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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、前半の最後として、
情動を取り上げます。 

情動とは、生命維持のための原
初的な行動ﾒｶﾆｽﾞﾑであり、動物
が生存するためのｼｽﾃﾑです。 
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5．情動 

外界 

・視覚 

・聴覚 

・体性感覚 

・味覚 

・嗅覚 

感覚ﾓﾀﾞﾆﾃｨ 

脳幹 

情動 

その人全体の 
原初的表象 

             で、情動
とは脳幹に存在するその人全
体の原初的表象から生まれる
ものだと述べました。 

４.意識とｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

              で外界を
知覚する5種類の感覚ﾓﾀﾞﾆﾃｨに

ついて記述しましたが、情動は、
身体的な自己の現状について
の感覚ﾓﾀﾞﾆﾃｨと言えます。 

2. 知覚と意味記憶 

そして情動は、生得的な運動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
指示を含む、基本情動指令ｼｽﾃﾑ（情動ｼ
ｽﾃﾑ）として機能します。 

それでは、具体的な情動
のｼｽﾃﾑに入る前に、先ず、
快/不快中枢から話を進め
ていきます。 

快/不快中枢 

言い換えると、情動とは、外界の知覚を全
て取り除いても残る身体的な感覚と言え
ます。 
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脳室 

第三脳室 

側脳室 

脳幹 

脳の内部には、 

脳室と呼ばれる、
髄液で満たされた
空洞があります。 

両大脳半球の中に
あるのが側脳室
で・・ 

側脳室とﾓﾝﾛｰ孔
で繋がり、視床に
挟まれた部分に第
三脳室があります。 

視床 

第三脳室は、中脳
水道を介して、脳
幹内の第4脳室に
繋がっています。 

ﾓﾝﾛｰ孔 

第四脳室 

中脳水道 

脳の断面図で見る
と、中脳水道はこ
の部分です。 

5．情動 
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中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

脳幹 

脳の断面図で見る
と、中脳水道はこ
の部分です。 

そして、ここを取り囲む領
域を、中脳水道周囲灰白
質（PAG)といいます。 

快/不快中枢 

PAGは垂直円

柱状の構造
をしています。 

この付近を輪切りにした
断面図を見ると・・ 
中道水道とPAGは、この
部分になります。 

背部（上側）：不快感 

腹部（下側）：快感 

PAGの背部（上側）が刺激されると
人は不快感を感じ・・。 

PAGの腹部（下側）が刺激されると
人は快感を感じるため・・ 

PAGは快/不快中枢と呼ばれます。 

5．情動 PAGは、ちょうど目や耳が明暗や
音の大きさを感じるように、 

快不快の程度を計量的に感じる
ようにできています。 

中脳水道 

脳と心的世界（5）.pptx
脳と心的世界（5）.pptx
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脳幹 

ここで、中脳の断面
から見える構造を少
し解説しておきます。 

中脳蓋 

中脳被蓋 

大脳脚 

赤核 腹側被蓋野 

黒質 

中脳の背側部を、
中脳蓋といい・・ 

腹側部を中脳被蓋 
といい・・ 

最前部に張り出した
部分を大脳脚といい
ます。 

中脳被蓋と中脳蓋の
境界付近には、脳幹
を貫く脳幹網様体が
あります。 

脳幹網様体 

中脳被蓋には赤核や
黒質といった核群が
ありますが・・ 

最前面中央部を腹側
被蓋野といい、次から
説明する情動ｼｽﾃﾑ
の起点となります。 

5．情動 
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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 

喜 怒 哀 楽 

それでは、いよいよ
情動ｼｽﾃﾑに入って
いきます。 

生物のｼｽﾃﾑとしての情動
ｼｽﾃﾑは、喜怒哀楽ではな
く、４つの基本ｼｽﾃﾑと 
2つのｻﾌﾞｼｽﾃﾑから成って
います。 

情動あるいは感情というと、
ふつう喜怒哀楽という言
葉を思い浮かべますが・・ 

まずは、SEEKING
（探索）ｼｽﾃﾑから 
説明していきます。 

5．情動 

脳と心的世界（5）.pptx
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SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

人 対象 
関心 

感じ 

探索行動 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑとは、
人の「世界」への関心を 
覚醒させるｼｽﾃﾑです。 

つまり、環境の「何か」の対象に
関心を持って、探索行動をとれば、 

「何か良いことが起きるだろう」と
いう感じを生み出すｼｽﾃﾑです。 

腹側被蓋野 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

このｼｽﾃﾑは、先ほど
の説明で出てきた 

腹側被蓋野でﾄﾞｰﾊﾟﾐ
ﾝ（DA)が産出される
ところから始まります。 

5．情動 
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SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

人 対象 
関心 

感じ 
腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

側坐核 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

そして、側坐核か
ら探索行動を行う
指示が、前頭葉に
伝わります。 

このｼｽﾃﾑが正常
に機能しないと、
次のような問題が
生じます。 

探索行動 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA)は、 
腹側被蓋野から、 
視床下部を通って、 

両大脳半球の基底部
に存在する側坐核へ
伝わります。 

5．情動 

脳と心的世界（5）.pptx
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SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

人 対象 
関心 

感じ 

探索行動 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

側坐核 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

充分に機能しない場合
は、病的な無気力に陥
ります。持続的な低覚
醒状態です。 

持続的低覚醒状態 

逆に、病的な興奮は、
対象への過剰な関心
を生じます。いわゆる
過覚醒状態です。 

過覚醒状態 

このｼｽﾃﾑのDA伝達系

の調節は、薬物療法
の基礎をなしています。 

5．情動 
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SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

人 対象 
関心 

感じ 

探索行動 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

側坐核 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

外側核群 

腹内側核 

これは、視床下部を拡
大した図です。 

視床下部は多くの核群に
よって構成されていますが、
その中の外側核群と腹内
側核には、体温や血糖値、
水分などの内部環境をｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞしﾓﾆﾀｰしている内
部環境探知ｼｽﾃﾑが存在
しています。 

そして、その他の部分は、その情報を基に下垂体へ
のﾎﾙﾓﾝ生成の指示を調整することで内部環境をｺﾝﾄ
ﾛｰﾙしています。また、内部環境をｺﾝﾄﾛｰﾙのために
は、外部への探索行動も必要となるため、ここを通る
SEEKINGｼｽﾃﾑの活性化を調整しています。 
 

下垂体 

欲求 

5．情動 

これが、欲求の生成です。 

では、もう少しこのｼｽﾃ
ﾑを詳しく見ていきます。 

脳と心的世界（5）.pptx
脳と心的世界（5）.pptx
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SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

人 対象 
関心 

感じ 

探索行動 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

側坐核 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

欲求から探索行動と 

その後の対象への行動
を行うﾒｶﾆｽﾞﾑは、 

ｱｸｾﾙとﾌﾞﾚｰｷの両方か
ら成り立っています。 

例えば、空腹感は血糖値
の変化などから生じます
が・・ 

空腹に対する探索行動
のｱｸｾﾙに当たる部分を
壊すと、人には極度の食
欲不振が生じます。 

逆に、空腹に対する探索
行動のﾌﾞﾚｰｷに当たる部
分を壊すと、人は空腹を
感じ続けてひたすら食べ
続けます。 

ここで、このｼｽﾃﾑの特徴
を整理してみます。 

欲求 

5．情動 
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SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

人 対象 
関心 

感じ 

探索行動 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

側坐核 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

先ず、SEEKINGｼｽﾃﾑは、

中脳の腹側被蓋野で
ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝが産出されるこ
とから始まりますが、こ
の段階では視床下部で
生じる欲求とは無関係
です。 

つまり、SEEKINGｼｽﾃﾑの

始まりは無目的で対象を
持たないということです。 

SEEKINGｼｽﾃﾑは、視床

下部で体内環境のﾓﾆﾀｰ
の結果生じる欲求と結
びついて、初めて目的と
対象を持ちます。 

そして、どんな欲求に対
して、「何」が必要で、ど
う探索行動したら良いの
かは、経験から学習す
るようになっています。 

SEEKINGｼｽﾃﾑが、このようになって

いるのは、多様な環境に適応する
柔軟性のためと考えられ・・ 

それゆえ、人生初期の
養育環境の影響が大き
なものとなります。 

欲求 
そして・・ 

5．情動 

脳と心的世界（5）.pptx
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SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

人 対象 
関心 

感じ 

探索行動 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

側坐核 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

欲求 

こうした成り立ちゆえに、
SEEKINGｼｽﾃﾑは、ただ、

探索行動を駆り立てる
だけであり、それを終わ
らせる機能がありません。 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

終了 

完了行動 開始 
探索行動を終わらせるためには、
欲求の対象にたどり着いたことを
感知して、探索行動を終わらせ、
欲求対象に対する完了行動を開
始するｼｽﾃﾑが必要です。 

完了行動とは、喉が渇いた猫が
水を発見したら、水を飲む行動で
あり、性的に興奮した雄犬が雌
犬を発見したら、性行動を行うと
いったものです。 

これがLUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑです。 

このｼｽﾃﾑは・・ 

探索行動 

5．情動 
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人 対象 
関心 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

側坐核 

ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ（DA) 

欲求 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

探索行動 

このｼｽﾃﾑは・・ 

視索前野 

視床下部の視索前野が、欲求対
象に到達したことを感知することか
ら始まります。 

完了行動 

そうすると、探索行動が停止され、
自動的に、側坐核の内側にある中
隔野を経由して、完了行動の実行
が指示されます。 

中隔野 

5．情動 

脳と心的世界（5）.pptx
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人 対象 
関心 

快感 
腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

視索前野 完了行動 

中隔野 

また、視床下部の弓状核からは、
脳内麻薬であるｴﾝﾄﾞﾙﾌｨﾝが産出
され、快不快中枢である中脳水道
周囲灰白質（PAG)の腹部に伝わり、
快感が生じます。 

弓状核 

ｴﾝﾄﾞﾌﾌｨﾝ
（脳内麻薬） 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

腹部（下側）： 

快中枢 

5．情動 
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人 対象 
関心 

快感 
腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

完了行動 

中隔野 

弓状核 

ｴﾝﾄﾞﾌﾌｨﾝ
（脳内麻薬） 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

腹部（下側）： 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

こうしたSEEKINGｼｽﾃﾑとLUSTｻﾌﾞｼｽﾃ

ﾑのﾒｶﾆｽﾞﾑは、学習や行動の動機
づけのﾒｶﾆｽﾞﾑであり、人間の嗜癖的
行動の背景となるものです。 

実験動物に快中枢に差した電極ｽｲｯ
ﾁONの報酬で学習させると、急速に
学習し、その行動にのめり込みます。 

快中枢 

5．情動 

脳と心的世界（5）.pptx
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人 対象 
関心 

快感 
腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

完了行動 

中隔野 

弓状核 

ｴﾝﾄﾞﾌﾌｨﾝ
（脳内麻薬） 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

腹部（下側）： 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

快中枢 

ｺｶｲﾝやｱﾝﾌｪﾀﾐﾝなどは、SEEKIGｼ

ｽﾃﾑを刺激し、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな期待を
生み出し・・・ 

ﾍﾛｲﾝやｱﾍﾝ類などは、快中枢を
直接刺激し快感を生み出します。 

さて、ここでもう一度
SEEKINGｼｽﾃﾑに戻ります。 

探索行動 

側坐核 

感じ 

5．情動 

薬物中毒も、このﾒｶﾆｽﾞﾑ
と関係しています。 

18 

人 対象 
関心 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

探索行動 

側坐核 

感じ 

SEEKINGｼｽﾃﾑは「世界」への関心を覚醒さ

せるｼｽﾃﾑであり、環境を探索し、「何か」の
対象と関われば、「何か良いことが起きるだ
ろう」という感じを生み出すｼｽﾃﾑですが・・ 

あるいは、何らかの理由
で探索行動が妨げられ
る場合も生じます。 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

こうした欲求が満たされ
ない時に発動するのが、
RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑと 
FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑです。 

5．情動 

欲求対象に到達して
LUSTｼｽﾃﾑが起動しない

と、欲求が満たされない
ままずっと探索行動をし
続けることになってしま
います。 

脳と心的世界（5）.pptx
脳と心的世界（5）.pptx
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人 対象 
関心 

腹側被蓋野 

視床 

視床下部 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

探索行動 

側坐核 

感じ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 
出発点 

これらは、SEEKINGｼｽﾃ

ﾑの途中から、視床の
外側の線条体の先端に
ある扁桃体に情報が伝
わることが出発点となり
ます。 

線条体 

扁桃体 

5．情動 
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人 世界 

視床 

線条体 

扁桃体 

中脳水道 
周囲灰白質 
（PAG) 

背部（上側）： 
不快感 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

情動反応 

下垂体 

扁桃体は、視床のすぐ外
側に位置し、ここから・・ 

不快中枢である中脳水道周
囲灰白質（PAG)背側（上側）
に情報が伝わり・・ 

さらに、下垂体にﾎﾙﾓﾝ分泌
の指示が伝わります。 

並行して、大脳に情動反応
の指示が伝わり・・ 

5．情動 

脳と心的世界（5）.pptx
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人 世界 

闘争反応 

線条体 

扁桃体 下垂体 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

このｼｽﾃﾑでは、扁桃体
の内側核が働き・・ 

下垂体からのﾎﾙﾓﾝの作用で、
心拍数増加や骨格筋への血
流集中などが生じます。 

また、情動反応としては、しか
めっ面や、うなり声が生じで、
身構えます。 

情動反応 

これが、いわゆる 
闘争反応であり、 
激怒の感情が生じます。 

それではまず、 
RAGEｼｽﾃﾑから詳しく見
ていきます。 

5．情動 
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人 世界 

闘争反応 

線条体 

扁桃体 下垂体 

この時、扁桃体では内側
核ではなく中心核や外側
核という部分が働きます。 

情動反応 SEEKINGｼｽﾃﾑが、 

危険を察知して停止す
る場合に起動するのが 
FEARｼｽﾃﾑです。 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

5．情動 

下垂体からのﾎﾙﾓﾝの作用で、
心拍数増加や骨格筋への血
流集中などが生じるのは同じ
ですが・・ 

情動反応は、逃げたり隠れた
りする逃走反応に変わり・・ 
恐怖の感情が生じます。 

逃走反応 

また、危険が軽度の 

場合は、ﾌﾘｰｽﾞするこ
ともあります。 

フリーズ 
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RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 
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人 世界 

闘争反応 

線条体 

扁桃体 下垂体 

情動反応 
FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

5．情動 

逃走反応 

フリーズ 

これらのｼｽﾃﾑは、生
存のために決定的に
重要です。 

彼らは、過度に性的になり、 
異常な性対象に関心が向いたり、 
自慰行為が劇的増加したりします。 

また、異食や、何にでも興味がある
ように振るまうといった、生存に不向
きな行動を取るようになります。 

そのため、ｼｽﾃﾑそのもの
は生得的ですが・・ 

さて・・ 

ｸﾘｭｰﾊﾞｰ・ﾋﾞｭｼｰ症候群という 

両側の扁桃体が損傷し、
RAGE/FEARｼｽﾃﾑが機能しな
くなった人達がいますが・・ 

環境への適応のために、
発動条件は経験の積み
重ねによって決まるように
なっています。 

ただし、FEARｼｽﾃﾑでは、

生命の危険を感じるよう
な場合には、ただ1回の

経験で発動条件が決まる
場合もあります。 

また、生得的なｼｽﾃﾑゆえ
に、一度INPUTされた 

発動条件は、その後の経
験で修正が効かないよう
です。 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

24 

人 世界 

闘争反応 

線条体 

扁桃体 
下垂体 

情動反応 
FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

5．情動 

逃走反応 

さて・・ 
LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

完了行動 

快感 

探索行動 

腹側被蓋野 

視床下部 私たちは、日常的にSEEKINGｼ
ｽﾃﾑを起点に探索行動をし・・ 

探索がうまく行けば、 
LUSTｼｽﾃﾑにより、快感を得て
完了行動をし・・ 

うまく行かなければ、RAGE／
FEARｼｽﾃﾑによって激怒や恐

怖を感じながら、闘争／逃走
反応をしてるわけですが・・ 

脳と心的世界（5）.pptx
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人 世界 

闘争反応 

線条体 

扁桃体 
下垂体 

情動反応 

5．情動 

逃走反応 

現実にはうまく行かないこと
の方が多く、常にRAGE／
FEARｼｽﾃﾑが機能した状態か
もしれません。 

これでは、
身が持ちま
せん。 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

この苦痛を緩和する仕組みが
CAREｻﾌﾞｼｽﾃﾑです。 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

26 

闘争反応 

下垂体 

情動反応 

5．情動 

逃走反応 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

CAREｻﾌﾞｼｽﾃﾑでは、養育者など

の愛着対象が存在すると、脳内
の各所から、ｴﾝｹﾌｧﾘﾝやﾀﾞｲﾉﾙﾌｨ
ﾝといった脳内麻薬（内因性ｵﾋﾟｵ
ｲﾄﾞ）が出続け・・ 

愛着の対象 

快感中枢を刺激して、RAGE／
FEARｼｽﾃﾑから生じる不快感を相
殺し、情動反応を和らげます。 

乳児の中心的な愛着対象は
母親ですが、この時、母親に
も変化が生じます。 

母親 

乳児 

脳と心的世界（5）.pptx
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出産後、乳児との接触でさらに増
加するので、母親は乳児との接触
を積極的に求めるようになります。 

愛着の対象 

27 

闘争反応 

下垂体 

情動反応 

5．情動 

逃走反応 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

母親 

乳児 周産期 
に増加 接触で

増加 

ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ 

ｵｷｼﾄｼﾝ 

ただし、このｼｽﾃﾑ
には別の側面があ
ります。 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

妊娠した母親の下垂体からは、ﾌﾟ
ﾛﾗｸﾁﾝやｵｷｼﾄｼﾝといったﾎﾙﾓﾝ
が分泌され、これらは、内因性ｵ
ﾋﾟｵｲﾄﾞと同様に情動反応を和ら
げる働きをします。 

これらのﾎﾙﾓﾝ分泌は、周産期に
なると増加し・・ 

28 

闘争反応 

情動反応 

5．情動 

逃走反応 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

愛着の対象 

もし、この愛着対象が居なくな
ると・・・ 

不快感や激しい情動反応の衝
動が一気に噴出します。 

内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞの分泌が急に
止まり・・快感は消失し・・ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

これがPANICｼｽﾃﾑです。 

下垂体 
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動物 

29 

闘争反応 

情動反応 

5．情動 

逃走反応 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

PANICｼｽﾃﾑの中核は、 
前帯状回にあります。 

前帯状回 

人 

重症の
「うつ」 

人のこの部分に電気刺激を加
えると、ﾊﾟﾆｯｸ発作や重度の
「うつ」症状が生じます。 

電気刺激 

30 

5．情動 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

前帯状回 

電気刺激 

動物実験では・・・ 

SEEKING 
行動の促進 

引き籠り・・ 
動物 

実験動物は、苦痛の鳴き声をあげ、
SEEKING行動の促進が見られ・・・。 

やがて引き籠ってしまったといいま
す。 
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5．情動 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

さて、ＰＡＮＩＣ／ＣＡＲＥ
ｼｽﾃﾑは何のために存
在するのでしょうか？ 

幼い人／動物に、養育者の近くに
いることを速やかに学習させる。 

内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

愛着対象からの分離と喪失 

PANICｼｽﾃﾑは、愛着対象の存在

によって生じる内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞに
よる苦痛の緩和が、愛着対象か
らの分離と喪失で損なわれ・・ 

結果として、激しい苦痛を味わう
ものです。 

このｼｽﾃﾑは、幼い人や動物が、
養育者の近くから離れないよう
にすることを速やかに学習し、
生存確率を高めるためのものと
考えられています。 

このｼｽﾃﾑは、大人になっても残
存し、愛着対象の形成によって
苦痛を和らげる一方で、その喪
失により激しい苦痛をもたらしま
す。 

大人になっ
ても残存！ 
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5．情動 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ 

脳内麻薬 
内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 

前帯状回 

このｼｽﾃﾑは、自閉症
のﾒｶﾆｽﾞﾑについての
可能性を示唆します。 また・・ 

自閉症 

もし、何らかの理由で、内因性ｵﾋﾟｵｲﾄﾞの
分泌が亢進して、母親からの分離で子ど
もがﾊﾟﾆｯｸにならない場合・・ 
 

結果として、母親からの情動行
動の学習が遅れてしまいます。 
 
 

子どもは母親の近くにいる必要がなく・ 

これが、自閉症ではないかとい
うことです。 

情動行動
の学習 
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こうしたｼｽﾃﾑは、基本的に生
得的であり、意識による判断
や選択の余地がない自動的
なものです。 

扁桃体 

33 

情動反応 

5．情動 

CARE（ｹｱ）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

SEEKINGｼｽﾃﾑに始まり、先ほ
どのPANIC／CAREｼｽﾃﾑまで
の説明をしてきましたが・・ 

PANIC（ﾊﾟﾆｯｸ）ｼｽﾃﾑ ここまで・・ 

LUST（快）ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

SEEKING（探索）ｼｽﾃﾑ 

従って、高度に社会的な生活を営む人
間にとって、結果として生じる不快感
や情動反応が社会的不適応を生じる
可能性が多分にあります。 

生得的 

自動的 

扁桃体 

34 

情動反応 

5．情動 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

苦手な上司に理不尽な 

怒られ方をしたからといっ
て・・ 

生得的 

自動的 

いつも、怒りをぶつけたり、
逃げ出してはいられません。 

例えば・・ 
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そのため・・ 扁桃体 
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情動反応 

5．情動 

RAGE（怒り）ｼｽﾃﾑ 

FEAR（恐怖）ｼｽﾃﾑ 

人間には、前頭葉が生得的で自
動的な情動反応を抑制するﾒｶﾆｽﾞ
ﾑが備わっています。 

生得的 

自動的 

この情動反応抑制ﾒｶﾆｽﾞﾑについ

ては、              で 

詳しく説明します。 

9.まとめ／心理療法  

前頭葉 情動反応 
抑制ﾒｶﾆｽﾞﾑ 

脳と心的世界（5）.pptx
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