナス効果として やはり科学的に説明できない 有害現象

（増悪、病状・症状の悪化）を引き起こす場合を ノセボ効果（ノーシーボ効果、反偽薬

効果）と呼んでいる。  

“I will please.”にあたるラテン語からきたプラセボ効果は、「これを飲めば絶対自分は良く

なる」と信じて薬を飲んだり治療を受けたりすれば、たとえその薬が砂糖のかたまりであ

っても実際に具合がよくなったり症状が改善したりするという現象である。その影の存在

であるノセボ効果とは“I will harm.”を意味するラテン語で、自分の具合が悪くなると信

じれば本当に具合が悪くなるということである。その実験例に次のようなものがある。被

験者の頭にいくつかの電極を貼り付け、「これから弱い電流を流し、脳の機能にどんな影

響が生じるか調べます」と告げる。電流を流すとひどい頭痛が生じる可能性があるが、そ

のほかには悪い影響はないと被験者は説明を受ける。実験の結果、34 人の被験者のうち

2/3 以上が「ひどい頭痛を感じた」と報告したという。だが、実際には電流はまったく流

されていなかった。思い込みだけで健康な人々を病気にしたのである。  

「強い鎮痛薬」として砂糖を固めたものを与えると、「鎮痛薬を飲んだ」と思い込んだ

人々の脳でははっきりした変化が起きていた。強力なプラセボ効果によって「痛みが減少

した」と語った被験者たちの脳内には、「ハッピー・ケミカル」と呼ばれるドーパミンや

オピオイドが急増しているのが確認された。これとは対照的に、強いノセボ効果で「痛み

が増した」と報告した事例ではドーパミンやオピオイドの減少が確認されたという。これ

らは、予測や思い込みによって脳の快楽の領域に神経科学的な変化が起きることを示した

驚くべき証拠である。  

クリプトン・メドア博士は、体はどこも悪くないのに「自分は病気だ」と信じたため本当

に病気になった本人に幾度となく出会ったという。末期の肝臓がんと診断され余命数か月

と宣告された患者はがっくり気落ちし、みるみる体力を失い、宣告された余命すら全うせ

ずに命を落とした。が、その死後、医師の診断が誤っていたという事実が判明したそうで

ある。  

（参考文献 エレーヌ・フォックス：脳科学は人格を変えられるか？）  

   

 ポジティブな思い込みで自身を洗脳し、プラセボ効果を期待しよう！  



   

第 35 回 ポジティビティー：楽観脳と悲観脳の黄金比  

   

楽観主義者は、“ポジティブな考え方でアイディアの幅を広げ逆境を打開しやすくする”、

“粘り強さがある”、“健康度も幸福度も高い”といった利点がある。しかし、心理学者バー

バラ・フレドリクソンは次のように提唱している。日々の生活にポジティブな感情をより

多く見出すことが大切で、豊かな人生を送りたければネガティブな感情を全部排除しよう

としてはいけない。それより大事なのは、「ネガティブな気持ちをひとつ感じるごとにポ

ジティブな気持ちを 3 つ感じるべきだ」という、ポジティブ３：ネガティブ１の黄金比を

守るよう努力することだ。  

ポジティブな感情の体験とは、たとえば驚嘆や思いやり、満足、感謝、希望、喜びなどで

あり、ネガティブな感情とは怒りや軽蔑、嫌悪、困惑、不安、悲しみ、恥などである。た

いていの人はネガティブな感情ひとつにつきポジティブな感情をふたつは体験している。

この比率でもまるきりだめなわけではないが、なかなか効果は出ない。ポジティブな感情

を２から３に引き上げられれば、人は真に豊かな人生へと歩み出すことができるという。

彼らの調査によると、〈幸福な人〉と〈幸福でない人〉とのポジティビティー比には、前

者が 3.3 であったのに対し後者は平均 2.2 と大きな差があったという。３：１のポジティ

ビティー比は、人生を最大限に生きようと取り組む人とそうでない人とを分ける、重要な

ラインのようだ。このことは、ほかの調査の結果からも示唆されている。  

脳卒中を患うと、できて当たり前のことが急にできなくなるという重い後遺症を抱えて一

気に QOL（生活の質）は低下する。そこで起こるネガティブな感情には、「なぜ私だけ

が・・・？」といった怒りや困惑、悲しみ、将来への不安、つらいリハビリはやりたくな

い、家族のケアは当然のこと、などがある。一方、ポジティブな感情としては、生きてい

てよかった、生きているだけで幸せ、この程度の後遺症ですんでよかった、後遺症を受け

入れリハビリに積極的、わずかな回復にも達成感、ケアしてくれる家族に感謝、などがあ

げられる。リハビリに関して、ネガティブな人はあれもできない、これもできないとでき

ないことばかりを考え、ポジティブな人はわずかな改善を喜びさらに少しずつできること

を伸ばしていこうと考える。脳卒中を患った患者の７割がうつ病になるという現実がある

が、そのような人はネガティブな感情に満ち、ポジティブな感情をほとんど排除してしま

った結果だと思われる。残りの３割の患者は、失ったものも大きいがそれ以上に大きなも

のを得たと思っているに違いない。脳卒中についてのみ考えると、単なるポジティブな感

情とネガティブな感情の数による黄金比では測れない、本質的なポジティブかネガティブ

かの思考傾向の影響が大きいように思われる。  

（参考文献 エレーヌ・フォックス：脳科学は人格を変えられるか？）  

   

 

 

 



第 36 回 悲観脳を楽観脳に変えられるか？ 

 

 ポジティブともネガティブともとれる社会的状況に置かれたとき、不安や抑うつなどの

症状がネガティブな解釈を生む傾向にあることはすでにわかっている。そういう人はたと

えば、相手の顔に浮かんだ笑みを興味のあらわれではなく薄ら笑いに解釈しがちだし、約

束したミーティングの時間に同僚がなかなか現れなければ、「電車に乗り遅れでもしたの

だろう」と考えるかわりに、「自分は重要な人間だとみなされていないのだ」と思いこん

でしまう。 

 ケンブリッジ大学ではポジティブともネガティブとも解釈し得るシナリオを何百通りも

準備し、研究を行った。たとえば、「その医者はエミリーの成長を調べた」という一文が

コンピュータの画面に浮かんで消えた後、今度は「彼女の（  ）は２センチ大きくなっ

ていた」のように重要な一部が欠けた文章があらわれる。次に（ ）内の意味をなす言葉

として（腫瘍）と（身長）の２通りの選択肢を与えると、悲観主義者は（腫瘍）、楽観主

義者は（身長）を選ぶであろうと想像がつく。研究では、このようなポジティブとネガテ

ィブのどちらかを選ぶ選択肢ではなく、一方のグループにはどちらも必ずポジティブな文

章になる２通りの言葉を、他方のグループにはどちらも必ずネガティブな文章になる２通

りの言葉を選択肢として与えて文章を完成させた。このトレーニングによって、ものごと

をポジティブもしくはネガティブに解釈する訓練を重ねるうち、個人の生来の傾向は徐々

に覆されたという。 

また、他のグループの調査によれば、アメリカとヨーロッパでは 1950 年代から富はめ

ざましく向上したが、人々が感じる幸福感は横ばいで、不安や抑うつの発症率は大きく上

昇している。その他複数の調査でも、人々の幸福感が少しも増加しておらず、多くの人が

未来について深い悲観を抱いているという結果が出ている。社会の物質的な豊かさとそこ

に住む人々が感じている幸福感や安心の度合いには何の関連も認められなかったという。 

 重要なことは、本当の意味で幸福になれるのは次の 3 つの要素があわさったときだけと

いうことである。ひとつ目は、ポジティブな感情や笑いを数多く経験すること。ふたつ目

は、生きるのに積極的に取り組むこと。そして三つ目は、今日明日ではなくもっと長期的

な視野で人生に意義を見出すことである。基本レベルの豊かさ（住む家があり、十分食べ

物があること）がひとたび得られれば、それ以上にどれだけカネがあっても人が感じる幸

福度にはほとんど差は生じない。それよりも人を幸福にするのは、自分にとって大きな意

味のある何かに取り組むことである。これこそが楽観主義の本物の証拠である。「楽観主

義者とは、大きな目的に向かって没頭したり、意義ある目標に到達するために努力を重ね

たりできる人々なのだ。」と著者は強調している。 

考文献 エレーヌ・フォックス：脳科学は人格を変えられるか？） 

 

 

 

 



第 37 回 自己暗示は効果があるのか？ 

 

 社会心理学者のエイミー・カディは、この疑問に示唆を与えるおもしろい実験をしてい

る。自信があるように見せかけたいとき、そうしたポーズが心理学的および生理学的にど

のような効果があるのかを調べる実験である。 

 実験では、被験者に強いポーズと弱いポーズのどちらもとってもらう。すると、自信が

ないときに強いポーズをとると内観の変化があり、自信が出てきたり喜んでリスクをとっ

たりするようになることがわかった。生理的変化としては、リスクをとる行動を促すホル

モン・テストステロンの値が上昇し、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが激

減したという。一方、弱いポーズをとるとそれとはまったく逆の反応が見られた。 

 この研究結果から、ストレスが多いときの対処法として、両手を広げたり姿勢を正した

りすることに一定の効果があることがわかった。これらは、気分を良くしたり自信がもて

るようになったりするのにいい方法だといえる。ボディランゲージで自分をより強力に見

せられることは一般的によく知られているが、この実験からボディランゲージは相手だけ

でなく本人にも大きな影響を与えるということがわかった。 

 「なりきっていると、そうなってくる」ということはあながち間違いではなく、自分の

なりたい姿や状態になりきり、自信があるように振舞ったり強がってみせたりすることが

なりたい自分につながるきっかけになっていく。 

 さらに別なグループの実験では、テストのとき自分にあてはまる否定的な固定観念（女

性は物理が苦手など性別、年齢、人種、社会的経済的状態などに関する情報）を思い出さ

せるだけで、テストの点数が悪くなってしまうということも明らかになっている。逆に日

本人は数学がよくできるといった肯定的な観念が成績をアップさせるという結果も出てい

る。女性である自分でもいつか優れた数学者になれるかもしれない、少なくともそういう

資質があることは否定されていないのだという考えが意識のどこかに生じ、自然にその妄

想がテストの成績という結果に反映されるようである。 

 自己イメージに関する固定観念が成績を左右してしまうという衝撃的な結果が明らかに

なっているが、自己イメージには直接関係のない事実を見ても、それが行動に反映されて

しまうことがある。たとえば、若い人に対して高齢者に関する固定観念（耳が遠い、筋肉

が衰えるので動作の機敏性が落ちていく、など）をいくつか聞かせると、歩く速度が遅く

なるという。自分にはまったくあてはまらない資質なのに、いつか自分も高齢者になるの

だという可能性がうっすらと想像され、自分では意識していないのに自然にその妄想が

「歩く」という行動に影響を与えてしまうのである。 

（参考図書 中野信子：脳はどこまでコントロールできるか？） 

 

 

 

 

 



第 38 回 損するとわかっていても宝くじを買ってしまう 

 

 脳にはいろいろなバイアス（偏り、偏見）が存在している。どんなに緊急を告げる警報

やアナウンス、避難指示が出されても、「たいしたことはなかろう」、「どうせまた誤作動

だろう」、「自分は何とかなる、大丈夫だ」と、何の根拠もなく都合のいいように解釈する

のが本シリーズ脳の特性第 1 回で扱った正常性バイアスである。これによって、東日本大

震災や西日本集中豪雨でも避難警報に従って非難した人は数％に過ぎない。これに「みん

な普通にしているし」「ひとりだけ慌てたらカッコ悪い」などの同調性バイアスが加わる

と、さらに逃げ遅れる人が多くなってしまう。 

脳梗塞においても、片方の手足にしびれや脱力感などの初期症状が出ても「過労のせい

かもしれない」、「寝不足のせいかもしれない」と思い、ひょっとしたら脳がやられたかも

しれないという疑いをもったとしても「何かの間違いかもしれない、少し様子を見てみよ

う」と都合のいいように考え、そのうち手遅れになってしまうのも正常性バイアスのせい

である。 

 自分の根拠のない先入観をたよりにそれに沿う情報だけを集め、そうやって集められた

情報から「○○出身の人はやっぱり粗暴で仕事が雑だ」と特定の人の性質を決めつけてし

まう特性を確証バイアスという。 

 「当たる確率は低いけれど、買わなきゃそもそも当たる確率はゼロ」、「めったに当たら

ないことはわかっているけれど、オレは運がいいから買い続けていればいつか幸運の女神

が微笑んでくれるかも」、このような考え方には認知バイアスが大きく働いている。認知

バイアスとは、正しい結論からそれを遠ざけてしまう先入観や偏見のことである。「もし

かすると、自分には当たるかも・・・」というのは、認知バイアスのうちの感情バイアス

にあたる。宝くじの年間売り上げは約 1 兆円になるという。年末ジャンボ宝くじを 1 枚買

って 1 等が当たる確率は約 500 万分の 1（2010 年までは 1000 万分の 1）、つまり東京都

の赤ちゃんからお年寄りまで全部合わせた人たちのうち 2 人にしか当たらない。となる

と、ちょっと割に合わないなと考えるのが自然かなと思われるが、人々の行動を見ている

とどうもそんなふうに合理的に考える人ばかりでもないようである。 

 人間は、論理的に導かれた結論よりも根拠のない「オレはついている」「私だけには当

たるかも」という考えを信じてしまいがちである。「オレだけは事故に遭わない」「私だけ

は助かる」という思い込みも、その典型的な例である。 

 

（参考図書 中野信子：脳はどこまでコントロールできるか？ 

      池谷裕二：脳には妙なクセがある） 

  



第 39 回 コイン投げの錯覚（クラスター錯覚） 

 

 本来ランダムに起こるべき出来事に偶然発生する偏りを見た人間の脳が「それをランダ

ムではない」、「何かの理由があって必然的に生じたことである」と感じる、つまり何ら

かの相関があると誤認してしまう錯覚のことを「クラスター錯覚」という。コイン投げで

表が３回連続して出たとしたら、表に賭け続けた人のことを「運がいい」とか「ついてい

る」とか思ってしまう。そして、「幸運は長くは続かない」「次にはきっと裏が出るに違

いない」と考えてしまう人も少なくないと思われる。これは実は間違いなのである。実際

は、20回連続してコインを投げた場合、表が続けて 4回出る確率は 50％もあるという。20

回連続してコインを投げたとき、表と裏が規則正しく交互にあらわれる方が確率的にいえ

ば起こりにくいのである。しかし、何回も連続して表が出たとしたら、そこに何らかの意

味を勝手に妄想してしまい、次は裏が出るだろう、と決めつけてしまう人は多いだろう。

もしかしたら表が出やすいコインなのかもしれない、ということは頭の隅にも浮かべず

に・・・。 

 コイン投げのようなランダムな事象では、結果は大数の法則にしたがう。大数の法則と

いうのは、コインや投げ方に細工をしていない場合、コイン投げの回数を非常に多くすれ

ば表と裏の出る確率はほぼ等しく 50％に近づく、というものである。だが、これは表が出

たら次は裏が出る、ということを意味するものではない。なのに、なぜか人間の感覚は、

同じ事象が続くだけで論理的に考えることを放棄してしまう。そして、あっさりと脳の勝

手な妄想にだまされてしまう。 

 人間の脳というのは「ランダム」を正しく認識できない（しづらい）ようにできている

らしい。コインを投げて５回連続で表が出ることも、麻雀で一人の人ばかり和了し続ける

ことも、「ランダム」の中の出来事である。むしろ良いことと悪いことが長期間に渡って

常に順番に起きることの方が「ランダムとは言いづらい」ということになる。チャンスと

いうのは、どんな人にも完全に平等に与えられている。だが、多くの人々は自分の見てい

るものがもしかしたら錯覚かもしれないなど、思いもよらない。自分が冷静に判断してい

ると思っている現象はひょっとしたら脳の作り出した幻想かもしれないが、ほとんどの人

はそれに気づかない。そして、論理的に歩を進めていくことを忘れてしまい、すぐ近くに

転がっているチャンスを逃してしまう人が多い。 

 次に投げられるコインは、いつでも 1/2の確率で表が出る。 

（参考図書 中野信子：脳はどこまでコントロールできるか？） 

  



第 40 回 前向きな気持ちに変えるセロトニン 

 

 最近の研究で注目されているうつ病の原因は次のようなものであることがわかっている。 

・エストロゲンの不足（女性） 

・テストステロンの不足（男性） 

・日光をあまり浴びていない 

・運動不足 

・ビタミン、ミネラル不足 

 これらはいずれもセロトニンの分泌量を下げてしまう要因である。もし、理由もなく気

分が落ち込むことが多かったり、無気力になったり、緊張・イライラ・眠れないなどの状

態が続いたり、無性に大食いしたり、ということがあるようなら、セロトニンの量が少な

くなっている可能性がある。 

 女性は男性の２倍もうつになる人が多いが、その原因のひとつに男性と女性では脳の生

理学的な違いがあげられる。カナダのマギル大学ミルコ・デイクシック博士らの研究によ

ると、脳内でセロトニンを作るスピードは男性が女性の 52％も速いという。他の研究結果

からも女性は男性に比べてセロトニンの量が減りやすいことが明らかになっている。生理

前にイライラしたり何となくやる気がなくなったり、更年期や閉経後にうつになりやすい

のはセロトニンの分解を防ぐ女性ホルモンのエストロゲンの分泌量が減るためである。 

 ラットを使った実験では、脳のセロトニン濃度を下げるとラットが狂暴化することがわ

かっている。人間でも、とくに男性では、セロトニン濃度が下がると攻撃性が増すという

ことが知られている。女性では、アルコール依存症になるリスクが高まる。セロトニン不

足によるさみしい気持ちや不安な心をお酒で紛らしているうちに依存症になってしまうよ

うである。 

 逆にセロトニンの濃度を上げると、ラットの攻撃行動は減ってくる。人間でも、セロト

ニン濃度が高いときには安心感を覚える、落ち着いた気持ちでやる気のある前向きな状態

であるという内観が得られるであろう。セロトニンには、天然の鎮静剤や催眠剤としても

望ましい効果があると考えられている。甘いものや肉などを食べると気分が少し和らぐ効

果があるのは、これらの食べ物がセロトニンの分泌量を多くするからと考えられている。 

 食べること以外にも、ゆっくりお風呂につかったり、温泉などに行ったりするのも同様

にセロトニンの分泌量を増やすとされている。また普段からよく歩く、エレベーターやエ

スカレーターを使わずに階段を使う、昼間に外に出て太陽の光を浴びる、あまり夜更かし

をせずによく眠る、というのも、ストレス耐性を高める上で効果的だとされている。 

（参考図書 中野信子：脳はどこまでコントロールできるか？） 

  



第 41 回 手を握るだけで記憶力がアップ 

 

 人と手をつなぐといろいろな効果があることがわかっている。誰かと手をつなぐとスト

レスホルモンであるコルチゾールが減少してストレスが軽減され、心をリラックスさせる

効果も期待できる。また、「幸せホルモン」と呼ばれる脳内のオキシトシンを増加する働

きがあり、これが多く分泌されると相手への信頼度もあがり、激しい痛みを和らげる効果

もあるという。 

さらに、「手を拳にしてギュッと握る」だけで手軽に記憶力を増強する魔法が米モント

クレア州立大学のプロッパー博士らによって発見された。博士らは、51人の一般参加者を

募って 36個の単語を覚えてもらう記憶テストを行った。目の前のモニターに次々と単語が

提示されてゆく。1 つの単語の表示時間は 5 秒間、全単語が 3 分間かけて表示される。す

べて見終わった後で、覚えている単語をすべて紙に書き出してもらう。難しい課題なので、

正しく思い出せる単語数は平均 8.6個であった。 

 ここで手を握ってもらう。直径 5 ㎝のゴム製ボールを思い切り握りしめる。握る時間は

45 秒間。終わったら 15 秒休んでもう一度 45 秒間できるだけ強くボールを握ってもらう。

これが 1セット。 

 このセットを、単語を覚える前と、書き出す前にそれぞれ行ってもらう。たったこれだ

けの作業だが、正しく思い出せた単語の数が平均 10.1個に増えた。18％も増加した計算に

なる。ただし、右手と左手で効果が異なるという。覚える前には「右手」で、思い出す前

には「左手」でボールを握りしめなくては効果がない。間違えると逆効果となり、何もし

ないときよりも成績が下がってしまうという。 

 「右→左」の順で握らなければならないのには理由がある。脳半球の機能が左右で異な

るからである。1999年に提唱された「HERA仮説」によれば、左の前頭葉は「覚える」こと、

右の前頭葉は「思い出す」ことに関与するらしい。左右の脳はそれぞれ身体の反対側をコ

ントロールするので、右手を握ると左の前頭葉が、左手を握ると右の前頭葉が活動する。

したがって、覚える前は右手、思い出す前は左手を握る必要があるということのようだ。 

 今回のプロッパー博士らの研究は、「右利き」の人に限った話である。「左利き」の人

についても、現在実験中だそうである。 

 手を握るという所作は、感情のコントロールにも活用できることが過去いくつかの研究

から指摘されているようである。データによると、右手を握ると幸福感や怒りなど、外に

感情が向くようになるのに対し、左手を握ると、悲しみや不安など、内向きの感情傾向に

なるという。これも脳の左右差に起因した現象だそうである。 

（参考図書 池谷裕二：脳はなにげに不公平） 

  



第 42 回 10 月生まれは一番長生き 

 

 生まれた季節によってかかりやすさが違う病気や、寿命も違うという。一番長生きでき

るのは 10 月生まれの人で、ほかの月に比べて平均寿命が 6 か月ほど長い。4 月、5 月生ま

れは循環器系、心臓系の病気にかかりやすく、8月、9月生まれには喘息が多い。とくに喘

息は、生まれた直後の自然環境が関係している。夏には家ダニが増え、草木の花粉もたく

さん飛んでいる。生まれた直後にそういう環境にさらされると、免疫系が感作されてその

人の体質を決めてしまう。夏生まれの子供の喘息は、他の季節生まれの 1.6倍にものぼる。

アトピーも原理的には喘息と同じで、夏生まれに多いようである。 

 冬は寒いので、人はあまり外出せず太陽にあたらない。だからこの時期は妊婦さんのビ

タミンＤが不足しがちである。つまりカルシウム不足になり、胎児の発達に影響を及ぼす。

ビタミンＤが不足すると生まれてきた子供はＩ型糖尿病などの自己免疫疾患にかかりやす

くなる。また精神系の疾患も月差がある。たとえば 10 月と 11 月生まれは、確かに寿命は

長いが、一方でＡＤＨＤ（注意欠如、多動性障害）が多いことがわかっている。ＡＤＨＤ

やアスペルガー症候群、統合失調症といった精神系疾患は、両親の遺伝子に加えてお母さ

んの体内環境が主な原因である。もちろん生後のストレスなども関係する。 

 これらはコロンビア大学の 180 万人近くの膨大な電子カルテを調べた統計結果である。

全部で 1,688種類の病気について調べており、約 3パーセントにあたる 55の疾患に生まれ

た月と統計的な関係があることがわかっている。高血圧や心不全は、4 月生まれが圧倒的

に多い。また、女性が生涯に子供を産む数を調べると、7 月や 8 月生まれの人は少ないこ

とがわかった。生涯に排卵可能な卵子の数は精子と異なり生まれた時点で決まっており、

これが関係あるのだろうと言われている。ウイルス感染にとくに弱いのは 11月生まれ、強

いのは 2月生まれである。これらはあくまでも統計的な傾向のみであり、11月生まれでも

インフルエンザにかかりにくい人もいれば、2 月生まれでもかかりやすい人もいる。必ず

例外はたくさんある。 

 これらの統計的傾向は、南半球ではすべて反転する。10月生まれの人は、オーストラリ

アでは一番短命になる。 

 注意しないといけない点は、遺伝子や先天的因子ですべてが決まるわけではないという

ことである。後天的な環境因子も大きく影響するので、生まれ月だけで騒ぎ立てるのは過

剰反応だといえる。ただし、プロスポーツ選手にははっきりした傾向がある。野球やサッ

カーのプロ選手の登録者リストを見ると、4月、5月生まれは 2月、3月生まれの倍以上の

人数になる。幼いころの 1 年の違いは体格や体力の差としては大きく、そのころのコンプ

レックスがトラウマとなり、その後一生にわたってパフォーマンスに影響するのである。 

（参考図書 池谷裕二、中村うさぎ：脳はみんな病んでいる） 

  



第 43 回 脳細胞は年をとっても減らない！ 

 

 脳は老化するのか？ 答えは「No」である。「年をとればとるほど神経細胞が減ってい

く」とか「脳細胞は毎日数千個のペースで死んでいく」という説が広く知られているが、

これは誤解である。一般的に、楽観的なニュースよりも悲観的なニュースの方が人々は敏

感に反応し、よく広まるものである。これは都市伝説であり、実際には年を経てもはっき

りした脳細胞の減少は認められないというのが現在の定説となっている。 

 計測データを見ると確かに神経細胞の数は新生児で多く高齢者で少ないが、これは徐々

に減った結果ではない。生後 3年間がポイントである。生まれもった神経細胞の約 70％は、

3歳のころまでに間引きされてしまう。それ以降、ほとんど神経細胞は死なない。そのかわ

り、3 歳までに生き残った 30％の神経細胞を一生使い続ける。100 歳になっても神経細胞

には目立った減少はみられない。                

 アルツハイマー病などの認知症ではたしかに神経細胞が脱落し、

脳組織はスカスカになる。そんな映像を度々見てきた私たちは、歳

をとるとこうなってしまうのかとつい思ってしまう。しかし、これ

は病気であり、現実には認知症を発症しない人の方が多く、必ずし

も同じことが自分の脳に生じるわけではないことは知っておく必

要がある。 

 3歳以降、神経細胞数はほぼ一定であり、解剖学的にみれば脳は

衰えてはいかない。それどころか、海馬の神経細胞はなんと増える

そうである。海馬体のなかの「歯状回」と呼ばれる場所（海馬への

情報の入り口に相当する脳部位）でのみ起こる不思議な現象である。ただし、この知見は

ネズミの脳から得られたものである。しかも、生後 9か月目で増殖率が幼若期の 10％にま

で低下してしまうから、ヒトのように何十年も生きる脳では海馬の神経細胞は増えないで

あろうという悲観的な見方が研究者の中で一般的であった。 

ところが、2013年朗報がもたらされた。スウェーデン、カロリンスカ研究所のフリセン

博士が「セル」誌に発表した論文の中で、ヒトでは海馬の神経細胞の増殖は 100 歳までし

っかりと続くと報告されている。データによると、毎日 700 個の神経細胞が新たに生まれ

ている。これは 1 日あたり歯状回の神経細胞の 0.004％が新たに追加されている計算にな

る。結果として、海馬の細胞は新鮮な状態に保たれる。たとえ実年齢が 100歳であっても、

海馬の年齢は概算で 40歳くらいだそうである。ヒトは長生きする分ネズミの脳よりはるか

に長持ちする作りになっているようである。 

（参考図書 池谷裕二：脳はなにげに不公平） 
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第 44 回 脳は何歳になっても育つ！ 

 

 人間の脳は大人になると衰える一方で成長する余地などはない、と長らく考えられてき

た。90年代前半までは、この考え方が主流であったが、これはもはや過去のものとなり近

年この考え方を覆す研究結果が続々と報告されている。 

 たとえば、2000 年には英国ユニバーシティカレッジロンドンの研究グループによって、

ロンドンのタクシードライバーの脳に一般市民の脳との違いがみられるという結果が報告

された。脳の他の部分には明らかな差はみられなかったが、海馬だけが違っていた。タク

シードライバーでは、海馬の後部が一般市民よりも相当大きく、前部は小さかったという。

タクシーを運転し続けることで、海馬の神経回路が再構成されたのだと大変話題になった。 

 もともとの脳の違いなのか経験によって変化したものなのか調べるためにタクシードラ

イバー歴と海馬の大きさについて相関を調べてみると、ドライバー歴が長いほど海馬後部

が大きいという結果がわかったという。ロンドンの道路が非常に複雑なことは世界的に知

られていることで、ドライバーとしての経験を積む中で詳細な空間知識を貯蔵しておく必

要性に迫られ、海馬の神経回路の再構築が促されたようである。この報告は、回路が再構

築されるだけでなく、それが器質的な大きさの違いにまで反映されるということを示した

初めての研究である。 

 こうした成人に脳における神経回路の再構築は、脳（あるいは神経）の可塑性（成長後

の脳細胞の配列が変化すること）と呼ばれている。脳の可塑性そのものについては、長い

間、もともとある神経細胞同士の間に新しいつながり（シナプス）が形成されることで新

しい回路ができて脳の皮質の再編が起こるからであるという考え方が主流であった。大人

の脳の中では新しく神経細胞が生まれることはないと神経科学者たちはずっと信じてきた

が、1997年米国のフレッド・ゲージにより成体の海馬でも日常的に神経新生が起きている

ということが発見された。ゲージは実験の中で、大人のマウスを刺激の豊かな環境にしば

らく置くと海馬の神経細胞が新しく生まれて 15％も増えたということがわかった。また、

刺激の豊かな環境に置かれたマウスは、実際に迷路学習の速度も速く、賢くなっていたこ

とも示された。 

 さらに、スウェーデンのピーター・エリクソンにより、神経新生が成人の脳の海馬でも

起こっていることが明らかにされた。これは非常にセンセーショナルな発見であった。 

 人間の脳は、経験によって大きく変わる。それは、成長期の脳だけではなく、成熟した

脳においてもそうなのである。年齢を重ねても、死ぬまで新しく神経細胞は生まれ続け、

神経回路は変化し続けるのである。 

（参考図書 中野信子：脳はどこまでコントロールできるか？） 

 

 


