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【要約】二者以上の相互作用やコミュニケーション時の脳のダイナミクスを捉えようと試みる社会神経

科学では，これまで，タッピングや指振りといった動作自体が同期し得る状況で，二者の脳部位間で脳

波の同期が生じることが示されている．本稿では，人間の社会的相互作用を念頭に置いた言語や記号を

用いたコミュニケーション時の脳活動を捉える方法を提案する．それは，記号コミュニケーション生成

実験時の脳波を二者同時計測し，その過程における脳全体の脳波計測チャンネル間の位相同期ネットワ

ークの構造とその変化，および，二者間のネットワーク構造の相関を解析するという方法である． 

 

【キーワード】位相同期ネットワーク，記号コミュニケーション，二者同時脳波計測 

 

 

1. 研究背景 

 近年，知識創造・共創が行われ続けている人間の社会的な振る舞い・コミュニケーションを理解しよ

うとする試みが進められてきた．人間の相互作用を通じて創りだされる知識共創がいかにして行われて

いるのか，という問いに答えるためには，言語や記号などを用いた社会的相互作用やコミュニケーショ

ンがいかにして行われているのかを明らかにすることが課題である．この課題については，知識科学を

中心として様々な方向からアプローチが成されており，人間を含む生物や機械を認知システムとして理

解しようとする認知科学や，種々の認知活動の生物学的基盤の理解をめざす脳神経科学によるアプロー

チも必須だと考えられる．  

近年形成されつつある社会神経科学の研究分野では，二者の相互作用を脳神経系のレベルから解明す

ることを目指して，脳活動を二者同時に計測する手法を用いた研究が行われている．すなわち，従来の

脳科学では主に単独で認知課題を行う際の脳計測が行われてきたのに対し，近年では二者（以上）の脳

波や fMRI を同時計測することで，相互作用やコミュニケーション時における脳活動を捉え，人間の認

知的かつ社会的な振る舞いを理解しようとする試みが進められている．たとえば，二者同時脳波計測を

用いた研究(川崎, 北城, 山口, 2011; 2012)では，ディスプレイを前にした二者が相互に同じ間隔で指によ

るタッピングを行い続けることを目指した課題中の脳活動が調べられている．課題中は，二者が一定間

隔でタッピングするために，ディスプレイ上に二者の間隔の同期の程度が色で表示され，それらを観察

しながらタッピング間隔を一定に調整することが実験参加者に求められる．結果として，自身のタッピ

ング動作時に限らず他者のタッピングの観察時においてもμ波抑制が生じていること，および，運動野

における二者のα波の同期の程度が課題のパフォーマンスと正相関することが示されていることから，

運動野のα波が相手とリズムを合わせることに重要な脳波成分であることを示唆している．また，指ふ

りによる社会的相互作用に着目した実験(Tognoli, Lagarde, DeGuzman, and Kelso, 2007)では，他者の動作

が見える場合と見えない場合の 2 条件で，お互いに他者の指を観察しながら指ふりを行い，その指の動

きの同期と二者の脳活動が同時計測・分析されている．その分析結果から，両条件の場合で前述したタ

ッピングの実験と同様なμ波の顕著な抑制と動作の同期が観察されている．さらに，μ波は両条件で振

幅スペクトルの変化が小さいのに対して，Phi 波と呼ばれる脳波はそれぞれの場合において振幅スペク

トルが大きく異なることを示している．この違いから，μ波は他者との動作の調整の効果を含まないこ
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とに対して，Phi 波は他者の動きに応じた社会的調整を神経的に特徴づけることが指摘され，ミラーニ

ューロンシステムの抑制と強化を反映していることが示唆されている．さらに，無意識的な指の動きの

相互作用を観察した研究(Yun, Watanabe, and Shimojo, 2013)では，課題前に比べて課題後の停止時の指の

動きは二者間でより同期し，その協調は二者間の脳活動の位相同期の強さとしても現れ，それが暗黙的

な社会的相互作用の認知的な指標に成りうることが示されている．この研究では，お互いが他方の指を

目視し，一方は無造作に指を動かし，他方のみがその指を追いかける役割がそれぞれ与えられ，その課

題の前後で二者はお互いに指を向け静止するように指示される．この課題の前後における指の静止時を

二者同時脳波計測し，脳波の時系列データの周波数特性における位相同期の解析を行うことで，二者の

脳間で有意に相関する部位の組を調べている．これらの先行研究は，二者同時計測を行うことで，二者

間の局所的な脳部位における脳波の位相同期の強さが社会的な相互作用の神経基盤を調べる量となる

ことを示している． 

しかし，これまでのところ，この種の研究は言語や記号などを用いたより社会的な相互作用を理解す

るにはいまだ不十分である．すなわち，先行研究が対象としている相互作用は指の動きなどの動作リズ

ムの二者間の同期であり，相手と行動を合わせるといった調整動作に限った社会的相互作用を想定して

いる．これは一般に広く観察される人間の社会的な相互作用の基盤ではあるが(注 1)，記号や言語を用い

た人間社会における重要な相互作用，そして，その結果として生み出される意味や意図の創発や共創と

いった現象を想定したコミュニケーションは扱えていない．また，これまでの二者同時計測の研究は，

局所的な部位における脳波の位相同期を分析対象としている場合が多く(注 2)，脳の異なる領域間の相互

作用といった脳全体の振る舞いの分析は不十分である．近年は，Default Mode Network や Resting State 

Network といった研究に見られるように，脳が全体的なネットワーク構造を持つという視点から，認知

活動の神経基盤を明らかにすることが重要視されている．Odd Ball パラダイム(注 3)のような比較的単純

な認知課題でさえ，視覚や注意といった複数の脳部位が関わる認知的活動であり，局所的な部位を観察

するだけではそれらの活動を捉えることができないことが示されている(Li, Liu, Wang, Li, Gong, Zhang, 

Jiang, Tian, Guo, Yao, and Xu, 2015)．同様に，記号の理解・使用や意味共創などいった認知的活動も，運

動野，聴覚野，ブローカ野やウェルニッケ野といった様々な脳部位が関わっていると考えられ，そのよ

うな認知的行動を支える脳神経メカニズムは未だ解明されていない． 

より社会的な相互作用を理解できる可能性のある方法として，二者の記号コミュニケーションを扱う

新しい実験パラダイムが実験記号論として提唱されている．実験記号論(Galantucci, 2005)では，通常の

コミュニケーション方法が制限された実験デザインにより，実験室内で人工言語や描画による記号コミ

ュニケーションシステムの形成過程を観察することができる．実験参加者らは実験内で用意されたメデ

ィアのみを用いてコミュニケーションを試みなければならないため，意味が共有されたり記号が生成し

たりする過程を観察することができる．従来は，会話分析などの定量的分析や解釈が難しい手法が中心

であった言語・記号的コミュニケーションの実証的研究に対して，実験記号論は，実証的でありつつ操

作・分析が可能な新しい手法を提供する．また，実験記号論のパラダイムはより定量的分析が可能なよ

うに進展しており(Konno, Morita, and Hashimoto, 2013)，脳波計測による脳活動の検討も行われつつある

(Li, Konno, Okuda, and Hashimoto, 2016)． 

そこで本稿では，この実験記号論に基づいた記号コミュニケーションの脳波計測実験(Li, et al., 2016)

に則り，人間の社会的相互作用を念頭に置いた記号コミュニケーションを理解するための方法を提案す

る．この研究は，相手と行動を合わせるといった調整動作に限った相互作用ではなく，人間言語のよう

に抽象性・恣意性のある記号を媒介としたパラダイムを用い，かつ，二者間における意味共有のみなら

ず，新しい意味や表現を共創することができる実験パラダイムになっている．このような人間同士の相

互作用に典型的である記号コミュニケーションが生成される過程を明らかにすることで，人間の認知能

力の理解に貢献することができる．  

特に本稿で提案する方法では，社会神経科学の知見から，脳波の位相同期に着目する．前述したタッ

ピングや指振りなどの先行研究では，脳波の位相同期の解析により，二者の調整の神経基盤を定量的に

分析することを可能にしている．この手法は二者の動作を通じた相互作用によって，二者間の局所的な

脳部位における同期とその脳活動によって支えられる認知活動を捉えることには有効である．しかし，

二者の脳が直接同期しないことを踏まえた脳全体の活動を捉える必要がある二者の記号共有・共創時の

神経基盤を定量的に分析するためにはさらなる方法が必要である． 

さらに，脳波位相同期のネットワークの構造の解析に焦点を当てることで，記号を用いる二者間の相
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互作用を捉えることを試みる．ゆえに，脳波チャンネル間の位相同期の強弱をネットワークのリンクと

して表現することで，脳全体の機能的接続性の構造を分析する．そして，脳波位相同期ネットワークの

構造がどのように変化していくのか，さらには，二者の脳波位相同期ネットワークの構造が類似してい

くのか，を明らかにすることを目指す． 

以上より，本研究は人間の社会的相互作用を念頭に置いた言語や記号を用いたコミュニケーションを

理解することを目的として，本稿では実験記号論に基づいた記号コミュニケーションの二者同時脳波計

測実験の過程を脳波位相同期ネットワークの構造として捉えることで，その構造と二者間のネットワー

クの相関がどのように変化していくのかを明らかにする方法を提案する． 

 

2. 提案方法 

はじめに，記号コミュニケーションという課題に対して，二者の振る舞いを捉えるため，二者同時脳

波計測を行う．実験記号論に基づいた構成論的な先行研究として，記号コミュニケーションの創発実験

がある．実験では，４つの部屋のどこかに試行毎にランダムに配置された相手と自分のエージェントが，

互いの位置が分からない状態で，各エージェントが部屋に留まるかもしくはそれぞれ別の部屋から移動

することで同じ部屋で落ち合うことを目指す(図 1)．そのために，二者は記号を用いたメッセージを体系

化し，そのやり取りを重ねることでコミュニケーションを行う必要がある．Li, et al.(2016)は，このよう

な記号コミュニケーションを通した認知活動を二者同時脳波計測によって分析することを可能にして

いる．提案方法では，この記号コミュニケーション中の認知活動を反映した神経基盤を捉えることを考

え，同様に二者同時脳波計測を行う．  

 

 
 

次に，実験参加者の振る舞いに対応する脳部位の協調を捉えるため，先行研究で重視されている脳波

の位相同期に着目する．これは脳波における位相同期に着目することで，協調時の神経基盤を捉えるこ

とが期待できるためである．脳は部分の総和が全体となり得ない非線形性を特徴としている．この脳を

複雑系の一種として捉え，位相同期という尺度を用いて脳活動の述語的統一(注 4)を図ることで，様々な

認知的活動を観察することができる．脳波のような非線形性を持つ振動現象では，自発的にあるいは外

部入力や相互作用に応じて，振動の位相が一致する引き込みと呼ばれる同期現象が生じることがある．

脳という動的で非線形なシステムの理解を目指す研究では，脳波の位相同期や大域的な脳波リズムが認

知機能に関与することが指摘され(Rodriguez, George, Lachaux, Martinerie, Renault, and Varela, 1991)，特徴

的な周波数帯域・脳部位における同期および脱同期と認知活動の関連性が調べられている(Pfurtscheller 

and Neuper, 1992)．したがって，脳波における特定の周波数帯域における位相同期を観察することで，脳

波の位相同期と課題のイベントに応じた認知活動の間の関係性を明らかにすることが期待できる．本稿

では，脳波計測チャンネル毎の特定の周波数帯域における位相同期について解析する． 

さらに，異なる脳部位間の機能的接続性や相互作用を捉えるため，脳波の位相同期ネットワークの構

造を表現する．機能的接続性(functional brain connectivity)とは，神経細胞の発火時刻や fMRI で用いられ

る BOLD 信号，そして脳波などの経時的な情報を元に，統計的な関係性を表現する脳の接続性の分類の

 
図 1 記号コミュニケーションの実験環境(Li, et al., 2016)．この実験では部屋と図形がそれぞれ 4

つ用意されている．相手が見えない状態で，4 種類の図形から 1 つの記号を試行毎に選びやりと

りを重ねることで，2 人のプレイヤーが同じ部屋で落ち合うことを目指す（左図）．メッセージ

と部屋の対応付の一例を右図に示している． 
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一種である(Sporns, 2007; 2012)．Sporns が提唱している脳の接続性は機能的(functional)，構造的(structural)，

そして効果的 (effective)の 3 種類に大別されている(図 2)．図 2 は接続性のモデルを示している．そのモ

デルの中でも，機能的接続性は，解剖学的な知見に基づいた構造的接続性に着目するのではなく，脳機

能という観点から脳全体を捉えることで，脳内の異なる領域間の関係性をネットワークとして表す．脳

波を用いた機能的接続性に関する先行研究(Wasifa, Saptarshi, Koushik, Indranil, and Doga, 2015)では，2 つ

の異なる顔認識課題中における脳波計測チャンネル間の位相同期ネットワークを複雑ネットワークと

して解析することで，位相同期ネットワークの構造の密度やリンクの長さなどが認識状態の違いを反映

することを指摘している．つまり，機能的接続性を明らかにすることで，人間の認知的な行動と脳全体

の機能的接続性の構造の関係性を理解することが期待できる．さらに，情報処理の方向性を表す指標と

なりうる Granger causality や transfer entropy を調べることで，効果的接続性の理解へと発展させること

ができると考えられる．以上に述べた脳全体の領域間の相互作用を考慮した脳内ネットワークの構造は，

脳内の認知メカニズムを理解するために重要視されており，局所的な部位における位相同期に着目する

だけでは明らかにできない新しい知見を得ることが可能である．ゆえに，同様に本稿においても，脳波

計測チャンネルをノードとして，位相同期の度合いをリンクとして用いることで，脳波位相同期ネット

ワークの構造を表現することとする．  

 

最後に，二者の間のネットワーク構造の時系列的あるいは事象関連毎の相関を解析することで，記号

コミュニケーション時の脳活動またはそれを支える神経基盤を明らかにすることを図る．前述したよう

に，記号コミュニケーションにおける脳活動は二者間で直接同期しないだろう．しかし，個々の位相同

期ネットワークの構造の類似性を捉えることで，二者が記号のやり取りを通して相互作用した結果の位

相同期ネットワークの構造変化を観察することができると考えられる． 

以上をまとめると，本稿では図 3 に示した手順の方法を提案する．はじめに，記号コミュニケーショ

ン時の二者同時計測を行う．次に，脳波計測チャンネル間の位相同期・脱同期の解析を試みる．さらに，

位相同期ネットワーク構造の変化としてその成立過程を捉える．最後に，課題中の二者の脳波を同様に

解析し，二者間の同期ネットワーク構造の相関や課題を通じた変化を見ることで，記号コミュニケーシ

ョンの成立過程における脳内の活動の位相同期・脱同期という動的な構造が類似していくのか，類似し

ていく場合はどの部分がどのようにして変化するのかを明らかにする． 

 
図 2 脳の接続性のモデル(Sporns, 2007)．下図は，左から右へ，脳部位間の解剖学的な接続の有

無，相互情報量，移動情報量を表している．上図では，この結果を元に脳部位間の接続性が表現

されており，左から構造的接続性，機能的接続性，効果的接続性を表す． 
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3. 研究意義 

提案方法では，記号コミュニケーションを通して，記号の意味共有などの認知を経るにつれて，二者

間の脳波位相同期ネットワーク構造の相関が高くなると想定している．これは，記号の操作や意味共有

といった認知的活動の背後には，複数の脳部位の組織的な活動として現れるような脳全体の機能的接続

性の構造が神経基盤として存在していると考えられるからである．本稿では，この神経基盤が脳波位相

同期ネットワークとして観察可能と考えており，そのネットワークの構造が二者の間で類似するという

仮説に基づいた方法を提案した．  

また，従来の方法で取り上げられてきた身体運動や音声のような脳外部からの直接的なリズムによる

二者の局所的な脳活動の同期を見るのではなく，二者が記号を同様に使い理解するにいたる認知活動を

反映した脳活動のネットワーク構造間の類似性を捉えることが提案方法では可能である．これにより，

言語や記号などを用いた社会的相互作用やコミュニケーションがいかにして行われているのかを明ら

かにすることに貢献できる． 

さらにこの方法は広範のコミュニケーション時の認知活動を理解する試みへの応用が期待できる．本

稿では記号コミュニケーション時における認知活動について提案方法を適用することを述べた．このよ

うに，調整ではなく協調を考える必要があるコミュニケーションの過程における神経基盤を明らかにす

ることができる．ゆえに，記号の操作・意味共有に限らず，意味の共創といったより高次の認知過程を

理解する試みに貢献できる． 

 

4. 結論 

本稿では，人間の社会的相互作用を念頭に置いた言語や記号を用いたコミュニケーション時の脳活動

を捉える方法を提案した．それは，記号コミュニケーション生成実験時の脳波を二者同時計測し，その

過程における脳全体の脳波計測チャンネル間の位相同期ネットワークの構造とその変化，および，二者

間のネットワーク構造の相関を解析するという方法である．  

脳波の位相同期と脳部位の機能的接続性という観点を用いることで，コミュニケーションの認知過程

を捉えられる可能性がある．人々が協調する過程を反映した認知的なメカニズムの神経基盤を脳の全体

的な振る舞いに求めることは，先行研究などを踏まえても有効である．したがって，本稿の提案方法に

より，局所的な同期を見るだけでは理解できない記号の意味共有や共創といった現象を観察することが

期待できる． 

本稿の提案は，二者の指ふりやタッピングなどといった動きの同期に基づいたこれまでの社会神経科

学の方法を，実験記号論に基づく記号コミュニケーションの創発実験に拡張し，両分野を結びつけるも

のである．これにより，より社会的な振る舞いである言語や記号を用いたコミュニケーションの神経基

盤を理解することに貢献できるだろう． 

しかし，提案方法は脳の機能的接続性やその構造に対する意味付けが十分ではない．機能的接続性自

体は統計学的に算出されたものであり，その構造が認知的活動の何を表しているのか，その構造の移り

変わりが意味するものは何か，といった説明を考えるためには，効果的接続性(effective connectivity)を見

 
図 3 提案方法の手順．赤色の矢印は記号のやり取り，青色の矢印は手順をそれぞれ表している． 
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据えた解析が必要である．さらに，背景で紹介した Default Mode Network や Resting State Network といっ

た研究では脳全体のネットワークを考えるだけではなく，脳全体が自律的なダイナミクスを持つという

視点から，そのダイナミクスが認知活動に伴い変化する様子を解析することが重要視されている(Wasifa, 

et al., 2015)．したがって，コミュニケーション課題中だけではなく課題の前後の状態の脳波位相同期ネ

ットワークを解析し，その構造の変化を観察することが求められる．ゆえに，脳波位相同期ネットワー

クの構造に対応する認知活動の説明と課題の前後における脳波の位相同期ネットワークの構造の変化

の解析を提案方法に導入することが今後の課題である． 

 

 

注 
(1) 自分の行動のリズムを相手に合わせるような動作は確かに二者間の協調の一種であり，記号や言語を用いたコミュニ

ケーションの基盤となっているといえるが，本稿ではそのような動作の同期に基づくコミュニケーションは調整

(coordination)と強調し，人間の知識の共有，創発や共創を見据えたコミュニケーションを協調(cooperation)とそれぞれ区別

している． 

(2) Yun et al.(2012)は，脳波の位相同期を用いて脳内の機能的接続性を表現しているため，他の先行研究と同様ではない

が，その解析は脳波計測チャンネル間の位相同期の強さを扱っており，本稿で提案する脳全体の位相同期ネットワーク構

造までは捉えていない．またそこで扱われているのは記号コミュニケーションに類する相互作用ではない点も本研究の

ターゲットと異なる． 

(3) Oddball パラダイムとは， 2 種類の刺激が異なる頻度で無作為に呈示され，実験参加者は低頻度の刺激に応じてボタ

ンを素早く押すまたは数え上げることが要求される課題である．この課題時には P300 と呼ばれる典型的な脳波成分を観

察されることが知られている．Oddball は「風変わりなもの」を意味する． 

(4) 述語的統一とは，「どのように」を基軸に現象世界を見て，様々な異なったモノを新しい世界像で再構築する非線形

科学の捉え方の一つである．たとえば，振り子時計，ホタルの明滅，行進を「同期」した運動として見ることで，物理，

生物，社会などの全く異なる現象を統一的に捉えることができる． 
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