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                     2009 年４月２２日 

 

                            古村 哲也 

わかみず会資料 
脳、記憶、ニューロ 
 

電力中研で行った原子力発電所の運転員のヒューマンファクターの研究の際に、脳に蓄え

られている知識が、どのように保存され活用されるかを研究し、その成果をシステムに生

かすことを検討した。当時、ニューロとかファジィ理論も話題になっており、それらを使

った運転員の原発のメンタルモデル作成も試みた。結果としてシステム作成には、具体的

に勉強の成果を生かすことはなかった。当時のメモを基にしてまとめたので、 新の脳科

学や認知科学の知識ではないが、部分的に近年発行された文献も参照した。 

 

１ 脳を見る機械装置 

脳が神経細胞（ニューロン）の複雑で精巧な機能によって活動していることを、初めに解

明したのは、解剖学者ゴルジ（イタリア）とカハール（スペイン）であった。彼らはこの

功績で 1906 年のノーベル医学賞を獲得した。 

近の四半世紀で急激に研究が進んだ。癲癇患者のＨＭの脳手術結果から、脳の機能や働

きが明らかになり、脳研究が急速に進んだ。それを契機に多くの研究者が参加し、更に非

侵襲的な測定方法が開発されてきたことが大きく貢献している。 

非侵襲的機器の種類は（東京大学大学院総合研究科 石浦章一教授による） 

① Ｘ線ＣＴ Ｘ線を細かいピッチで放出して、反対側でＸ線の減衰を画視する  

② MRI 磁力を発生させて身体に当て、普段はばらばらの方向を向いている各組織の細胞

に、原子核スピンをかけ方向を揃える。照射を辞めて原子核が元の戻る状況を分析して

画像化する。 

③ ｆＭＲＩ ＭＲＩの機能を使って、血流動態反応を視覚化する装置 

④ ＰＥＴ  体内の陽電子（トレーサー；血流ならグルコース、ガンならブドウ糖）を用

いて断層写真を造る 

⑤ 脳波計  神経細胞のイオン分布の変化をグラフ化する 

⑥ 光トポグラフィー 近赤外光を用いて頭皮の上から脳機能をマッピングする（日立製作

所の特許） 

などである。 

 

２ 脳の構造 

脳全体では 1000～2000 億個の神経細胞からなり、そのうちの平均 140 億個の神経細胞が

大脳皮質系に存在している。数が固定できない理由は、脳は部分的に神経細胞が集まる場
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所、神経線維が集まる場所、細胞の密度や大きさが異なることにより、小さな部分を厳密

にカウントして、それを掛けることで推定数が計算できない。大脳皮質部分だけでも、研

究者によって 100 億個から 180 億個までのバラツキが出ている。因みに、チンパンジーは

80 億個、アカゲサルは 50 億個とされている。 

脳は様々な分野に分かれ、分野単位での働きが徐々に分かってきた。脳には記憶に深く関

係する細胞群と、運動を制御する細胞群がある。前者が傷つくとボケ、アルツハイマー病

が、後者ならパーキンソン病が発祥する危険性が高くなる。経年変化は個人差が大きく、

職業、生活習慣が非常に関係していると云われている。 

２.１ ポール・マクリーンの脳の３層構造 

発生学的な分類であり、脳科学的にはあまり重要ではない。 

爬虫類  古い時代に発生した脳器官で自律神経系の中枢である脳幹と大脳基底核より成

り立つ。品拍、血圧、呼吸、体温など生命維持、種の保存に必要な機能を担う。 

旧哺乳類 爬虫類脳に続いて発生した、海馬、扁桃体といった大脳周辺系から成り立つ。

本能的な好き嫌い、種の保存に付随する攻撃などを司る。 

新哺乳類 も新しい時代に発生した大脳新皮質の両半球から成り立つ。言語機能、記憶・

学習機能、創造的思考能力、空間把握機能など、高度脳機能の中軸であり、高

等動物に見られる知性・知識の源泉となる。 

２.２ ニューロン 

神経組織は物理的に神経細胞とグリア細胞から成り立っている。グリア細胞は脳とか精髄など

中枢神経系に存在する細胞で、神経の中でニューロンの隙間を埋め、それらニューロンの代謝を

仲介すると共に支持組織としても働いている細胞である。 

ニューロンは細胞であり、細胞体、樹状突起と軸索から構成される。樹状突起は多数の枝

分かれして、カバーする範囲は 1 ミリのオーダーであるのに対し、軸索は 1 個のニューロ

ンに１本しかないが、皮質から出て末梢の脊髄まで運動指令を送るものではメートルのオ

ーダーまで延びるものがある。 

ニューロンは軸索を伸ばして情報伝達物質を放出し、別のニューロンに情報を伝える。 

２.３ シナプス 

シナプスはとは、神経細胞と別の神経細胞の接合部位のことで、両者の間には約２０ｎｍ

の間隔がある。神経回路はこのシナプスによって形成されている。神経伝達はシナプス間

隔の狭い（数ｎｍ）ところでは、ナトリウムイオンが細胞外から細胞内に流れるときに生

じる電位の変化（”活動電位“または”神経インパルス”と呼ぶ）によって、神経細胞が

興奮する。脳内では複雑に張り巡らされた神経回路の中を、活動電位が走り回って交換さ

れる。間隔がある程度広くなると神経伝達物質を経由して、細胞間の情報交換が行われる。

そこには、ナトリウム、カリュウム、カルシウムなど元素、たんぱく質、ホルモンなど多

種多様な物質が関与している。下記の３分類に入るものが大部分を占める。 

神経伝達物質 
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① アミノ酸 グルタミン酸、γ－アミノ酪酸 

② ペプチド類 神経ペプチドＹ 

③ モノアミン類 アドレナリン、ドーパミン 

２.４ 脳の可塑性 

シナプス可塑性は、記憶・学習など、人の脳の機能を実現するために、神経回路が物理的・

生理的に、その性質を変化させる事のできる能力の事で、①アポトーシスによるニューロ

ンの減少と発芽によるシナプス接合部の増加という物理的な変化と、②長期増強によって

信号の通りが良くなる、という生理的な変化がその主なものである。 

可塑性とは、機能的・構造的な「可逆性」と、獲得した「機能の保存」という 2 つの事が同時に実現さ

れる事による性質である。可塑性が高い、という事は、新しい機能を獲得する性質、新しく獲得した

機能を維持する性質に優れているという事である。可塑性の高さは、記憶・学習の成立のしやすさ

に良く反映される。 

２.５ 記憶に非常に影響する海馬 

情報の流れ 

大脳皮質→歯状回→ＣＡ３野→ＣＡ１野→海馬支脚→大脳皮質 

情報処理のメカニズムは、海馬の神経回路の特性によって与えられる。 

歯状回の顆粒細胞は増殖力も持つ唯一の神経細胞。入力容量が大きいことは、記憶力が良

いことに直結する。 

 

３ 記憶の構造 

人間の記憶には、意識のあるレベルで記憶されている“顕在記憶”と、自分の意識が介在

していない”潜在記憶“がある。 

３.１ 記憶の分類 

スクワイア（アメリカの心理学者）の分類 

顕在記憶：思い出そうと意識して思い出せる記憶。 

潜在記憶：無意識で記憶を使う。 

記憶の種類 

３.１.１ 短期記憶 記憶時間が３０秒から数分以内に消える記憶で、普通人は７個、訓練

しても９個程度の小容量 

３.１.２ 長期記憶 

 ① エピソード記憶 個人の思い出 

 ② 意味記憶 知識（個別の記憶から憶えていないことが分かる） 

③ 手続き記憶 身体で覚えているものごとの手順 

 ④ プライミング記憶 入れ知恵 あることを覚えると、自分の意識より覚えたことが

優先してしまう。本の校正でのミス 

虚血、酸欠、打撲、加齢などの要因による脳機能の劣化は、①、②、④の記憶に深刻な影
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響を与える。一度獲得した手続き記憶は、一生ほとんど忘れることはない。 

 

４ 注意と情動 

４.１ 注意 

視野に入る情報が多いほど、物体に対する応答は弱くなる。ただし、ある特定なことに注

意が向けられると、それに対しての応答は強まる。 

注意が切り替わるきっかけ 

① 受動的な注意；外部環境からの刺激に依存した注意の切り替わり。例、電話の音 

② 能動的な注意；積極的に注意を向けて理解を進める。例、本を読んで理解したい 

発電所の警報類は受動的、教育訓練は能動的な注意を促す。 

4.２ 情動 

喜怒哀楽に関する反応のうちで、人それぞれの主観的な受け止め方とは別に、周囲の状況

に応じて、意識するかしないかに関わらず起きる身体の反応を制御する脳の機能をいう。

情動は恐怖も快楽をももたらす状況への反応にも関係する。情動は人間以外の動物にもあ

る。生存を脅かすような内部環境の変化を引き起こす可能性の高い環境を回避する情動行

動のプログラムが、恐怖の条件付け学習によって成立している。 

 

５ 脳と時間 

脳には２種類の時間軸がある。 

クロノス：時間の連続性を認知するもので、一定方向に規則的に流れる時間で、量的側面

に特化する。 

カイロス：時のある意味深い一点をあらわす、質的側面に特化する時間軸で、方向も速度

も一定しないものである。 

 

少し脱線 

アルツハイマー病 

家族性アルツハイマー病：20～60 代で発症し、原因は「常染色体優性遺伝」による。患者

数は全体の 1 割以下 

弧発性（晩期発症型）アルツハイマー病 

弧発性アルツハイマー病は 60 歳頃から発症する老人病の一種である。神経細胞は肝細胞な

どと異なり、分裂し続けることはできない。したがって、一度出来上がった神経回路を維

持するためには、個々の細胞が固体の死まで、何十年にわたって生存し続けなければなら

ない。脳の老化は他の臓器に比べて、細胞分裂によって回復する割合が非常に小さい。神

経細胞は他の普通の細胞に比べて、物理的サイズが大きく、エネルギー消費が高いために、

虚血ストレス、酸化ストレス、カルシウム恒常性の異常などのストレスに曝され易い。こ

のような状況で細胞分裂によらずに、構造や機能の異常を修復・修正するためには、細胞
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分裂以外の品質管理機構が重要になる。老齢になると脳を正常に保つタンパク質が欠けて

きて、品質管理に支障きたすようになる。発病の原因は加齢にあり、発病のリスクは 80 歳

を過ぎると急激に上昇し、85 歳で 25％、100 歳では 90％に迫るという。統計的にはアル

ツハイマー病は、高齢化による脳変化の行き着く先と考えられている。 

アルツハイマー病発症の時系列として 

Ａβ（アミノロイドβペプチド）の蓄積→タウタンパク質蓄積→神経機能不全→神経細胞

死 

が解明された。アミノロイドβペプチドを分解するプリライシンは広義の品質管理タンパ

ク質である。過去、人間は 80 歳以上生きる人はほとんどいなかった。そのために、脳老化

のプロセスを積極的にかつ特異的に制御するようなメカニズムは、元来目的的に存在しな

いだけでなく、進化による淘汰も受けていない。ということは、人間には自然に発病を抑

える機能はないと理解すべきである。予防法として医学的に確立されたものは無い。治療

現場の報告によると、DHA や EPA などの不飽和脂肪酸を多く含む魚や、野菜を多く食べ

ると症状が改善されるとか、ビタミン B、C、E を摂取すると効果が出るという。逆に、高

カロリー食の摂取、喫煙や深酒はマイナス要因で、適度の運動と精神的活動（絵画・音楽

鑑賞、会話など）は効果が期待できると考えられる。 

発病後の治療薬 

塩酸ドべべルジ（商品名：アリセプト）エーザイ製薬）杉本 八郎（現京都大学医学部教

授）発明 

漢方薬：抑肝散 

 

６ ニューロ 

人間の脳を手本にした情報処理システムとして、計算機が学習する機能が開発された。そ

れにニューラルネットワークとかニューロンコンピュータなどの用語が使われる。 

人間は“あいまいさ”がある情報を巧みにこなすことができるが、算法ががっちり決めら

れた従来の計算処理（ノイマン型コンピュータ）では、人間特有の能力は持ち込めない。 

人間の学習過程は、進化段階での学習、発達段階での学習、日常的な学習という、多重構

造になっている。脳のハードウェアは、生まれたときにほぼ出来上がっているので、進化

段階での学習結果は先天的な能力である。発達の段階では、人格形成や外部環境の影響を

受け、言葉の習得はじめ基本的な事項の学習が行われる。この段階は幼児期に著しく、20

歳くらいまで年齢に応じて学習される。この段階で学習したものは、日常的な学習で得た

ものより、はるかに忘れにくい。ニューロの学習方式は、人間の学習をヒントにしている。 

６.１ ニューロンモデル（ユニット） 

ニューロンの人工的なモデルをユニットと呼ぶことにする。人間の脳には多数のユニット

が存在し、ユニット同士が相互に関係しあう回路がある。現在通常用いられるモデルは、

非常に簡略化されたものである。 
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通常用いられているものは、多入力、１出力の素子である。このユニットは、多数のユニ

ットを網目状につないだユーラルネットワークのノードに当たる。ユニット間は神経線維

に対応する線で結ばれ、シナプス結合同様に、信号は一方向だけに伝わる。信号には荷重

をつけ結合されたユニットに入力する。この重みによって、ユニット間の結合の強さが表

せる。 

も単純なユニットでは、初期設定された重みを入力データにかけ、応答関数で変形しユ

ニットの状態を表す出力値を計算する。重みが興奮性の結合なら正、抑制性の結合のとき

は負の値をとる。シナプス結合の結合度の可塑性に対応して、学習によって重みの値を変

化させる。応答関数としては、①閾値関数、②シグモイド関数注、③確率モデル、④カオス

モデルなどが使われる。 

６.２ ネットワークモデル 

ユニットを多数つなげて、人の学習に近づく情報処理システムが考えられてきた。脳の一

つの神経回路には、1 万個の神経細胞が参加していることもある。重みは離散的にＱ個の値

をとるとして、考慮すべき結合数がＭ個とすると、荷重計算はＱＭ通り行わなければならな

い。ＱとＭが小さい数なら計算できなくもないが、人間レベルでは学習の効率化が大幅に

向上しない限り、実用化は難しい。関連ネットワーク型や階層ネットワーク型により、探

索範囲を制限するモデルが提案されている。 

注 

Ｘ））１／（１＋ｅｘｐ（－)(Xf  

 

７ 「あいまいさ」の処理 

脳はあいまい情報を巧みに処理する機能が発達している。電中研のプロジェクトでも、そ

れを取り入れることを考えた。原子力発電所をテーマにする前に、自動車の運転を取り上

げ、ドライバーのあいまい情報処理のプログラムを作成した。高速道路の走行中に、前車

の速度、自分の速度、緊急度、追越車線の安全性に関して、メンバーシップ関数を作成し、

ドライバーごとの追越状況を図示した。 

原子力発電所の運転に適用するには、発電所の運転は個人ではなくグループで行っている、

行動のきっかけは警報に依存している、各部署での様々なメンバーシップ関数を定義する

のが大変などの理由で、あいまいさを直接扱うことは断念した。 

 

７ 事故のレビュー 

オペレータの発電所の運転メンタルモデルを考える際に、過去の原発事故の原因と経過を

知る必要があった。もんじゅ、スリーマイルアイランド、チェルノブイリの事故を取り上

げ、オペレータがどのように関与したかを調べた。 

１ もんじゅ 

1995 年、二次冷却系で温度計の設計ミスから、ナトリウムが漏出し火災となった。国際原
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子力事象評価尺度では も低いレベル１だった。運転開始前の点検のために、出力上昇試

験をしていた。目標出力を目指して徐々に出力を上げていったところ、二次冷却系配管室

で配管のナトリウム温度計が”温度高“を示し、火災警報とナトリウム漏洩警報が発報し

た。オペレータは実験を中止し、現場に駆けつけたところ、白煙を確認した。オペレータ

は原子炉停止を決断し、炉の出力を徐々に落とし始め、実験も中断した。炉の緊急停止は

原子炉に負担をかけるため、炉を保護するために緩やかな出力降下を目指した。しかし、

事故発生後 15 時間経過した時点で原子炉を緊急停止させた。 

原因は温度計の故障で、運転員の個人的なエラーはなかった。 

２ スリーマイル島 

1979 年３月 23 日発生した LOCA 事故 

二次系冷却剤のポンプが故障し、炉心の圧力が上昇し加圧器逃し安全弁が開いた。弁が開

いたまま固着し、圧力が下がっても弁が開いたままになり、大量の冷却剤が蒸気として排

出された。加圧弁が開いたまま熱により固着した原子炉はスクラム（緊急停止）し、ECCS(非

常用炉心冷却装置)が作動したが、炉内圧力が低下して冷却剤が沸騰した。それがボイド（蒸

気泡）となって排出された。ボイドが水位計に入り、水位を押し上げたため加圧器が正し

い水位を示せなくなった。 

運転員が冷却水過剰と勘違いし、ECCS を手動で停止した。その後、一次系の給水ポンプ

も停止したので、2時間 10分間開き放しになっていた安全弁から、500tの冷却剤が流失し、

炉心上部三分の二が蒸気中にむき出しになり、崩壊熱によって燃料棒が破損した。炉心は

メルトダウンしていた。 

運転員のエラー 

二次系冷却ポンプの故障によって起こり得るイベント予測が不足。 

水位計の誤情報を信じて ECCS を停めた。 

３ チェルノブイリ 

1986 年 4 月 26 日発生 

４号炉では動作実験をしていた。原子炉停止によって電源が停止してから、非常電源に切

り替えるまでの短時間の間、システムが動作不能にならないように、炉内の蒸気タービン

の余力で、 小限の発電を行うものだった。 

実験は熱出力を 20～30％に下げて行う予定だったが、炉心のキセノンオーバーライド注に

よって、熱出力が 1％まで下がってしまった。出力を回復するため、運転員が制御棒を引き

抜く操作を行った。出力は 7％まで回復したが、炉心内の制御棒が著しく少ない不安定な運

転状況となった。この状態では実験が正しくできないので、運転員は非常用炉心冷却装置

を含む重要な安全装置を全て解除し、実験を続けた。実験開始直後、急激に熱出力が上昇

し始めた。運転員は直ちに制御棒を挿入したが、RMBK 黒鉛減速炉の特性上制御棒を挿入

する際に、一時的に出力が上がる設計になっているために、炉内の蒸気圧が上昇し、緊急

停止ボタンを押した 6 秒後に炉が爆発した。 
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運転員のエラー 

実験指導者の判断の悪さ、炉の設計思想を正しき理解していない。 

運転員への教育不足 

注 中性子を吸収する性質が強いキセノンが溜まり、出力が低下する。 
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