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イメージ生成を抑制する機構の実在性について 
fMRI実験からの検証 
○本山宏希・菱谷晋介 

（北海道大学大学院文学研究科） 
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	 本研究では，イメージの生成を抑制する機能が

心内に存在するか否かを，われわれが最近行った

fMRI研究に基づいて考察する。 

	 ネガティブなイメージはポジティブなイメージ

より鮮明度が低くなるというように，対象の感情

価によって，イメージ鮮明度が変動することが報

告されている (e.g., Bywatars, Andrade, & Turpin, 

2004; Hertel & Parks, 2002; 本山・松村・菱谷, 2010; 

Vrana, 1995)。Hishitani (1995)やHishitani, Miyazaki, 

and Motoyama (2011)は，イメージの形成を抑制す

る機構を仮定することで，ネガティブなイメージ

が不鮮明になることを説明するモデルを提案して

いる。彼らは，イメージ処理過程には，長期記憶

内に貯蔵されている情報をどの程度使用するかを

調整する機構が存在すると考えた。イメージを形

成する際に，ネガティブな感情が喚起されたとき

には，その機構が作動し，長期記憶から検索され

る情報が抑制される。その結果，ネガティブなイ

メージはポジティブなイメージに比べ不鮮明にな

ると説明している。菱谷 (1993)は，情報量を調整

するこの機構をサプレッサと命名した。 

	 サプレッサのような働きをする機構が存在する

ことは，前述した感情価による鮮明度の差異だけ

ではなく，その他の知見からも指摘されてきた。

たとえば，菱谷 (1993)は，イメージを生成せずに

通常の視知覚世界を体験しているときにも，サプ

レッサが強く働くと考えた。なぜなら，視知覚世

界を体験しているときに鮮明なイメージが形成さ

れてしまっては，知覚に混乱が生じ，幻覚様の体

験が生じてしまう可能性があり(e.g., 菱谷, 1993; 

Kosslyn, 1987)，そのようなことを防ぐためには，

イメ−ジの抑制が必然的に必要になると考えられ

るからである。 

	 もしサプレッサの実在（神経基盤）が証明され

れば，そのことは，鮮明度という意識体験と脳と

いう物理的実体を結ぶ，非常に大きな研究の進歩

につながると期待される。しかし，その提案以来，

近年まで，方法論上の困難さなどからその実在性

を検討するための実験や調査は行われてこなかっ

た。ところが，最近，サプレッサが作動しやすい

条件下の脳活動を測定することで，その役割を果

たす脳部位を特定しようとする実験が行われ始め

ている。前述した先行研究から，サプレッサは以

下の２つの条件下で働くと仮定できる。一つは，

ネガティブなイメージを生成しているとき（ネガ

ティブ・イメージ条件）であり，もう一つは，イ

メージをせず通常の視知覚世界を体験していると

き（視知覚条件）である。本山他 (2010)，Motoyama 

and Hishitani (2012)では，上記２つの条件において

活動する脳部位が探索された。 

 

サプレッサは存在するかⅠ：ポジティブ−ネガテ

ィブ・イメージの比較	 

	 前述したように，サプレッサは，ポジティブな

イメージを生成する条件（ポジティブ・イメージ

条件）と比較して，ネガティブ・イメージ条件に

おいてより活動していると考えられるため，本山

他（2010）は，このような条件に合致する脳部位

を探索した。実験の結果，左後帯状回の一部に有

意な活動が得られた（図１）。さらに，彼らは，こ

の脳部位の活動と実験参加者の主観的な評価であ

るイメージ鮮明度（１が鮮明，４が不鮮明の４件

法）の間の相関関係を検証した。その結果，ポジ

ティブ・イメージ条件では有意な相関関係は得ら

れなかったが，ネガティブ・イメージ条件では有
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意な相関関係が得られた（r (9) = 0.79, p < .05, 図

２）。 

 
図１	 ポジティブ・イメージと比較してネガティ

ブ・イメージ生成中により賦活する脳部位。MNI

座標で(-14,-56,24)。本山他 (2010)の Figure 2を一

部改変。 

 

 
 

 
図２	 各参加者のネガティブ・イメージ鮮明度と

MRI 信号変化率の相関関係：(a) ネガティブ・イ

メージの場合と，(b) ポジティブ・イメージの場

合。▲は外れ値であることを示す。本山他（2010）

の Figure 3を一部改変。 

 

この結果は，左後帯状回の活動が増すとネガティ

ブなイメージが不鮮明になるという関係があるこ

とを示唆するものであった。したがって，この部

位がイメージ形成を抑制するサプレッサの機能を

担うと仮定すると，ネガティブ・イメージを生成

するときにはサプレッサが作動し，その働きが強

いほどイメージは不鮮明になるというように，矛

盾無く説明することができる。これらの結果から，

彼らは，左後帯状回がサプレッサの役割を担う脳

部位であろうと推測した。 

 

サプレッサは存在するかⅡ：知覚とポジティ

ブ・イメージの比較	 

	 先行研究から推定すると，サプレッサはイメー

ジ条件と比較して，視知覚条件でより強く作動す

ると考えられる。そこで，Motoyama and Hishitani 

(2012)は，先ず，ポジティブ・イメージ条件より

も視知覚条件でより賦活する脳部位を探索，抽出

した。それらの脳領域の中に，サプレッサの機能

を担う部位が含まれると考えられる。もしそうで

あるなら，本山他 (2010)において，サプレッサの

機能を担うと考えられた左後帯状回も含まれるは

ずである。事実，ポジティブ・イメージ条件より

も視知覚条件で賦活した部位の中には，左後帯状

回も存在していた（図３の○部分）。この結果は，

左後帯状回がサプレッサの機能を担うことを示唆

した本山他（2010）の結果を，支持するものと考

えられる。 

 
図３	 ポジティブ・イメージ条件と比較して視知

覚条件でより賦活する脳部位。○は，MNI座標で

(-4, -44, 34)。Motoyama and Hishitani (2012)から抜

粋した図を一部改変。 
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	 Motoyama and Hishitani (2012)は，イメージに

よって視知覚が妨害されないようにするため，前

者よりも，後者の時の方が，サプレッサが強く作

動すると予想しており，それは，上述した結果に

よって妥当であることが示された。この結果から，

さらに次のような予想が導かれる。すなわち，イ

メージ中に入力される外部からの視知覚情報量が

増加し，視知覚処理への要求が強まるほど，サプ

レッサの活動も増加するのではないかということ

である。逆に言えば，視知覚情報の入力が少ない

場合は，サプレッサは作動せずイメージの形成が

容易になるであろうということである。 

	 これに関連したことは，日常生活の中でも観察

される。たとえば，鮮明なイメージを形成しよう

とするとき，われわれは閉眼したり，あるいは何

の模様もない，一様な壁面に視線を移動させ，で

きるだけ視知覚情報の入力が少ない状態を維持し

ようとするような方略を取ることが多い。これは，

まさに，多くの視知覚情報が入力されるほど，サ

プレッサが強く作動し，イメージの形成が抑制さ

れるが，視知覚情報の入力量が少ない状態では，

サプレッサは作動せずイメージの形成が容易にな

るという関係があることを示しているのかもしれ

ない。 

	 そこで，上述した予想を検証するため，左後帯

状回全体をROIとして，その活動と外部から入力

される視知覚情報量の間の相関関係が調べられた。

この実験では，視知覚条件時に絵が呈示される。

参加者には，絵が消失した後に，呈示された絵の

はっきりした程度（Richness）を評定することが

求められた(１がはっきりしている，４がぼやけて

いるの４件法)。呈示される絵のRichnessは，全く

low pass filterをかけず，はっきりした絵が呈示さ

れる場合から，low pass filterが強くかけられ，ぼ

やけた絵が呈示される場合まで，操作されていた。

Low pass filterがかけられていない条件は，外部か

ら入力される情報が多く，強くかけられた条件は

少ないと考えられる。Low pass filterの強さと実験

参加者の主観的なRichness評定の間には，r = 1.00 

(少数第３位で四捨五入)という極めて高い相関関

係があり，参加者のRichness評定が外部から入力

される視知覚情報量の程度を適切に反映した指標

になっていると考えられた。そこで，実験参加者

のRichness評定と左後帯状回の脳活動の相関分析

を実施した結果，両者の間には中程度の相関関係

が得られた(r (14)  =  -0.60, p < .05, 図４)。この

結果は，多くの視知覚情報が入力されるほど，左

後帯状回は強く活動することを示唆している。す

なわち，左後帯状回がサプレッサの機能を担うと

仮定すると，外部から多くの視知覚情報が入力さ

れるほど，サプレッサが作動し，鮮明なイメージ

が形成されづらくなるというように，われわれの

日常的な体験を説明することができる。 

 

図４	 左後帯状回の活動と実験参加者の Richness

評定の散布図。Motoyama and Hishitani (2012)から

抜粋した図を一部改変。 

 

サプレッサの実在性について	 

	 本稿では，イメージの生成を抑制する機能が心

内に存在するか否かについて，われわれが最近

行った，２つの fMRI実験の結果を基に考察した。

その結果，イメージの生成が抑制されると推測さ

れる２つの条件で共に，左後帯状回の活動が見ら

れた。これらの結果は，左後帯状回がサプレッサ

の機能を担う可能性を示唆している。また，左後
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帯状回の活動と実験参加者の主観的評定間で相関

係数を算出したところ，上記部位がサプレッサの

機能を担うことを示唆するさらなる結果が得られ

た。 

	 まず，左後帯状回の活動は，ネガティブ・イメー

ジの鮮明度と負の相関関係にあった。この結果か

ら，左後帯状回がネガティブ・イメージ生成時に

イメージを抑制する機能として作動し，活動が増

加するほどイメージは不鮮明になると解釈するこ

とができる。さらに，外部から入力される視知覚

情報量が増すと，左後帯状回の活動が増加するこ

とが示された。仮定どおり，左後帯状回がサプレッ

サの機能を担うのだとすると，この結果は，外部

から視知覚情報が入力されればされるほど，サプ

レッサが強く働き，イメージは形成しづらくなる

ことを示していることになる。これは，開眼状態

では，鮮明なイメージの形成が困難であるため，

イメージを形成するときには閉眼などし，外部か

らの視知覚情報をシャットアウトすることが多い

という，われわれの日常的な行動とも符合する。

これら何れの相関分析結果も，左後帯状回がサプ

レッサの機能を担うという仮定に合致しており，

サプレッサ機能が心内に存在することを示唆する

と考えられる。 

	 サプレッサの機能を担う脳部位に関する研究は，

はじまったばかりであり，今後，本稿で取り上げ

た以外のサプレッサが働く条件下でも左後帯状回

が活動するか否かについて，さらに検証すべきで

あろう。たとえば，イメージ能力の個人差が生じ

るメカニズムとして，サプレッサの関与を考える

ことができるかもしれない。菱谷(1993)は，サプ

レッサとは，イメージ鮮明度の個人内変動を説明

する仮説構成体というだけではなく，個人間変動

も説明すると考えた。彼は，鮮明なイメージの形

成ができない low-imagerは，イメージを鮮明に形

成できる high-imagerと比較して，サプレッサの働

きが強いのではないか考えた。この仮説に従えば，

イメージ想起中の脳活動を比較すると，

high-imagerと比較して low-imagerではサプレッサ

の役割を担う脳部位，すなわち左後帯状回が，よ

り賦活しているはずである。そのような結果が得

られれば，本研究結果を支持するさらなる証拠と

なろう。また，VVIQ などのイメージ能力を測定

する質問紙調査の点数と，左後帯状回の活動の間

には相関関係があり，左後帯状回がより活動して

いる人ほど，イメージ能力が低く，不鮮明なイメー

ジを形成するという結果が得られるかもしれない。

上記のようなイメージ能力の個人差研究をとおし

て，イメージ抑制機能のさらなる解明が可能とな

ろう。 
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