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究をおこない︑小脳学習に必要な誤差情報が脳幹の下オリーブ核由

学習メカニズムを明らかにするために前庭動眼反射の適応制御の研

医学博士宮下保司氏の﹁連想記憶ニュー

来の登上線維によって運ばれることを下オリーブ核の破壊実験によ

って示した︒その後英国オクスフォード大学では海馬の認知記憶機

ロンの発見と大脳認知記憶システムの解

構研究で業績をあげた︒帰国後︑独自の研究を開始し︑サルの大脳

研究をおこなったが︑後には大脳における認知記憶メカニズムを電

理学の研究︑教育に従事してきた︒当初は小脳における運動学習の

︵兼担︶の任にある現在まで三〇年間︑生理学︑神 経 科 学︑生 物 物

来︑東京大 学 医 学 系 研 究 科 教 授 並 び に 東 京 大 学 理 学 系 研 究 科 教 授

宮下保司氏 は 昭 和 四 九 年 東 京 大 学 医 学 系 研 究 科 博 士 課 程 入 学 以

に長期記憶をコードするニューロンの発見に到達した︒ヒト長期記

が︑短期記憶と長期記憶の関係についての理論的仮説に基づいて次

ンを発見した︒これはセレンディピティによる偶然の発見であった

記憶と長期記憶があるが︑まず視覚短期記憶をコードするニューロ

知記憶メカニズム研究への突破口を与えた︒記憶には大別して短期

した︒これは認知神経科学におけるブレイクスルーで︑その後の認

明﹂に対する授賞審査要旨

気生理学︑実験心理学︑生物物理学等の方法を駆使して研究し︑細

憶はノイマン型コンピュータとは異なり連想型記憶によって特徴づ

側頭葉内に目で見た図形を記憶する神経細胞︵ニューロン︶を発見

胞レベルから神経回路レベル︑個体心理レベルに至る首尾一貫した

たことも画期的であった︒これらの発見は︑コンピュータに作らせ

けられるが︑この連想性の細胞レベルの基礎が同時に明らかになっ

宮下氏はこの過程で︑ヒト脳活動の非侵襲計測をおこなう物理的

たフラクタル図形を記憶ニューロン解析に用いるという方法論的独

体系的理解に到達する業績をあげた︒

方法とし て 磁 気 共 鳴 機 能 画 像 法︵ fMRI
︶の 確 立 に も 貢 献 し︑更 に
法によって︑ヒトを被験者とする実験心
fMRI

フラクタル図形なら数学的な性質は同じでパターンとして違う図形

創にも支えられていた︒自然に手にはいる図形には限りがあるが︑

サルを被験者とした

理学と動物を用いた細胞生理学・分子生物学をブリッジする新しい

が無限に得られて被験者が今まで見たこともない図形をいくらでも

作ることができ︑しかも二つの一見まったく類似性のないフラクタ

方法論を開拓した︒
東京大学医学系研究科博士課程においては哺乳類小脳による運動

来たのである︒更に霊長類における記憶記銘過程の細胞分子メカニ

ル図形を組み合わせてその間に連想関係を作らせることも簡単に出

葉へと流れることから﹁ボトムアップ信号﹂とよばれているのと対

れ︑通常の知覚認識の信号が後頭葉から側頭葉／頭頂葉さらに前頭

過程のニューロン過程を明らかにすることにも成功した︒目の前に

記憶過程は大別して記銘︑保持︑想起に分けられるが︑次に想起

頭葉記憶ニューロン回路の動作状況をモニタして検索結果を評価す

は如何なるものであろうか︒この問いに対し︑﹁大脳前頭葉では 側

それではこのトップダウン信号を形成する大脳前頭葉内神経過程

侵襲的計測法およびサルを用いた行動学的方法ならびに電気生理学

ズムを追及し︑この過程が神経栄養因子︵ Brain Derived Neurotrophic 比される︒そして実際に宮下氏は︑ヒトを被験者とした脳活動の非

ない図形を視覚記憶貯蔵庫の中から想像することを被験者︵ヒトお

るプロセスが︑側頭葉との相互作用を担っている﹂との仮説を提唱

︶という分子によって誘導されること︑最終的には神
Factor, BDNF

よびサル︶に要求する対連合記憶課題という方法を開発して記憶想

し︑メタ記憶課題 を

的方法によって︑大脳前頭葉から側頭葉へのトップダウン信号を具

起ニューロンを同定し︑記銘・保持ニューロンと部分的に重複した

メタ記憶とは︑﹁自分の記憶内容について﹂被験者がもっている 認

経軸索終末変化 と い う 形 態 学 的 基 礎 が 存 在 す る こ と を 明 ら か に し

セルアセンブリを作る別のニューロン群を形成していることを示し

識のことであり︑一般に﹁自己の認識内容について﹂の認識のこと

体的細胞間信号として同定しその存在を証明することに成功した︒

たのである︒更に︑自発的記憶想起過程においては通常の知覚過程

を﹁メタ認識

た︒

とは異なり︑想起信号が側頭葉内想起ニューロン間を新皮質側に逆

学や認識論または心理学が主に取り組んできたヒトの高度な知的能

力を自然科学的に解明する突破口を見出したことは重要である︒

﹂と呼ぶのに対応している︒従 来 は 哲
Meta−cognition

に 導 入 し て こ れ を 支 持 す る 結 果 を 得 た︒
fMRI

向性に伝播していくことを発見した︒
記憶想起過程がどのように意識的に制御されているのか︑との問

は︑現在のところ上記のようなヒトを被験者とした

メタ記憶の よ う に 被 験 者 の 主 観 的 意 識 内 容 を 直 接 解 析 す る 研 究

記憶ニューロンに貯えられた情報の検索・活性化がコントロールさ

究によってのみ可能である︒しかし︑単なる機能マップの描画を超

題に対し︑﹁大脳前頭葉からのトップダウン信号によって︑側頭 葉

れる﹂との仮説を提起した︒この検索信号は︑前頭葉がヒト大脳皮

えて細胞分子レベルの研究と結びつけるためには新しい方法が必要

による研
fMRI

質の最高の中枢であるとの考えから﹁トップダウン信号﹂と命名さ
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である︒宮下氏は高次認知課題遂行中のサル

計測によってこ
fMRI

れを実現する方法論を開発し︑高次認知機能研究を厳密な細胞分子
レベル研究と結合する新しい領域を拓き︑かっての哲学者達の夢を
現代の自然科学的研究によって解く努力を続けている︒
以上を要約する︒従来︑記憶システムの研究はヒトの心理学知見
に基づいて展開されており︑他方︑記憶の基礎となるシナプス可塑
性の研究ことに海馬等の長期増強メカニズム研究は我が国および外
国に多数の関連研究がある︒しかし︑この二つのレベルをつなぐニ
ューロンレベル・神経回路レベルの研究は︑技術的困難そして問題
設定自体の困難さから進展が遅れていた︒宮下氏は︑第一に記憶ニ
ューロン群を発見し︑第二に記憶想起信号として前頭葉からのトッ
プダウン信号および内側側頭葉からの逆向性信号の双方を発見し︑
第三に個体心理学レベルと細胞分子レベル研究を結合する新しい方
法を開拓した︒その結果視覚イメージを操る大脳認知システムの全
体構造の解明に成功した︒
その学術的功績は︑誠に顕著である︒

主要な著書及び論文の目録
原 著・総 説 を 含 む 一 四 八 編 の 論 文 の 中 か ら 論 文 二 五 お よ び 編 著 書 四 を 選 ん
で記載した︒
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