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1 はじめに

近年，脳科学の研究が進み，様々な脳機能が解明さ
れている．しかし，運動の意思決定に関連した脳機能
解析は未だ途上である．ヒトが運動を行う際，運動内
容の選択，実行に必要な情報が連合野から高次運動野
を介して一次運動野へと送られる．一次運動野へと送
られた運動指令は脳幹，脊髄を介して筋肉へと送られ，
実運動が行われる [1]．このようにヒトの脳内における
運動指令の伝達経路は判明しているが，「どの様な」運
動を「いつ」行うのかといった運動の実行に関わる意思
決定が脳のどこで，どの様に行われているかという事
は判明していない．我々は，この問題を解決するため
に実運動の前段階において発生する脳波を解析し，運
動の意思決定機構の解明を目指す．
これまで多くの研究者が運動に関連する脳波変動に

ついて報告をっているが，運動に関連した脳波の研究
は，selfペースで行われる運動の運動関連電位 [2]につ
いて述べている研究が多い．selfペースで行われる運
動は，「運動方向」や「運動の開始」などの複数の運動
に関わる脳内処理がほぼ同時刻になされる．そのため，
それぞれの脳内処理を脳波として捉える事が難しい．
そこで本研究では，運動方向と運動の開始を指示した，
direction-cue task時の脳波を解析する事により，「運動
方向の決定」と「運動の実行」に関わる脳内処理を切
り分けて観測しようと試みる．
本稿では，運動の意思決定に関わる知見獲得を目的と

し，direction-cue taskにおける運動試行と非運動試行
時に観測される脳波の差異について論じる．また，cue

提示に用いる刺激の属性を変更した実験を行い，cue刺
激自体が脳波に与える影響を明らかにする．

2 実験

本稿では 21-24歳の健康な男女 20名を実験対象とし
た．左右のボタン押し運動を用いた，3種類の実験課題
(1-3)を行った．

実験 1:視覚-聴覚 direction-cue task/運動試行

実験 1 は運動方向を指示する direction-cue(矢印状
の視覚刺激)を提示した後に，運動開始を指示する go-

cue(聴覚刺激)を提示する運動課題である．被験者には，
go-cueが提示されたら direction-cueによって示された
方向の手に握られたボタンを押すように指示する．左
右のボタン押し運動を，左手試行 50回，右手試行 50

図 1: SubjectA’s result by ensemble-averaging(on-
set:direction-cue) at C4 in presenting Left direction-cue

図 2: SubjectA’s result by ensemble-averaging(on-
set:direction-cue) at C4 in presenting right direction-cue

図 3: SubjectA’s result by ensemble-averaging(on-
set:direction-cue) at C4 in presenting right direction-cue

回の計 100回行う．direction-cueの矢印の方向は不規
則な順番で提示される．

実験 2:視覚-聴覚 direction-cue task/非運動試行

実験 2の実験フローは実験 1と同様に行う．実験 2

においては direction-cueと go-cueに対し運動に関わ
る意味づけを行わない．被験者には運動を行わず，ディ
スプレイ中央の固視点を見続けるように指示する．

実験 3:聴覚-聴覚 direction-cue task/運動試行

実験 3の実験フローは実験と同様に行う．実験 3に
おいては direction-cue提示に用いる刺激を矢印状の視
覚刺激から，左右いずれかのスピーカーから発せられ
る聴覚刺激へと変更する．

3 結果

図 1-3は被験者の中でも特徴的な脳波変動を示す被
験者 1名分 (Subject A)の結果である．図 1は実験 1
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の結果である．図 2は実験 2の結果である．図 3は実
験 3の結果である．図 1，2，3は加算平均の on-set時
刻を direction-cue提示時として加算平均した結果であ
る．図 1-3はすべて，右方向の direction-cueが提示さ
れた際に得られた結果である．横軸は時間 [ms]，縦軸
は電位 [µV]である．青色の直線は direction-cue提示，
緑色の直線は go-cue提示，赤色の直線はボタンが押さ
れた平均時刻である．実験 1の結果より 2種類 (図 1-a，
b)，実験 2の結果より 2種類 (図 2-a’，b’)，実験 3の
結果より 3種類 (図 3-a”，b”，c)の特徴的な脳波変動
が得られた．また，これらの特徴量は C3，C4，Cz電
極において共通して観測された．
図 4に特徴 (b)，(b’)，(b”)の最小電位の被験者平均

値を示す．図 5に特徴 (b)，(b’)，(b”)の最小電位の潜
時の被験者平均値を示す．各種特徴量の値に対し，有
意水準の値を 0.05として t検定を行ったところ，特徴
(b)，(b’)の最小電位にて実験 1と実験 2間の有意差が
確認された．

4 考察

4.1 特徴 (a)，(a’)，(a”)に対する考察

特徴 (a)，(a’)，(a”) は direction-cue 提示の認識に
関連して発生した特徴であると考える．運動試行時と
非運動試行時に観測されたという結果は運動に関わる
脳内処理に起因していない可能性を示唆する．また，
direction-cue提示に用いる刺激属性を変更した実験結
果においても観測され，刺激の属性自体には起因してい
ない特徴であると考えられる．よって，特徴 (a)，(a’)，
(a”)は direction-cueが提示されたという事を脳で認識
した結果，発生した特徴であると考える．

4.2 特徴 (b)，(b’)，(b”)に対する考察

特徴 (b)，(b’)，(b”)は具体的な運動を意識しあるい
は go-cue提示に対する期待に関連して発生した特徴で
あると考える．本実験では運動の方向が決定してから，
運動を行うまでに十分な時間があり，この間に決定さ
れた運動を計画し，意識する事が予想される．また，特
徴 (b)，(b’)の最小電位において運動試行と非運動試行
の間に有意な差が確認された事から，運動に関わる脳
内処理の有無に起因した特徴であると考えられる．よっ
て，特徴 (b)，(b’)，(b”)は決定された具体的な運動を
脳内で計画し，意識する過程において発生した特徴で
あると考えられる．

4.3 特徴 (c)に対する考察

特徴 (c)は direction-cueに用いた聴覚刺激に起因し
て発生した特徴であると考えられる．特徴 (c)は加算

���

���

��

��

��

��

�

�� �� ��

�
�
��
�
��
�
�	

�
�


���������	��
��	�

���

���

��

��

��

��

�

�� �� ��

�
�
��
�
��
�
�	

�
�


����������	��
��	�

��(b) ��(b’) ��(b’)

図 4: The potential(grand average) of fature(b)，(b’)
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図 5: The latency(grand average) of feature(b)，(b’)

平均の on-setを direction-cue提示とした結果において
強調された．また，direction-cueの提示に聴覚刺激を
用いた実験 3の結果においてのみ観測された．よって，
特徴 (c)は direction-cue提示に用いた聴覚刺激自体に
起因して発生した特徴であると考える．

5 まとめ

本稿では direction-cue taskにおける運動試行と非運
動試行時に観測される脳波変動の差異に着目する事に
より，運動に関わる脳内処理の有無が脳波に与える影響
を明らかにしようと試みた．結果として，direction-cue
提示後に陰性電位が発生する脳波変動が得られた．さ
らに，運動試行時に発生する陰性電位の方が非運動試
行時に発生する陰性電位と比較して電位の値が小さく
なるという差異が確認された．本傾向は，運動に関わ
る脳内処理が影響していると考えられる．また，cue提
示に聴覚刺激を用いた際に特有の鋭利な陰性電位が発
生する脳波変動が得られた．本特徴は聴覚刺激自体に
影響して発生したと考えられる．
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