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現在の脳の研究の概観 
複雑系の世界 



９０年代に遺伝子の解明がされ、それまでの脳の仕組みの
解釈において多くの点で考え違いをしていたことが判明 
!

現在、日本の本屋さんで扱っている脳に関する本は、誤解
釈時代の考えを用いて書かれており、極めて信頼性が低い
ものが多い



例 
•脳は全体が統合的に用いられており、右脳型や左脳型
はない 
•人の行動は意識が命令することで動いているのではな
い 
•人は、生まれた段階では脳は未完成で、基礎構造が完
成し大人と同様な形で動くのは５歳頃からである 
•言葉を使う能力は集団の文化としてのもので後生的（生
まれてから身に付ける）なものである 
•大脳（大脳皮質）は基本的に一般的な作業域が肥大し
たもので、特に人機能としての特別な存在ではない 
•遺伝子は限られた成長経路を指示する情報量しか保持
していない



③大脳（推論） 
Cerebrum 
Reasoning 
１５％

②大脳（知覚活動） 
Cerebrum 
Perception 
１５％

①小脳活動 
Cerebellum 
behavior 
７０％

脳神経細胞（約１０００億個）の活用割合

人の能力の形成には発達の順番が重要な意味を持つ 
①と②が先に発達し、その後に、かなり遅れて③が発達を開始し、その能
力の適応の有効性は、①と②の能力に応じたものになる 
!
③の活動帯域＝①の活動帯域＊②の認知帯域 
!
集団の活動が安定期には③の活動はより緻密なものになる。しかし、安定
が長いと、その後の変動期に移行するときには、適応に遅延が起きる



脳は、現在の日本の一般の学校教育で学
ぶ範囲の知識では理解できないものであ
ることが明らかになった



問題対応空間での適応ルールのイメージ 
人空間：これまでの知識情報 
例えれば整数、１００分の１までの有理数が基準 
４次元、完全対称、ニュートン空間 
!

脳の認知行動：実際の行動 
例えれば実数 
多次元、不完全対称、散逸構造、リーマン、差分、トポロ
ジー 
!

宇宙：最新物理理論 
ひも理論、多次元、超対称



人はそれ程進化していない 
脊椎動物の脳の仕組みは同じDNA構造 
脊椎動物の進化は身体構造や行動生態的な面で飛躍的に発
展したものではなく、動きがより複雑になる変化 



脊椎動物のボディプラン 
（ブレイン・アーキテクチャより）



イトヨリ（さかな）の階層生態 
（ブレイン・アーキテクチャより）



人は半幽体離脱状態 
並列と分散のシステム 
イオン系と神経系のハイブリッド制御 



ノーベル賞受賞学者カーネマンが明らかにした人が非
合理的な行動を行う理由 
!

脳は二つの判断システムを持ち、情況により不確定的
に何れかが用いられる



Two Minds：行動選択時に働く二つのシステム 
カーネマンの行動経済学の基礎

経験的処理システム 合理的処理システム

何が最も気持ちいいか 何が最も得か

古典的条件付け結合 論理的結合

長い進化の歴史の上に形成 進化の上では最近のできごと。言語

全体的 分析的

現実を具体的比喩・ 
イメージ・物語で符号化 現実を抽象的シンボル・語・数で符号化

速い処理：直後の行為 遅い処理：将来の行為

遅い変化：反復，集中処理により変化 速い変化：思考の速さで変化

受動経験，意識的アウェアネス外 
（情動によりうつろう）

能動的・意識的な経験（意図的に 
帰納的・演繹的推論規則に従う）

確実性は自明 確実性は論理・証拠による正当化が必要

知覚・動機・行動は状態に依存する 論理法則は局所状態に依存しない



脳の二つのシステムの仕組みの概略



記憶処理 
自律システム（レゾナンス反応）

長期記憶 動作記憶
短期記憶 
作業記憶

知覚情報処理 
自律システム

身体動作処理 
自律システム

意識処理 
自律システム

自律自動制御処理 
自律システム

身体行動

モニターシステム（身体調整自律システム） 
・サーカディアンリズム（自然環境同期・タイマー） 
・身体活動状態の監視

(Two Minds)

残存活性記憶の影響＋意思決定までの時間でのレゾナンス反応＝利用可能情報に反映

with Real Time Constraints 
Synchronous Band 

（適応事象同期）

身体行動とその
結果の記憶化

環境情報

Asynchronous 
Band 

（環境変動全知覚）

Asynchronous Band 
（環境変動全知覚）

同期フレームの
流れで適時協調



Scale      Time Units      System                World 

 (sec)                                                     (theory) 

 107              months 

 106              weeks 

 105              days                                    SOCIAL BAND       

 104               hours             Task 

 103               10min            Task 

 102                minutes         Task               RATIONAL BAND     

 101               10sec          Unit Task 

 100               1sec           Operations 

 10-1              100ms        Deliberate act　   COGNITIVE BAND   

 10-2              10ms          Neural circuit 

 10-3              1ms            Neuron 

  10-4              1μs           Organelle            BIOLOGICAL BAND 

習慣的生態活動

相互作用的
生態活動

習慣的身体活動

身体内活動



知覚情報処理機構は外部情報の収拾を 
常時行い要求に応じた情報を伝える

自律自動制御機構の生態生成機構 
が経験情報データベースを用い 
行動パターンの生成を試みる

順当に生成結果が
得られたか？

意識機構が知識情報を用
い生成条件を変更し再依

頼

作業完了？

経験情報データベース 
を更新し終了 
END

作業要求（内因、外因） 
START

環境変動（感覚器官）

終了

NO

作業継続

作業実行

YES

データの更新はONE 
サイクル遅れ並列活動

主導権移行



二つのシステムはバラバラに独自に発達し、
両者の協調は環境条件に影響され不安定で
不確実 
一般的に先に動作し結論が出た方が行動を
支配する



意識は自分が観察した自分の情報をもとに
活動している 
!

他者の行動の認知から自己認知へ発展



密結合 
tight coupling

意識（主） 
Conscious(MAIN) 
理性 reasoning

無意識（従） 
Unconscious(SUB) 
Automatic 

身体行動 behavior 
感情 emotion

TO

疎結合 
loose coupling

無意識（主） 
 Unconscious(MAIN) 
Autonomous-automatic 
身体行動 behavior 
感情 emotion

意識（従） 
Conscious(SUB) 
Autonomous 
理性 reasoning

線形　Linear 非線形 Nonlinear 
自律 Autonomous



意識

無意識

知覚 運動

知覚

意識

運動

自律
自動
制御

旧イメージ 現イメージ



身体行動はイオン系（アナログ）（ホル
モン：アドレナリン、ドパミンなど）と
神経回路演算系（デジタル）の二つの操
作システムで動いている 
!

例 
アドレナリンは血管 
幸福感はドパミン濃度



脳の仕組みからみた幸福とはど
んなもの



WASHINGTON (AP) — They say money can't buy 
happiness.!
Deaton and Daniel Kahneman reviewed surveys of450,000 
Americans conducted in 2008 and 2009 for the Gallup-
Healthways Well-Being Index that included questions on 
people's day-to-day happiness and their overall life 
satisfaction.!
Happiness got better as income rose but the effect leveled 
out at $75,000, Deaton said. On the other hand, their overall 
sense of success or well-being continued to rise as their 
earnings grew beyond that point.!
"Giving people more income beyond 75K is not going to do 
much for their daily mood ... but it is going to make them 
feel they have a better life,"!
Deaton said in an interview.



幸福感を生むメ
カニズムには大
きく二つの種類
がある 
!
自身の身体内に、生
命の基礎的調和共振
状態を呼び起こす刺
激を受けることから
発生する幸福感 
!
他者との関連で行う
身体活動の動きの動
的過程で、それに連
動して起こる脳の中
の各種変化の総合的
な組み合わせで、遺
伝的に継承した幸福
感生成パタ-ンと一致
した動きをしたとき

Desmond Morris 
の幸福の分類 
＼認知階層

第一階層 
BODY AND 
INDIVIDUAL

第二階層 
FAMILY AND 
COMMUNITY

第三階層 
ORGANIZATION 
(GOVERNMENT 

AND 
ENTERPRISE)

1. 目的の設定と達成 ◎ ◎ ◎

2. 競争の勝利 ◎ ◎

3. 協調の成果 ◎ ◎

4. 種（遺伝）の繁栄 ◎ ◎

5. 官能（性と食） ◎ ◎

6. 知的想像（脳の活性） ◎ ◎ ☆

7. リズム ◎ ◎

8. 痛みへの忍耐 ◎

9. 危険への挑戦 ◎ ☆ △

10. 執着的意思の遂行 ◎ ☆ △

11. 瞑想（現実の遮断） ◎

12. 献身 ◎ ☆

13. 苦悩からの解放 ◎ ☆

14. 化学的刺激(麻薬、酒・) ◎

15. 空想 ◎

16. 笑い ◎ ◎

17. 偶然がもたらした利 ◎ ◎ ◎

幸福の 
可能性： 
◎強い　☆普通 
△弱い



失
敗

最
終
到
達
点
C

最後の成果の傾向B

成果の振幅の大きさA

行動の成果
の軌跡

成
功

生活保障
ライン

人の行動の満足感は、行動の成果の軌跡においての以下の三つの状態
に大きな影響を受ける 
•Aの振幅は大きい程よい 
•Bは上昇傾向を示していることがよい 
•Cは生活保障ラインを超えていることがよい（初期状態を上回っ
ていればなお良い）

ストレス耐性は
経験で変化



•変動：知覚機能は動的な変移（差分）を感知することにより働くので、安定状態でいる
間の反応はきわめて限定的である。したがって、満足感を得るためには、変動が必要で
ある。 
•良い結果が継続的に生じる：継続する幸福過程での記憶は、最良反応のものと全体の評
価が記憶に残る傾向がある。 
•最終的な成果の傾向：良い変化に対しては、その変化分に比例するように満足感が生じ、
それが記憶される。 
•成果の振幅の大きさ：良否事象間の振幅が大きい程、その事象全体に対し強い印象が残
る。それを乗り越えたことが自身の努力の成果として、良い評価が与えられ、記憶され
る傾向がある。 
•最終的な到達点・最終的な成果の傾向：評価の最終時点での結果が許容できるものであ
り、作業記憶域にある隣接する記憶が良いものであるとき、それらが評価に及ぼす影響
は非常に強い。その結果、最終的な評価に良い結果をもたらす。 
•悪い結果は記憶されない：悪い結果をもたらす事象が生じたときは、心身が忌避すべき
限界値に至った段階で強い反応を示し、今後の避けるべき事象として記憶されるように
できている。しかし、途中の状態では意識がその回避のために全力で取り組むのであま
り記憶され残ることはない。



脳の仕組みから理解できる日本文化
の特質とは



日本人は身体能力を磨くことでの発展を試みた民族
である



事象

時間経過

意識A 
（行動支援処理）

意識B 
（予測処理）

自律自動制御B 
（予測処理）

自律自動制御A 
（行動支援処理）

意識起動予兆認知

自律自動制御 
起動予兆認知

知覚-認知-運動の４プロセス分散化並列機構

意識起動遅延

(feedback) 
移行可能処理は習慣化
で徐々に制御が移行 
(feedforward)



事前対応力 事後対応力

意識A 
（行動支援処理）

意識B 
（予測処理）

自律自動制御B 
（予測処理）

自律自動制御A 
（行動支援処理）

線形対応力

非線形対応力
並列起動後の選択

事前選択による起動

身体的技能者 
（総ての基礎）

知識作業者 
指導的技能者

起業家 
アーティスト

哲学 
アーキテクト 
コンセプトアート



平均的な人の 
到達可能領域

自律自動制御機構の技能の発達

意識機構の適応
能力の発達

三年の習得レベル

三年の基本
適応レベル

十年の習熟レベル

構造認知能力の
習得 
（限定的）

技能者

特殊技能者

経営・知識処理作業者

単純労働

事務作業者

標準レベル

高度な構造認知能
力の習得 
（極めて限定的）

恵まれた能力者の領域



知覚力（基礎力）

身体活動力（基礎力）

認知思考力（応用力）

職能技能者
スポーツ技能者

標準者

GOMS力

線形力

創造者

知識人

日本人は、職能領域において「技を見て盗む」という行動習慣により知覚能力と、知覚と身体活動の連鎖の両者の強化
を同時に行なうことで独自の文化を築いた。米国は、ディベートと独自性を評価することでGOMS力を養うことで創造
性の高い文化を築いた。GOMS力は、文明発展後の意識的教育にて身に付けることが可能となる能力であり、技能領域
が訓練により多くが習得できるのと比べ、習得できる可能性はかなり低いものである。この両者の能力は、異なる形成
過程と構造を持ち、両立させることには困難が伴う。ただし、もし、両方の資質を持つことが可能ならば、両者の協力
的関係が築ければとても効果的に働くと考えられるので、望ましいことである。

日本人の強化領域

米国人の強化領域



日本人の意思決定は、意識Bの働きが弱いために、
自身の予測に基づく（自己責任になる）決断を避け、

環境条件に決定の要因を求める傾向がある 
!

下位のもの、仲間の要望を尊重した（相互責任） 
上位のものの意向を汲んだ（長期利得、他者責任）



日本人の新規事業に時間が掛かる理由 
!

言葉を漠然としたイメージとしてしか捉えて
いなく実行時に知識情報の実現精度が低く実
現までの時間が掛かる 
日本人は行動模倣を主体にコミュニケーショ
ンを行うので情報伝達が遅い


