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1.脳の構造 

2. 知覚と意味記憶 

3.行動と手続き記憶 

４.意識とｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

5.情動 

6. 夢と視覚 

7. 遺伝と環境/性差 

8. 言語／右脳と左脳 

9.まとめ／心理療法  

0.序 

この項から後半に入り、５項まで
に扱えなかった重要な内容をまと
めていきます。 

先ずは、夢を介して、視覚につい
ての理解をより深めていきます。 
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6. 夢と視覚 

レム睡眠 

  

夢 

先ずは・・ 

睡眠と夢の話から始めます。 

このｸﾞﾗﾌは、睡眠の一般的な経過を
示すもので、下に行くほど深い睡眠状
態を表していて、ほぼ1.5時間に1回、

浅い睡眠状態が現れることを示して
います。 

この状態は、眼球がめまぐるしく動く
ので、ﾚﾑ睡眠（Rapid eye movement 
sleep）と呼ばれます。ﾚﾑ睡眠は、睡
眠時間のおよそ25%を占めますが、

脳は覚醒し興奮状態にあるにも関わ
らず、骨格筋は弛緩していて運動を
行えない状態となっています。 

夢の80%はﾚﾑ睡眠の時に見られます

が、最近の研究で、ﾚﾑ睡眠＝夢とい
う図式が正しくないことがわかってき
ました。 

先ずは、ﾚﾑ睡眠について詳
しくみていきます。 
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夢 

視床 

腹側被蓋野 

青斑核 

傍腕核 

拡張網様体視床賦活系 
（ERTAS） 

縫線核 

レム睡眠 

網様体 

中脳橋被蓋 

中脳 

橋 

延髄 
              で、拡張網
様体視床賦活系（ERTAS)につい
て説明しましたが・・・・ 

４.意識とｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

中脳で輪切りにすると、 
で説明した、SEEKINGｼｽﾃﾑの出発点

である中脳腹側被蓋野がここに位置
し、その背後、縫線核の上部辺りに
中脳橋被蓋という部分があります。 

5.情動 

6. 夢と視覚 
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夢 

視床 

青斑核 

縫線核 

レム睡眠 

中脳橋被蓋 

ON 

背側 

そして・・ 

ﾚﾑ睡眠で重要な役割を果たすの
が、この中脳橋被蓋と青斑核、 
および縫線核の背側です。 

中脳橋被蓋は、ﾚﾑ睡眠の直前に
急速に発火し、ﾚﾑ睡眠中高い活
性を保ちます。 

＊ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ駆動系
（ｺﾘﾝ作動性細胞） 

つまり、ﾚﾑ睡眠を
ONにする機能があ

ると推測され、その
機能はｱｾﾁﾙｺﾘﾝで
伝わります。 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx
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夢 

視床 

青斑核 

縫線核 

レム睡眠 

中脳橋被蓋 

ON 

OFF 

背側 

＊ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ 
 駆動系 

＊ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ駆動系
（ｺﾘﾝ作動性細胞） 

一方、青斑核と縫線核背側は、ﾚﾑ睡
眠からﾉﾝﾚﾑ睡眠移行時に活性化し、
中脳橋被蓋の活動を抑制します。 

つまり、ﾚﾑ睡眠をOFFにする

機能があると推測され、その
機能は縫線核背側がｾﾛﾄﾆﾝ
で青斑核がﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝで伝
わります。 

＊ｾﾛﾄﾆﾝ駆動系 

6. 夢と視覚 
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夢 

視床 

青斑核 

縫線核 

レム睡眠 

中脳橋被蓋 

夢状態生成装置 
（ﾎﾞﾌﾞｿﾝ＆ﾏｯｶｰﾘｰ） ON 

OFF 

＊ｾﾛﾄﾆﾝ駆動系 

背側 

＊ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ 
 駆動系 

＊ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ駆動系
（ｺﾘﾝ作動性細胞） 

こうした一連
の機能は・・ 

ﾎﾞﾌﾞｿﾝ＆ﾏｯｶｰﾘｰの「夢状態
生成装置」呼ばれるもので、
異なる機能が相反した作用
を及ぼすことで周期性が作
られることから相反性相互
作用ﾓﾃﾞﾙといいます。 

しかし、いくつかの研究から、
このﾒｶﾆｽﾞﾑそのものが、夢
を生み出す機能ではないこと
がわかってきました。 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx
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夢 

視床 

青斑核 

縫線核 

レム睡眠 

中脳橋被蓋 

夢状態生成装置 
（ﾎﾞﾌﾞｿﾝ＆ﾏｯｶｰﾘｰ） ON 

OFF 

＊ｾﾛﾄﾆﾝ駆動系 

背側 

＊ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ 
 駆動系 

＊ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ駆動系
（ｺﾘﾝ作動性細胞） 

6. 夢と視覚 

著者ｿｰﾑｽﾞらの1997年の研

究では、中脳橋被蓋を損傷
した6名の患者を調査した結

果、全員が夢を失っていない
ことがわかりました。 
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夢 

視床 

レム睡眠 

中脳橋被蓋 

夢状態生成装置 
（ﾎﾞﾌﾞｿﾝ＆ﾏｯｶｰﾘｰ） ON 

ﾌｫﾙｸｽの研究では、 
睡眠開始相(ﾉﾝﾚﾑ期）に 

最も夢を見やすいことが
示され・・・ 

ｱﾝﾄﾛﾊﾞｽの研究では 

やはりﾉﾝﾚﾑ期である目覚めの
直前に最も夢を見やすいこと
が示されました。 

それでは、夢の中核はどこにある
のでしょうか？ 

つまり、ﾎﾞﾌﾞｿﾝ＆ﾏｯｶｰﾘｰの夢状
態生成装置は、ﾚﾑ睡眠の中核で
あり、夢の中核ではありません。 

これらが意味するのは、つまり、 

夢には、ﾚﾑ睡眠が必要なのでは
なく、ﾚﾑ睡眠のような脳の覚醒が 
必要なだけということです。 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx
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夢 

レム睡眠 

視床 

前帯状回 

前頭葉 
腹内側野 

下垂体 

扁桃体 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

側坐核 

中隔野 

腹側被蓋野 

視床下部 

ﾚﾑ睡眠中の脳をPET（陽

電子放射断層撮影）でｲ
ﾒｰｼﾞﾝｸﾞしてみると・・・ 

大脳辺縁系から中脳辺
り全体が活性化している
ことがわかり・・ 

この領域は、ほぼ情動で
活性化する領域に一致
しています。 

そしてさらに、投射皮質を除く視覚
ｼｽﾃﾑ（視覚の高次処理ｼｽﾃﾑ）も活
性化していることがわかりました。 

つまり、夢を見ている時、脳は、 

情動体験と視覚の高次処理を
行っているということです。 

6. 夢と視覚 
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夢 

レム睡眠 

  

両側の白質 

後頭側頭頭頂接合部 そして、こうした機能に関連する大脳の
二つの特定部位を損傷した人は、ﾚﾑ睡
眠が保たれているのに夢を見ないこと
がわかってきました。 

もうひとつは、後頭側頭頭頂
接合部の視覚、聴覚、体性感
覚を統合する領域です。 

ひとつは、前頭
葉腹内側野の両
側の白質を損傷
した場合で・・ 

前頭葉 
腹内側野 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
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前頭葉 
腹内側野 

前頭葉 
ﾛﾎﾞﾄﾐｰ手術 

前頭前野 

両側の白質 

抗精神病薬 
（ﾒｼﾞｬｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ） 

  

先ずは、前頭葉腹内側野
両側白質の損傷について
見ていきます。 

統合失調症の 

重症な陽性症状の治
療法に前頭葉ﾛﾎﾞﾄﾐｰ
手術があります。 

この術式は、当初、 

前頭前野全体を切除
する手術でした。 

しかし、あまりにも影
響が大きすぎるため、
次第に切除範囲を狭
め、やがて腹内側野
両側の白質のみの
切断となりました。 

そして、施術された患
者の大半が夢を見な
くなったのです。 

この事実は施術者にとっ
ては常識であり、 

むしろ、術後に夢見が残
るのは予後不良の兆候と
されていたようで・・ 

ここが夢見
に必要なの
は、脳外科
医の公知の
事実だった
ようです。 

現在は、抗精神病薬の発
達であまり行われなくなっ
ていますが・・ 

6. 夢と視覚 
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前頭葉 
腹内側野 

両側の白質 

では、この部位が、
どう夢見に関わって
いるのでしょうか？ 

ここで、現在、
前頭葉ﾛﾎﾞﾄﾐｰ
手術を代替して
いる抗精神病
薬の機能に
戻ってみます。 

抗精神病薬 
（ﾒｼﾞｬｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ） 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx


2018/8/23 

7 

このﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ伝達系は、人の
「世界」への関心を覚醒させる
SEEKINGｼｽﾃﾑであり、統合失
調症の陽性症状はSEEKINGｼｽ

ﾃﾑの過活動が原因ではないか
と類推されます。 
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抗精神病薬 
（ﾒｼﾞｬｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ） 

視床 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

  

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ伝達系 
抗精神病薬は、 

中脳皮質から中脳辺縁系への
ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ伝達を遮断する働きが
あります。 

6. 夢と視覚 
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抗精神病薬 
（ﾒｼﾞｬｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ） 

視床 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

  

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ伝達系 

ｺｶｲﾝ、ｱﾝﾌｪﾀﾐﾝ 
（覚醒剤） 刺激性精神病 

多量摂取 

たとえば、ｺｶｲﾝやｱﾝﾌｪﾀﾐﾝといった覚醒
剤を多量摂取すると、SEEKINGｼｽﾃﾑが過

剰に刺激され、刺激性精神病という統合
失調症のような症状を生じますが・・ 

抗精神病薬を投与
すると治まります。 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx
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ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病の治療薬として用
いられるﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ作動薬（L-ﾄﾞｰ

ﾊﾟなど）でも、同様の結果が得
られ・・ 
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抗精神病薬 
（ﾒｼﾞｬｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ） 

視床 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

  

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ伝達系 

ｺｶｲﾝ、ｱﾝﾌｪﾀﾐﾝ 
（覚醒剤） 刺激性精神病 

抗精神病薬を投与
すると治まります。 

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療薬 
・・ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ作動薬 

(ex.L-ﾄﾞｰﾊﾟ） 

多量摂取 

健常者の、最初のﾚﾑ期直後にL-ﾄﾞｰﾊﾟ

を投与すると、夢の頻度、鮮明度、情
動の強さ、奇妙さが著しく高まります。 
（ｱｰﾈｽﾄ･ﾊﾙﾄﾏﾝの研究） 

6. 夢と視覚 
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視床 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ伝達系 

夢と統合失調症の陽性
症状の類似性は、よく
言われることであり・・ 

夢見のﾌﾟﾛｾｽは、ﾚﾑ睡眠のような 
睡眠中の脳の覚醒による、 
SEEKINGｼｽﾃﾑの活性化が引き金
となっていることが推測されます。 

そして、前頭葉腹内側野
両側白質の切断は、その
経路を遮断してしまうと思
われます。 

両側の白質 

  

前頭葉 
腹内側野 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
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視床 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ伝達系 

夢見のﾌﾟﾛｾｽは、ﾚﾑ睡眠のような 
睡眠中の脳の覚醒による、 
SEEKINGｼｽﾃﾑの活性化が引き金
となっていることが推測されます。 

さて、次は、SEEKINGｼｽﾃﾑの活性

化が、夢という視覚体験となってい
く過程を考えてみます。 

後頭側頭頭頂接合部 

後頭葉の 
投射皮質を除く視覚ｼｽﾃﾑ 
（視覚の高次処理ｼｽﾃﾑ） 

この過程に関係するのは、ﾚﾑ睡眠中の脳のPET

（陽電子放射断層撮影）で活性化していた、後頭
葉の投射皮質を除く視覚ｼｽﾃﾑ（視覚の高次処
理ｼｽﾃﾑ）と、損傷すると夢を見なくなるもう一つ
の部位である後頭側頭頭頂接合部です。 

6. 夢と視覚 
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視覚体験 

網膜 

視床 
後頭葉後部 

（１次視覚皮質） 

後頭葉連合野 

通常の視覚体験の場合、網膜に
入った視覚情報は、視床を経て後
頭葉後部に伝わり・・ 

後頭葉連合野で、色や動き、形などの複
雑に特化した知覚処理が重ねられ、後頭
側頭頭頂連合部で、他のﾓﾀﾞﾘﾃｨと連携さ
れます。 

後頭側頭頭頂接合部 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx
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視覚体験 

網膜 

視床 
後頭葉後部 

（１次視覚皮質） 

後頭側頭頭頂接合部 

後頭葉連合野 前頭前野 

一次運動野 

運動前野 

入力 

出力 

そして・・ 夢の中核はどこにある？ 

状況に応じた行動を計画する
ために、前頭前野に伝わり・・ 

行動 

運動前野で行動が準備され、
一次運動野で体の各部位に
行動の実行が指示されます。 

つまり、外部からの入力があ
り、それが加工されて行動とし
て出力されていきます。 

6. 夢と視覚 
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視覚体験 

網膜 

視床 
後頭葉後部 

（１次視覚皮質） 

行動 

後頭葉後部に損傷
を受けると、視力を
失います（皮質盲）。 

また、後頭葉連合野に損傷を負っ
た場合は、その部分が担っている
特定の機能のみを失います。 

そして、後頭側頭頭頂接合部に損傷を
負った場合、演算や書字などの視覚と
その他のﾓﾀﾞﾆﾃｨが協同する高次機能
の障害が生じますが、視覚そのものに
問題は出ません。 

    

  

後頭葉連合野 

後頭側頭頭頂接合部 
では、夢の場合は
どうでしょうか？ 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx
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視覚体験 

後頭葉後部 
（１次視覚皮質） 

後頭側頭頭頂接合部 

大脳辺縁系 

活性化 

後頭葉連合野 

PETｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞで見たように、 

夢を見ている時、大脳の前頭葉の
活動は低下していますが・・ では、夢の場合は

どうでしょうか？ 

情動の脳である大脳
辺縁系は活性化して
います。 

その結果、大脳辺縁系
と大脳後部は、前頭葉
の抑制を受けずに同
期することとなります。 

6. 夢と視覚 

22 

視覚体験 

後頭葉後部 
（１次視覚皮質） 

後頭葉連合野 

大脳辺縁系 

入力 

出力 

    

  

活性化 

夢はこの同期の結果として、 
通常とは入出力が逆になり、 
後頭側頭頭頂接合部を起点
に生じるようです。 

従って、 
ここを損傷すると 
夢見が消失します。 

特徴的なのは後頭葉後部に損傷を受けた場合で、 

この部分の損傷は夢には全く影響を与えず、皮質盲
の人も、視覚体験として夢を見ることができます。 

また、後頭葉連合野に損傷を負った場合
は、通常の視覚と同様に、その部分が
担っている特定の機能のみを失います。 

後頭側頭頭頂接合部 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx
脳と心的世界（6）.pptx
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視覚体験 

後頭葉後部 
（１次視覚皮質） 

後頭葉連合野 

入力 

出力 

活性化 

後頭側頭頭頂接合部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

夢見のﾌﾟﾛｾｽは、ﾚﾑ睡眠のような 
睡眠中の脳の覚醒による、 
SEEKINGｼｽﾃﾑの活性化が引き金と
なっていることが推測され・・・ 

睡眠中は大脳の前頭葉の活動が低下しているた
め、その刺激が抑制を受けずに大脳後部に伝わり、
後頭側頭頭頂接合部を起点として、通常の視覚と
は逆の経路を辿って夢の体験が生じると考えられ
ます。 

大脳辺縁系 

以上の内容をまと
めると・・・ 

6. 夢と視覚 

脳と心的世界（6）.pptx

