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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 

この項では、前半（1～5）のまとめ

を行った上で、情動を抑制し意志
によって行動を選択するﾒｶﾆｽﾞﾑ
について説明し、その身に着け方
に触れ、心理療法とは何かをごく
簡単に説明します。 
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視床 
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9.まとめ／心理療法  先ずは、前半（1～5）の内容を、
ざっと振り返っていきます。 

         では、大脳から視床
を中心とする脳の最深部に至る構
造を概観しました。 

1.脳の構造 

意味記憶 

             では、大脳に
おいて、外界の情報が知覚、認識
され、表象となり、意味記憶として
記憶される過程を見て来ました。 

2. 知覚と意味記憶 

外界 

情報 

知覚 認識 表象 

行動 

             では、表象に
対して、大脳が外界に対する行動
を計画実行するﾒｶﾆｽﾞﾑと、習慣化
した行動が手続き記憶となっていく
過程を説明しました。 

3.行動と手続き記憶 

手続き記憶 

そして              では、
意識が生まれる過程と、意識化さ
れた記憶がｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶になって
いく過程を説明しました。 
 
 

４.意識とｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

大脳 

これについて、もう少し詳しく振り
返ります。 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

生命活動
のﾓﾆﾀｰ 体性感覚

の縮図 

              では、脳幹
や視床下部に生命活動をﾓﾆﾀｰ 
する情報が集まっていて、しかも、 
脳幹には同時に体性感覚の情報
の縮図が存在し・・ 

４.意識とｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

脳幹 

視床下部 

視床 

その人全体の 
原初的表象 

情動 

この原初的表象は情動を
生み出します。 

情動については、後ほど
詳しく振り返ります。 

その人全体の原初的表象が、脳幹
に存在すると記述しました。 
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身体 

拡張網様体視床賦活系
（ERTAS）は、原初的表象の
状態に応じて、大脳全体を
賦活し、脳の覚醒ﾚﾍﾞﾙを決
定していますが・・ 

9.まとめ／心理療法  

情動 

脳幹 その人全体の 
原初的表象 

視床 

拡張網様体視床賦活系 
（ERTAS） 

そして、脳幹から視床に及
ぶ領域に拡張網様体視床
賦活系（ERTAS）があります。 
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拡張網様体視床賦活系 
（ERTAS） 

同期    

   意識 中核 

身体 

一方で、原初的表象から生
じる情動と知覚し表象し行動
を計画実行する大脳機能を 
 
 

9.まとめ／心理療法  

外界 

情報 

知覚 認識 表象 

行動 

情動 

その人全体の 
原初的表象 

これは、現在の行動が生体
が生存する上で適正かどう
かを、情動によって判断する
ためのﾒｶﾆｽﾞﾑであり・・ 
これが意識の基本である 
中核意識です。 

大脳 

視床で生じるﾊﾟﾙｽを基準に
同期させています。 

視床 

6 

拡張網様体視床賦活系 
（ERTAS） 

視床 

同期    

   意識 中核 

身体 

9.まとめ／心理療法  

外界 

情報 

知覚 認識 表象 

行動 

情動 

その人全体の 
原初的表象 

これは、現在の行動が生体
が生存する上で適正かどう
かを、情動によって判断する
ためのﾒｶﾆｽﾞﾑであり・・ 
これが意識の基本である 
中核意識です。 

中核意識は、言語を介して振
り返ることができ、そうするこ
とで再帰性意識（延長意識）
になります。 
 

この再帰性意識（延長意識）
が記憶されたものが、 
私たちが振り返ることができ
る記憶であり、ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶と
いいます。 

言語 

再帰性意識 
（延長意識） 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

この中核意識自体
は、意識的に振り
返ることができませ
んが・・ 

意識 

これが、いわゆる意識です。 

さて、話を少
し戻し、今ま
で漠然と記述
していた情動
について、詳
しく振り返って
いきます。 

脳と心的世界（9）.pptx
脳と心的世界（9）.pptx


2018/8/24 

4 

視床 

7 

身体 

9.まとめ／心理療法  

情動とは、身体的な感覚であ
り、生体には、長い進化の過
程で獲得された、下記に示す
複数の自動的に発動する基
本情動指令ｼｽﾃﾑ（以下情動
ｼｽﾃﾑと記述）が、生得的に
備わっています。 

視床 

情動 

その人全体の 
原初的表象 

脳幹 

情動とは、脳幹にあるその人
全体の原初的表象から生じる
ものだと記述しましたが・・ 

さて、話を少し戻し、今まで漠
然と記述していた情動につい
て、詳しく振り返っていきます。 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

腹側被蓋野 

SEEKINGｼｽﾃﾑは、腹側被蓋

野や視床下部が中核を担う、
世界への関心を覚醒させる 
ｼｽﾃﾑで・・ 

探索行動 

視床 
大脳に探索行動が指示されま
す。 

脳と心的世界（9）.pptx
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しかし、もし探索行動がうまく
いかないと・・ 
探索行動が、生体の欲求を満
たす結果を得ると・・ 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

腹側被蓋野 

探索行動 

視床 

LUSTｻﾌﾞｼｽﾃﾑが起動します。 

LUSTｻﾌﾞｼｽﾃﾑでは、視床下部

が欲求の満足を感知し探索行
動が完了行動に切り替わり・・ 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

完了行動 

中脳水道周囲灰白質（以下
PAG)の腹側部に情報が伝わっ
て、快感が生じます。 

快感 

さらに・・ 

しかし、もし探索行動がうまく
いかないと・・ 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

腹側被蓋野 

探索行動 

視床 
RAGEｼｽﾃﾑか 
FEARｼｽﾃﾑが起動します。 

線条体 

扁桃体 

これらのｼｽﾃﾑは、視床の外
側に位置する線条体の先端
の扁桃体に情報が伝わること
から始まります。 

脳と心的世界（9）.pptx
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身体 

9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

視床 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

不快感 

線条体 

扁桃体 

そして、大脳に情動反応の指
示が出され・・ 

下垂体 

情動反応 

さらに、PAGの背側に情報が伝
わり、不快感が生じます。 

身体の対応のために下垂体に
ﾎﾙﾓﾝ分泌が指示されます。 

探索行動が、単にうまくいか
なかったり、何かに邪魔され
たりしたときに働くのが 
RAGEｼｽﾃﾑです。 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

視床 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

不快感 

扁桃体 

しかめっ面やうなり声が生じ、
身構える情動反応が生じ・・ 

下垂体 

情動反応 

これが闘争反応であり、この時
感じる不快感が激怒です。 

ﾎﾙﾓﾝが心拍数を増加させ骨
格筋へ血流を集中させます。 

闘争反応 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

脳と心的世界（9）.pptx
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一方、何らかの危険を察知し
て、探索行動を中断するとき
に働くのがFEARｼｽﾃﾑです。 

13 

身体 

9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

視床 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

扁桃体 
逃げたり、隠れたりする 
情動反応が生じます。 

下垂体 

情動反応 

これが逃走反応であり、この時
感じる不快感が恐怖です。 恐怖 

逃走反応 

闘争反応 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

この場合、ﾎﾙﾓﾝが心拍数を
増加させ骨格筋へ血流を集中
させることは同じですが・・ 

さて、私たちは、日常的に
SEEKINGｼｽﾃﾑが妨げられて、
RAGE／FEARｼｽﾃﾑが働くこと
を繰り返していますが・・ 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

視床 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

扁桃体 

それを抑制するのが、 
CAREｻﾌﾞｼｽﾃﾑです。 

下垂体 

情動反応 

CAREｻﾌﾞｼｽﾃﾑでは、 
愛着対象の存在を感じると、 

脳内麻薬（内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ）が
分泌され、情動反応や不快感
を抑制します。 

恐怖 

逃走反応 

闘争反応 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

脳と心的世界（9）.pptx
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9.まとめ／心理療法  

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

視床 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

扁桃体 

下垂体 

情動反応 

このPANIC／CAREｼｽﾃﾑは、 

本来は、幼児の生存率を高め
るため、幼児を母親から離れ
ないようにするｼｽﾃﾑだと考え
られています。 恐怖 

逃走反応 

闘争反応 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

しかし、逆に愛着対象を失うと 
・・ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬の分泌が止まり、激
しい不快感が押し寄せ、生体
は大混乱に陥ります。 
これが、PANICｼｽﾃﾑです。 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

不快感 

こうした情動ｼｽﾃﾑは、生得的
であるものの、その発動条件
が経験的に学習されるように
なっています。 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

視床 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

さて、ここまで説明してきた 
意識や情動は、本質的に 
受動的／自動的であり、 

自由意志による行動の選択
が欠けています。 

扁桃体 

情動反応 

不快感 

情動反応 
抑制ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

脳と心的世界（9）.pptx
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9.まとめ／心理療法  

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

情動反応 

RAGEｼｽﾃﾑの闘争反応などの

情動反応が生じるとき、それ
は、社会的に不適応を生じる
場合があります。 

視床 

自由意志による行動の選択
は、次に説明する情動反応 

抑制ﾒｶﾆｽﾞﾑに基づいていま
す。 

扁桃体 

不快感 

情動反応 
抑制ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

それを抑制するのが、 
情動反応抑制ﾒｶﾆｽﾞﾑです。 
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9.まとめ／心理療法  

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

扁桃体 

帯状回 

海馬 

海馬旁回 

視床 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 情動反応 

不快感 

扁桃体はこの位置にあり・・ 

大脳の一番奥の帯状回の 
側頭葉部分が海馬傍回で・・ 

海馬傍回の縁に海馬があり、
扁桃体と接しています。 

1
8 

断面で見ると、このようです。 

脳と心的世界（9）.pptx
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9.まとめ／心理療法  

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 情動反応 

不快感 

情動反応の指示が出ると同時
に、その情報は海馬を経由し
て大脳後部に伝わります。 

そして、その情動反応が不適
応を生じないか、大脳後部の
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶と照合されます。 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 
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9.まとめ／心理療法  

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 情動反応 

不快感 

情報が、さらに前頭葉の眼窩
野および腹内側野に伝わり・・ 

その結果、情動反応が不適応
を生じると判断されると・・・ 

そして、その情動反応が不適
応を生じないか、大脳後部の
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶と照合されます。 

前頭葉 
眼窩野、腹内側野 

情動反応を抑制します。 

このようにして、不都合な情動
反応による社会的不適応は回
避されます。 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応 

不快感 

前頭葉 
眼窩野、腹内側野 

こうして、前頭前野による 

情動反応抑制ｼｽﾃﾑは、状況
に対して自動的ではない行動
を行うためのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、つま
り、思考の時間を作ります。 

その結果として、私たちは自由
意思により行動を選択します。 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

思考 外界 行動 

自由意思 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 
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身体 

9.まとめ／心理療法  

扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応 

不快感 

前頭葉 
眼窩野、腹内側野 

前頭前野のこうした機能は、
2歳と5歳ごろに急速に発達し、
20歳ぐらいまで発達し続け、

親（など）の姿が彫り込まれ、
その人特有の構造が決定さ
れていきます。 

この彫り込みは、次の二つの
ﾌﾟﾛｾｽで進行します。 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

自由意思 

一つ目は、「親」が行うことをまねることです。 

二つ目は、「親」が言うことをまねることです。 

彫り込み 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 思考 外界 行動 

先ずは、「親」が行うこと
の模倣から説明します。 
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脳と心的世界（9）.pptx


2018/8/24 

12 

23 

9.まとめ／心理療法  

ﾘｿﾞﾗｯﾃｨらは、 

あるｻﾙが何かの行動を
起こすとき、前頭葉の腹
側運動前野のﾆｭｰﾛﾝが
特徴的なﾊﾟﾀｰﾝで発火す
るのですが・・・ 

それを、ただ見ているだ
けの第二のｻﾙの脳内で、
同じ部位のﾆｭｰﾛﾝが同じ
ように発火することを見
出し、これをﾐﾗｰﾆｭｰﾛﾝと
名づけました。 

腹側 
運動前野 

ﾐﾗｰﾆｭｰﾛﾝ 
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9.まとめ／心理療法  

ﾐﾗｰﾆｭｰﾛﾝは、上側頭溝と
下頭頂葉にも発見されて
います。 

腹側 
運動前野 

下頭頂葉 

上側頭溝 

そして、これらの機能によ
り、子どもは親の行動を
ただ見るだけで、模倣して
内在化していると考えら
れています。 

ﾐﾗｰﾆｭｰﾛﾝ 
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13 

この機能により、 

親の発する禁止が抑制へ
と変換されます。 

扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応 

不快感 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 思考 外界 行動 
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9.まとめ／心理療法  

このとき使われるのが 
内的発話（内言：inner 
speech)であり、人は、こ

の機能を使って、親たち
が自分に向かって話すこ
とを内在化します。 

今まで述べてきたように、
人は、言語機能を用いる
ことで、体験をｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記
憶として留めることができ
ます。 

言語機能 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

抑制 

次は、「親」が言うことの
模倣です。 

内的発話 

体験 

言語 

行動 

内在化 
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9.まとめ／心理療法  

扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応 

不快感 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

何らかの生得的／発達上の理
由による衝動（情動ｼｽﾃﾑ）と抑
制のﾊﾞﾗﾝｽの崩れが精神病理と
なります。 

言語 

行動 

内在化 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

例えば、SEEKINGｼｽﾃﾑは、

統合失調症の陽性症状
や双極性障害と関連して
いると思われます。 

不安障害はFEARｼｽﾃﾑ
やPANICｼｽﾃﾑと関係が
ありそうですし・・ 

PANICｼｽﾃﾑは自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ
との関係が推測されますし、 
うつ病とも関係していそうです。 

思考 外界 行動 

精神病理 

こうした親の言語や行動の内在
化を通して、人は衝動（情動ｼｽﾃ
ﾑ）と行動の間に思考を入れられ
るようになるのですが・・ 
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扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応 

不快感 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

それでは、精神病理に対
する心理療法とは、どうい
うことでしょうか？ 

思考 外界 行動 

<注> ここに記述する心理療法は、 

「本」では、心理療法ではなく、「おしゃべ
り療法」（talking cure)の用語が用いられ

ていますが、一般的な用語ではないため、
敢えて、心理療法と記述しました。 

精神病理 心理療法 

何らかの情動反応が、大
脳の抑制ｼｽﾃﾑの影響範
囲から排除されることを、
精神分析用語で抑圧と呼
びます。 

こうした概念は、心理療法にかなり共通す
るものですが、精神分析と距離を取ろうと
しながら、精神分析の用語を用いるため、
表現が必ずしも正しくないかもしれません。 

抑圧 

それは、子どもが親から内
在化したのと同様の方法
で・・ 

心理療法の目的は、この
抑圧された情動反応に、
抑制のｺﾝﾄﾛｰﾙを取り戻す
ことです。 
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9.まとめ／心理療法  

扁桃体 

海馬 

視床 

情動反応 

不快感 

情動反応抑制 
ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 思考 外界 行動 

言語 

行動 

内在化 

抑圧 

ｾﾗﾋﾟｽﾄとｸﾗｲｴﾝﾄの間で 

言語と行動の観察を通し
た内在化によってもたらさ
れると推測されます。 

精神病理 心理療法 

脳と心的世界（9）.pptx
脳と心的世界（9）.pptx

