
第１章  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ部  総   論

１-1 
 



第１章  
 

                                                 

 

第１章  序    説 

 

 

 

 

１．神経心理学 

  

１．１ 心理学からみた神経心理学  

心理学とは何か。こころの科学である。こころに関わる現象やその機序を理解するこ

とを目的とする科学である。しかし我々はこころを直接捉えることは出来ない 1。  我々

が捉えることが出来るのはヒトや動物（心理学では両方まとめて「生体」という）が特

定の状況（心理学では「事態」という）で示す行動である。心理学は行動を手がかりと

してこころの理解を目指す科学である。これを図式的に表現すると、  

 Ｓ→Ｏ→Ｂ         （１）  

B=ｆ (P,E)               （２）  

となる。（１）式は外界からの入力（Ｓ）に対し生体（Ｏ）が処理を行い行動（Ｂ）と

して出力されることを意味する。（２）式は行動（B）が生体（P）と環境（E）との関

数であることを示している。いずれも心理学の教科書によく出てくる公式である。現代

心理学はこころを生体が特定の事態において示す行動として捉える。ある事態で行動が

生起し、変化し、完了する場合（１）式によって示すことが出来るが、Ｏに具体的に何

を想定するかによって様々の心理学が可能となる。小笠原によれば、次のような立場が

ありうる。  

 
1 他人のこころはともかく自分のこころは直接捉えることが出来るという意見もあろ

う。これは誤りである。脳損傷によって視野の右半分あるいは左半分が見えなくなる

半盲が生じる。半盲患者の見えない視野に刺激を提示し位置を答えさせる。患者は何

も見えないので位置を指示出来ないと言うが、あて推量でもよいからと励まして課題

を遂行させる。すると非常に正確に刺激の位置を指示出来る患者がいる。この現象を

「隠れた視覚」という（詳細は第９章参照）。この事実は患者自身が知らない視覚機

能が存在することを示している。「我々が直接捉えうる我々のこころ」は「我々のこ

ころ」の全てではない。  
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 １）Ｏを末梢および中枢神経系における生理的過程とみる立場。この場合、環境刺激

→個体内の生理的過程→行動という図式がなりたつ。この立場はさらに、①具体的な神

経生理学的過程を想定する立場、②生理的過程をコンピュータになぞらえて環境刺激を

コンピュータへの入力、行動をコンピュータの出力とみなして理論化する立場、の二つ

に分けられる。  

 ２）Ｏの生理的過程に関する部分は心理学よりは生理学の扱う部分であるとし、心理

学はその部分を括弧に入れて手を触れないでおこうとする立場。これはさらに、③Ｏを

いわゆる「ブラックボックス」として扱う立場、④Ｏを一点にまで圧縮した空間的位置

のみを示すとする立場、この場合反応はＯから出てくるのではなくＳによってのみ規定

される、の二つに分けられる。  

 ３）上記二つの中間の立場。すなわちＯの解明を心理学から排除する訳ではないが、

生理的過程にまでは立ち入らない立場。これには、⑤直接行動の説明に役立ちそうない

くつかの抽象的な因子を仮定して行動を説明しようとする立場、行動の数学的モデルな

ど、⑥行動の観察や実験を通じて間接的に操作され推定される心理的因子、例えば欲求、

知能、態度などをＯに属する因子とみなして行動の説明に役立てようとする立場、の二

つに分けられる。  

 結局、小笠原は「こころを理解する」ことを６種類に分類した。この中で①の立場、

すなわち行動の背景にある生理的過程を研究する分野は通例生理学的心理学と呼ばれる。

苧阪によれば生理学的心理学には以下の分野がある。彼は上記 （１）式（S→O→R）

を基本とし、Ｓを心理学的刺激変数（ＳＡ）と生理学的刺激変数（ＳＢ）に、Ｒを同じく

生理学的反応変数（ＲＡ）と心理学的反応変数（ＲＢ）に分ける。そして行動の背景にあ

る生理的過程を研究する分野を次のように分類した。  

１）心理生理学（ＳＡ→ＲA）～心理学的変数の変化に対応して生理学的変数がどのよ

うに変化するかを研究する分野。恐怖とか不安などの状態における心拍数の変化に関す

る実験などがこれに該当する。苧阪によれば、この研究に従事する心理学者の目的は不

安、恐怖などの状態の生理学的指標を得ることにあり、心臓の機能の解明が目的ではな

い。  

２）生理心理学（ＳＢ→ＲＢ）～生理学的刺激変数に対応して心理学的反応変数がどの

ように変化するかを研究する分野。脳の破壊や薬物の投与による行動の変化に関する実

験などがこれに該当する。  
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３）神経化学（━Ｏ━）～脳内における生化学的変化に伴う行動の変化を研究する分

野。遺伝性代謝異常に伴う精神薄弱の研究などはこれに該当する。  

４）神経心理学（━Ｏ━）～脳損傷による性格や行動の障害／異常を研究する分野。  

これが心理学の立場から見た神経心理学の位置づけである。行動の背景にある生理的

過程を研究する生理学的心理学に属し、脳損傷による性格や行動の障害／異常を研究す

る分野が神経心理学である。  

 

１．２   臨床医学から見た神経心理学  

 「神経心理学」という用語が広く用いられるようになったのは 1960 年代以降である。

それまでは脳損傷者の心理学的研究はドイツ語圏では“Hirnpathologie（脳病理学）”

と呼ばれていた。イギリス、アメリカ、フランスなどでは特別の名称はなく、神経学の

一分野として研究されていた。日本ではドイツにならって脳病理学と呼ばれた。元京都

大学教授大橋博司は日本で出版された唯一の「臨床脳病理学」と題する本の著者であり、

日本の神経心理学の育ての親である。彼は脳病理学を「人間の要素的な感覚運動から、

行為、認識、言語その他の精神機能に対して脳がいかなる役割を演じるかを扱う学問」

と定義した。彼によれば、脳病理学はこの課題に答えるため「脳の局所的病変（病巣）

に由来する種々の精神機能の変化（巣症状）」を観察し、病巣と巣症状との対応関係を

検討する。従って、脳病理学は必然的に脳疾患患者を臨床的に観察する「臨床脳病理学」

になる。大橋は臨床脳病理学の研究対象として、  

１）要素的な感覚障害や運動障害。ただしこれは脳病理学固有の対象ではない。  

２）より複雑な行為や認識の障害、および言語の障害。いずれも象徴あるいは意味に

関わるものであり象徴機能とも呼ばれる。一般知能の根底にあってその道具手段ともな

るものであり、その障害は道具的障害とも呼ばれる。脳病理学固有の対象である。  

３）「巣症状」として理解されうるような種々の精神症状。  

の三つをあげている。  

 

１．３ 神経心理学の定義  

苧阪の定義は心理学における神経心理学の位置づけを与え、大橋の定義はその具体的

内容を与える。これらの定義を踏まえ、本書では「神経心理学（neuropsychology）は

言語、認識、行為、記憶などのこころの働きが脳のどの部位で、またどのような機序に
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よって営まれているかを明らかにすることを目的とする研究分野である」と定義する 2。

神経心理学の対象となるこころの働きについては、精神機能、高次脳機能、高次皮質機

能、認識機能など様々な名称が用いられている。本書では、①脳との関連を強調する、

②複雑な機能であることを強調する、の二つの点を重視して「高次脳機能」と呼ぶこと

にする。ここで問題となるのは高次脳機能の定義である。著者は次のように考える。  

 詳細は第７章で述べるが、脳損傷によって書字だけが障害される高次脳機能障害を純

粋失書という。純粋失書と運動麻痺による書字の障害はどう違うか。運動麻痺の場合、

右手が麻痺して書字が障害されても左手の書字は可能である。器用な人なら口で鉛筆を

銜えたり、足の指に鉛筆をはさんで文字が書けるかも知れない。純粋失書の場合はいか

なる方法でも書字が出来なくなる。また、右手の運動麻痺があれば書字だけでなく箸の

使用、鋏の使用などあらゆる動作が障害される。純粋失書では右手の他の動作は障害さ

れない。鉛筆で絵を描くことも可能である。鉛筆で文字を書くことだけが障害されるの

である。純粋失書は単純な運動麻痺とは明らかに異なる。書字を単に右手の要素的な運

動機能として理解するのは適当ではない。書字を高次の運動機能として要素的な運動機

能から区別して取り扱う必要があることは明らかである。ただし、現在、高次脳機能を

要素的機能から区別する明確な基準はない。現時点では「言語、認識、行為、記憶、思

考・推理、判断、などの複雑なこころの働き」と例示的定義に留まらざるを得ない。  

 

１．４ 臨床神経心理学と実験神経心理学  

神経心理学の課題を端的に表現すれば「脳がいかにして高次脳機能を遂行するか」を

研究することである。この課題を達成するため、神経心理学で伝統的に採用されてきた

方法は脳損傷者を対象とする症例研究である。自然科学では要因を組織的に操作してそ

の影響を確認する実験研究は不可欠であるが、ヒトの脳を研究目的のために実験的に破

壊することは許されない。これを補うため動物の脳破壊実験が 19 世紀から広く実施さ

れてきた。症例研究と脳破壊実験が長らく神経心理学の主要な研究方法であったが、

1970 年代以降新たな研究方法が開発された。画像解析である。上記の問いに対して脳損

傷者や健常者を対象とした画像解析研究は貴重な知見を提供してくれる。すなわち、神

 
2 この点を明確にするため、かつて筆者は神経心理学を「脳の心理学」と定義したこ

とがある。  
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経心理学はその研究方法に関して次の二つの研究領域に分類される。  

 １）臨床神経心理学（clinical  neuropsychology）～脳の損傷に伴う高次脳機能の障

害／異常を研究する分野。この分野はさらに、①一旦獲得された高次脳機能の障害／異

常を研究対象とする成人臨床神経心理学、②高次脳機能の学習および獲得の障害／異常

を研究対象とする小児（発達）臨床神経心理学、の二つに分かれる。単に臨床神経心理

学という場合は前者を指すことが多い。  

 ２）実験神経心理学（experimental  neuropsychology）～高次脳機能と脳との関連

を実験的方法により研究する分野。具体的には、①脳の状態を組織的に変化させて高次

脳機能への影響を研究する方法（脳破壊実験、脳刺激実験）、②遂行する課題を組織的

に変化させて脳の活動性への影響を検討する方法（機能画像解析）、の二つの方法が用

いられる。健常者、脳損傷者、精神疾患患者さらにはサルなどの動物も研究対象となる。  

 

２． 神経心理学の歴史 

 

２．１ １９世紀の神経心理学  

かつて「心理学は長い過去と短い歴史を持っている」と言われた。神経心理学も長い

過去を持っている。脳の機能や構造に関する多少とも体系的な論議は紀元前の古代ギリ

シアにまで遡ることが出来る。しかし現代における神経心理学の直接の先祖はＦ・Ｊ・

ガルの骨相学である。ガルは 18 世紀後半から 19 世紀前半にかけて活躍したドイツの解

剖学者で、脳の解剖学において優れた業績を残した。彼は脳の生理学についても考えを

巡らし、動物やヒトの行動は複数の互いに独立した能力の相互作用によって生じ、それ

ぞれの能力は脳の異なる部位によって営まれていると考えた。伝えられるところによる

と、このような考えを持つに至った理由は彼の子供時代の経験にある。彼の通っていた

学校に極めて暗唱能力に優れた２人の生徒がいた。２人とも出目の大きな目を持ってい

たので、友人達は彼らに「出目の牛の眼」というあだ名をつけた。数年後、ガルは上級

学校に進学した。そこでも彼は暗唱力に優れた生徒に出会ったが、彼もやはり「出目の

牛の眼」の持ち主であった。ガルは 14 歳にして優れた記憶力は大きな目という外見と

して現れるという考えを持つに至った。彼は研究を重ねて 27（後 38）の能力を想定し、

それぞれの能力を脳の特定の部位に局在させた（図１－１）。彼によれば、個人の能力

には差があり、優れた能力に対応する脳の部位は大きくなり頭蓋の形を変化させる。従
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って、頭蓋の構造を調べることにより個人がどの能力に優れているかを知ることが出来

る。これが「骨相学」である。脳の各部位が異なった機能を営むという考えを「脳局在

論（cerebral localization theory）」という。ガルの骨相学は個人に種々の能力を想定

しそれを脳の特定部位と対応させた点でまさに脳局在論である。ガルとその共同研究者

スプルツハイツムが共同で 1810 年から 1819 年にかけて刊行した「脳の解剖学と生理学」

全４巻は非常な反響を呼んだ。学会では活発な議論が戦わされる一方、一般大衆にも大

変な人気を博し、頻繁に講演会が開催された。もっともこのような大衆化はスプルツハ

イツムによるものでガル自身は余り関与せず、骨相学ということばもガルは用いていな

いという。  

 
 

図１－１ 骨相学による脳の機能局在  

 

ガルの学説は 19 世紀前半大変な話題を提供したが、彼の能力分類は実証的裏付けの

ないものであった。例えば彼が所有欲に関係するとした脳の部位は彼の知り合いのスリ

師の脳でその部位がよく発達していた事からそう考えられたのであった。多くの科学者

はガルの学説の根拠のなさを非難した。彼は学会から追放され、大衆からも次第に忘れ

さられていった。  

さて、ガルが想定した能力の一つに「言語」がある。彼はこれを脳の前頭葉（前脳小
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葉）に位置づけた。フランス人内科医でガルの支持者であったＪ・Ｂ・ブイヨはこの学

説を実証しようとした。彼は、1825 年から 1848 年にかけて刊行した論文において、脳

血管障害に伴う発話障害についての自らの観察例および他の研究者の研究報告例を詳細

に検討し、①大脳の前部（前脳小葉）の損傷例では発話障害がある、②前脳小葉に損傷

のない症例では発話障害はない、③発話障害と四肢の運動障害は互いに独立に生じる、

すなわち発話障害は運動機能の喪失によるものではない、などの事実を確認した。これ

らの事実から次のように結論した。  

１）ヒトでは、大脳は多数の運動メカニズムにおいて本質的役割を演じ、知性と意志

に従う全ての運動を支配する。  

 ２）大脳にはいくつかの特殊な中枢が存在し、それぞれが個々の筋肉運動を支配する。  

 ３）特に発話器官の運動は他とは別個の特殊な大脳中枢によって支配される。  

 ４）この大脳中枢は前脳小葉を占める。  

 ５）発話の喪失は全て語の記憶の喪失か発話を形成する筋肉運動の記憶の喪失による。 

 ６）発話の喪失は食物の摂取、咀嚼、嚥下する器官である舌の運動喪失によるもので

はなく、舌の運動喪失はもちろん味覚の喪失を伴うものではない。  

 ７）多数の神経は大脳に起源を有し、あるいは連合線維によって大脳と連絡している。

発話に関わる筋肉を活動させる神経は前脳小葉に起源を有するか少なくても前脳小葉と

の間に不可欠の連絡を有する。  

 ８）以上からガルの学説は証明された。  

ブイヨの学説は賛否両論を巻き起こした。フランス人医師アンドラールは、1834 年の

臨床講義において以下のような根拠を基にブイヨに反対した。自分が観察した言語障害

例９例では前頭葉だけでなく他の領野にも損傷があった。また前頭葉以外の領野の損傷

によっても言語障害が生じた症例が多数存在する。他にもブイヨに反対する研究者は少

なくなかった。ブイヨ自身は頑として譲らず「脳の前頭葉に損傷がありながら言語障害

のない症例を提供してくれた人には 500 フランを提供する」と宣言した。1861 年３月

から４月にかけてパリの人類学会では「言葉の記憶喪失」が話題となった。当時著名な

解剖学者であったグラチオレが脳局在論に反対する講演を行った。一方、ガルの熱心な

支持者でブイヨの娘婿でもあったオービュルタンは言語障害があって前頭葉に全く損傷

がない患者は知られていないとブイヨを擁護した。この状況において神経心理学の発展

に最も大きな影響を与えた人物が登場する。外科医にして解剖学者Ｍ・Ｐ・ブローカで
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ある。  

 ブローカは 1824 年南フランスの小さな町サント・フォア・ラ・グランドに生まれた。

パリ大学医学部で教育を受け、25 歳で学位を取得して医師となった。それ以前にも 22

歳で医学部解剖学教室の助手の試験に合格するなど極めて優秀な学生であった。病院で

外科医として臨床に従事するかたわら解剖学や人類学において優れた研究業績をあげ、

三十歳代にしてブローカは著名人であった。1861 年ビセートル病院の外科医となったブ

ローカは彼の名は不朽のものとした患者ルボルニュ（Leborgne）に出会うのである。  

1861 年４月 11 日、ブローカはルボルニュを診察した。彼は 51 歳で右下肢の蜂窩織

炎のため歩くことが出来ず受診したのであったが、21 年前から殆ど話すことが出来ずビ

セートル病院に入院していたことが判った。オービュルタンの話を知っていたブローカ

はこの症例に大変関心を持ち、この患者が剖検（死後の病理解剖学的検索）を受けたら

脳局在論に役立つであろうと考えた。６日後の４月 17 日、ルボルニュは亡くなった。

ブロ－カは直ちに剖検し 3、翌日４月 18 日の人類学会で報告した。そして 1861 年の解

剖学会会報に「失語の１例に基づく構音言語の座に関する考察」と題する論文を発表し

た。その中で彼は、  

１）失語、すなわち言語の喪失は知能障害や運動麻痺ではなく、脳の前頭葉の一部の

損傷に由来する。  

２）我々は構音言語の能力中枢がこの部位にあるとしたブイヨ氏の見解に同意する。  

３）我々の症例の原発病巣は第二あるいは第三前頭回おそらくは後者にある。  

と述べた。  

それから約半年後、ブローカは類似の症例を経験した。症例ルロンである。この症例

については同じく 1961 年発行の人類学会報の論文「第三前頭回の病変によって起こっ

た失語症の症例」に次のように述べられている。患者は 84 歳の男性で 1860 年４月脳卒

 
3 ブローカはルボルニュの脳を頭蓋から取り出しただけで、病理組織学的検索（脳を

小切片に切り分け顕微鏡によって損傷部位を確認する）を行わなかった。ブローカは

この症例の重要性を認識し、あえて病理組織学的検索を行うことなく博物館に送った

のである。以来現在に至るまでルボルニュの脳の病理組織学的検索は行われていない。

ただし、1980 年ブローカ没後 100 周年を機会に CT を用いて詳しい検討がなされた。

それによれば、損傷は左大脳半球の第三前頭回後部、第二前頭回、中心前回、中心後

回、第一側頭頭回の一部、ヘシェル回などを含み、皮質下にまで及んでいた。この脳

については 2007 年高解像度 MRI による更に詳しい検討がなされた。詳細は第６章で

述べる。  
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中を発症した。彼は、①他人の言うことはすべて理解出来る、②発話可能な単語は oui、

non、toi、trois、の４語のみであるが、これらを明瞭に（アクセントやニュアンスを変

えて）使い分けることによりコミュニケーションは可能である、③精神的には健全であ

る、④二桁までの数概念を有する、などの特徴を示した。すなわち彼は一般知能、発声

や発音のための筋の随意運動は失っていなかった。失ったのは構音言語だけであった。

ルロンは 1861 年 11 月８日死亡した。剖検では左大脳半球の第二、第三前頭回の後方三

分の一が損傷されていた。  

ブローカはその後も症例を収集し、1865 年の人類学会会報論文「脳機能の局在：構音

機能の局在」と題する論文において、失語が左大脳半球第三前頭回脚部の病変で生じ、

これは構音機能がこの部位に局在することをも意味すると述べた 4 。この論文中でブロ

ーカは「我々は左脳で語る」という有名な言葉を残した。ここに神経心理学の最も主要

な研究主題である「大脳半球優位」あるいは「大脳半球機能差」の概念が成立する。

ブイヨおよびブローカは構音機能を左大脳半球前頭葉に局在させたが、言語理解につ

いては言及しなかった。失語は一種類なのかそれとも様々な種類の失語があるのかにつ

いても詳しい検討は行わなかった。この問題に取り組んだのがドイツの若き精神科医

Ｃ・ウェルニッケである。彼は 1875 年弱冠 26 歳で失語に関するモノグラフ「失語症候

群：解剖学的基礎に基づく心理学的研究」を公刊した。彼はまず失語の生じるメカニズ

ム全般に関するモデルを提唱した。図１－２がそれである（何故かこの図には右大脳半

球が描かれている）。シルビウス溝（Ｓ）を取り巻く領域全体が言語中枢の役割を果た

 
4 1863 年フランスの開業医Ｇ・ダックスがフランス医学アカデミーに「左大脳半球の

病変に伴って生じる思考の記号の忘却」と題する論文を投稿した。ダックスは、自分

の父親Ｍ・ダックスは 1836 年に言語の左大脳半球優位説に関する論文を発表してお

り、失語が左大脳半球損傷で生じることの第一の発見者は父親Ｍ・ダックスであり、

第二の発見者は自分であるとしたと主張した。このダックスの主張は波紋をよんだ。

ブローカはダックスの研究を知っていながら無視したという噂も流れた。ブローカは

困惑気味に「Ｍ・ダックスの論文は出版されておらず自分は知らなかった。この問題

について先取権を争うつもりはない」と述べている。Ｍ・ダックスの論文は「私信」

の形で友人達に配布されたようであり、ブローカがその存在を知らなかったとしても

責められない。また、Ｇ・ダックスの論文はブローカの研究を全く引用しておらず、

公正とは言い難い。現代の神経心理学では「言語機能の左大脳半球優位説を最初に提

出したのはＭ・ダックスであろうが、その事はブローカの研究の価値をいささかも減

じるものではない」という意見が大勢のようである。  
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しており、第一前頭回（ｂ）は運動心像の中枢、第一側頭回（ａ１）は音響心像の中枢

である。これらの中枢および中枢への連絡  

路（ａ 1―ｂ、b1―ｂ、など）のあらゆる部分の損傷によって失語が生じるが、損傷さ

れる場所によって異なる症状の失語が生じる。例えばａ１の損傷では音響心像が失われ

るので話された語を理解することも復唱することも出来なくなる。ａ１とｂの連絡路の

損傷では、語の理解は保たれているが、復唱が障害される失語が生じる。ｂの損傷では

ブローカの失語が生じる。  

 

 

図１－２ ウェルニッケの失語模式図  

Ｆ：前頭極、Ｏ：後頭極、Ｃ：中心溝、Ｔ：側頭極、Ｓ：シルビウス溝、ａ：聴神経

が延髄に入る部位、ａ１：聴覚心像、ｂ：運動心像、ｂ１：運動神経が延髄から出る

部位  

 

次いで彼は言語表出よりも言語理解に重度の障害を示す失語症例２例を記載し、これ

を感覚失語と名付けた。第一例は 59 歳の寡婦で、話かけられたことを全く理解出来な

い。言語表出にも障害があるが、感情が高まっている場合には全く正常に話せる事もあ

る。剖検では左第一側頭葉後半に主たる病変があった。第二例は 75 歳の女性で言語表

出より言語理解に重度の障害があった。剖検により側頭葉後半の病変が認められた。  

1885 年、リヒトハイムは図１－３に示す失語のモデル（失語図式という）を提案した。

これはウェルニッケの提案した運動言語中枢（ａ）と感覚言語中枢（ｂ）に加えて概念
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中枢（Ｂ）を想定したモデルである。ウェルニッケは 1886 年に公刊した「新失語論」

においてリヒトハイムのモデルに基づき失語を次ぎのように分類した。  

  １．皮質性感覚失語～ａの損傷  

  ２．皮質下性感覚失語～２の損傷  

  ３．超皮質性感覚失語～３の損傷  

  ４．皮質性運動失語～ｂの損傷  

  ５．皮質下性運動失語～５の損傷  

  ６．超皮質性運動失語～６の損傷  

 ７．伝導失語～７の損傷  

 

図１－３ リヒトハイムの失語図式  

運動言語中枢、感覚言語中枢、概念中枢の損傷及び中枢間の連絡路の離断によって種々

の失語が生じる。  

 

ブイヨ、ブローカ、ウェルニッケらの考え方に共通する特徴は以下の２点である。  

１）言語表出や言語理解のような高次脳機能は脳の限局された部位、すなわち中枢に

よって営まれている。  

２）高次脳機能障害は中枢の損傷あるいは中枢間の連絡路の離断によって生じる。こ

の点はウェルニッケのモデルにおいて明瞭に示されている。  

この考え方を本書では「古典局在論」と呼ぶ。古典局在論では高次脳機能障害を「巣症

状」、巣症状を引き起こす脳損傷部位を「責任病巣」という。  
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ブローカの研究以降 19 世紀末までに古典局在論を支持する知見が多数報告された。

1870 年フリッチとヒッチッヒは犬の前頭葉の電気刺激によって対側の四肢の運動が生

じることを報告した。1878 年ムンクは犬の後頭葉の破壊によって要素的な視力は保たれ

ているにも拘わらず視覚的認識能力が障害される状態（飼い主を認識出来ない、など）

が出現することを報告した。1892 年デジェリンは左後頭葉損傷によって文字の認識が選

択的に障害された症例を報告した。1900 年リープマンは頭頂葉損傷による行為障害（失

行）について詳細な症例研究を報告した。19 世紀末には古典局在論は一応の完成を見、

脳研究の主流となった。  
このような状況にあって、イギリスの神経科医Ｊ・Ｈ・ジャクソンは失語患者では随

意的な言語表出は障害されるが感情的な言語表出（痛覚刺激に「痛い」と叫ぶなど）は

保たれていることを見出した。そして失語で障害されているのは思考を任意の言語によ

って表現する「命題化」という一種の一般知能の障害であるとの説を提出した。彼は神

経系に階層性を考え、次のように主張した。脳損傷によって高次の機能が障害されると

低次の機能が出現する。従って脳損傷に伴う高次脳機能障害は損傷部位が当該機能の中

枢であることを意味しない。当時、これらの主張は殆ど注目されなかった。  

後に精神分析学を創始するＳ・フロイトもウェルニッケを批判し、中枢や中枢間の離

断によって失語が生じるのではないとした。フロイトは図１－４に示すような種々の対

象表象間および語表象と対象表象間の連合を考え、  

１）語表象の個々の要素間の連合が障害を受けることによって生じる語性失語  

２）語表象と対象表象の間の連合が障害を受けるよって生じる失象徴性失語  

３）対象表象が障害を受けることによって生じる失認性失語  

の３類型があるという説を提出したが、これまた殆ど注目されなかった。  

ジャクソンやフロイドの考え方を「反局在論（anti-localization theory）」という。

反局在論とは、①言語表出や言語理解のような高次脳機能は脳全体の機能でありいわゆ

る中枢は存在しない、②高次脳機能障害は中枢あるいは中枢間の連絡路の損傷によって

生じるのではなく脳全体の機能低下によって生じる、という考え方である。１９世紀末

において反局在論は全くの少数派であった。  
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図１－４ フロイトによる語表象と対象連合との関係  

 

２．２ 20 世紀前半の神経心理学  

20 世紀になって間もない 1906 年、この状況に一石を投じる論文が発表された。著者

はＰ・マリー、論文のタイトルは「左第三前頭回は言語機能に何の役割も果たしていな

い」という大変挑戦的なものであった。彼の主張は以下のごとくである。  

 １）脳損傷による言語障害はアナルトリーと失語に分かれる。アナルトリーは構音の

障害である。失語は言語理解の障害によって特徴づけられるが、その他にも様々の知的

機能の障害が存在する。すなわち失語には一般知能の障害があり、結果として言語理解

も障害される。  

２）失語にはブローカ失語とウェルニッケ失語がある。両者とも言語理解に障害があ

る。両者の違いはどこにあるか。前者は話すことが出来ず後者は話すことが出来る。つ

まりブローカ失語は発話障害を伴うウェルニッケ失語である。このブローカ失語の発話

障害はアナルトリーと同じものである。つまりブローカ失語は「ウェルニッケ失語＋ア

ナルトリー」である。  
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３）ブローカが失語の病変部位

であると主張する左第三前頭回は

失語とは関係ない。その根拠は、

①この部位に損傷があり失語のな

い患者がいる、②典型的なブロー

カ失語症状がありこの部位に損傷

のない患者が存在する、の２点で

ある。  

４）図１－５で、Ａより前方の

病変の病変はアナルトリーも失語

も引き起こさない。ＡとＢに囲ま

れた領域の損傷ではアナルトリー

が生じる。Ｂより後方の損傷では      

失語が生じる。  

反局在論者の反撃開始である。マリーの論文は当時の学会に大変な論議を引き起こし、

賛否両論がわき起こった。1908 年フランス神経学会はこの問題に関する公開討論会を６

月 11 日、７月９日、７月 23 日の３回にわたって開催した。当時の名だたる神経科学者

が参集したこの討論会では、古典局在論を支持するデジェリンとこれに反対するマリー

との間で激しい論争が繰り広げられた。その模様はフランス神経学会の機関誌「神経学

評論」の 16 巻に掲載された 5。これを読むと当時の神経科学者達の熱い議論の様子がひ

しひしと感じられる。  

その後反局在論者としては、H・ヘッド、C・フォン・モナコフ、K・ゴールドシュタ

インなどが論陣を張った。ヘッドはジャクソンの考え方を継承して、  

１）脳損傷では最も複雑で高度に分化した機能がまず障害され、単純で未分化の機能

は障害されにくい。  

２）脳損傷の結果生じる症状には高次の機能が失われる陰性症状と低次の機能が（高

次の機能の抑制から解放されて）表れる陽性症状とがある。  

３）運動言語中枢、感覚言語中枢、などは存在せず、脳損傷は抽象的な思考の表出と

                                                  
5 大橋博司・浜中淑彦（編著）「Broca 中枢の謎」金剛出版に日本語訳がある。  
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形成を障害する。これが臨床的には失語症状となって出現する。  

などの見解を示した。  

フォン・モナコフは、局在には①機能の局在、②病変の局在、③症状の局在、の 3 種

がありこれらを混同すべきではないと主張した。そして脳損傷による高次脳機能障害を

説明するために「機能解離（diaschisis）」の概念を提出した。脳に局所的損傷が生じ

ると、損傷部位から神経線維を受けている神経細胞が一過性に機能障害に陥る現象であ

る。いかなる損傷もない神経細胞が機能障害を起こして神経線維連絡網から分離してし

まうという意味で機能解離と呼ばれる。モナコフは、高次脳機能障害は損傷部位の障害

とそこから線維連絡を受ける部位の機能解離による障害により生じると考えた。  

反局在論の代表者としてゴールドシュタインがよく引き合いに出されるが、彼の考え

はしばしば誤って理解されている。彼は反局在論の二つの主張のうち、第一は支持する。

すなわち高次脳機能が脳の特定部位によって営まれているという考えには反対する。彼

もまた他の反局在論者と同じように脳の全体としての機能を重視する。しかし、反局在

論の第二の主張に関してゴールドシュタインの立場は微妙である。彼は語の想起に障害

がある健忘失語を心理学的概念によって説明する。毛糸を色によって分類する課題を与

えると、僅かに色合いの異なる赤い毛糸を同じ「赤」の群として分類することが出来な

い。ゴールドシュタインによれば、患者は個々の毛糸の色彩から「赤」の概念を抽象化

することが出来ないのである。彼はこれを「抽象的態度の喪失」と説明した。この限り

ではゴールドシュタインは反局在論の第二の主張を支持している。ところが、彼は失語

と損傷部位の関連については徹底的な局在論を展開する。そもそも彼の失語の分類自体

古典局在論にかなり類似している。彼は単純な反局在論者ではない。ある意味では明ら

かに局在論者である。  

ゴールドシュタインの著作を読んでいて気がついたことがある。局在論者にせよ反局

在論者にせよ、研究者は自己の学説を強調するあまり、事実に基づいて学説を立てるの

ではなく、学説に合わせて事実を記載することがある。ゴールドシュタインにはそれが

ない。自分の学説に合わない事実でも詳しく記載している。そのため彼の記述は時に論

理性、一貫性を欠く。しかし、筆者は、そこにゴールドシュタインの研究者としての真

骨頂を見る思いがする。ゴールドシュタインは学説より事実を優先する優れた臨床家で

あった。  
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図１－６  クライストによる脳の機能局在  

 

 

１-17 
 



第１章  
 

                                                 

局在論の立場はＳ・Ｅ・ヘンシェン、Ｋ・クライストなどによって引継がれた。ヘン

シェンは 1920 年代、それまでに報告された失語症例全てをレビューした浩瀚な著書を

刊行した。彼は単一の概念、単一の記憶が単一の神経細胞に局在するという極端な説を

主張した。クライストは第一次世界大戦の銃創患者を多数診察し、1,400 ページを越え

るモノグラフを公刊した。その中で、図１－６に示すように、あらゆる身体的および心

理的能力に対応した「中枢」を想定した。  

２０世紀初頭、大脳の解剖学に大きな前進があった。Ａ・Ｗ・キャンベルはヒトの大

脳と類人猿の大脳を比較観察し、細胞の形とそこから伸びる神経線維の走行を考慮して

大脳を２０の異なった領野に分類した脳地図を作製した。同様の脳地図はＣ・フォーク

ト、Ｋ・ブロードマン、Ｃ・フォン・エコノモによっても作成された。特にブロードマ

ンが 1909 年に公表した脳地図はよく知られており、現在でも広く使われている 6。  

脳地図は大脳の領野間に構造的違いがあることを示し、局在論に有力な根拠を与える

ことになる。また、脳地図は脳損傷部位を研究者共通の基準に基づいて記述することを

可能にした。第二次世界大戦までの神経心理学は局在論対反局在論の活発な論争と共に

多数の症例研究がなされた。従来知られていなかった高次脳機能障害症状の報告や脳損

傷に伴う情動、欲求、性格の障害などについても研究が次々に発表された。この時期は

神経心理学の黄金時代と言えるであろう。  

 

２．３ ２０世紀後半の神経心理学   

第二次大戦後、しばらくの間神経心理学は著しく停滞する。この時期の注目すべき研

究としては、フランスのＨ・エカンの高次脳機能障害と損傷部位、利き手との相関に関

する臨床統計学的研究、旧ソ連のＡ・Ｒ・ルリヤの条件反射理論に基づく高次脳機能の

研究くらいである。Ｎ・ゲシュヴィンドは「神経学会では神経心理学関連の発表数が余

りにも少なく単独の分科会を開催するのにも苦労するほどだった」と述懐している。当

時は脳損傷者の病変部位を確認する唯一の方法は剖検であった。従って、高次脳機能障

害と病変部位との関係を厳密に検討出来る症例は少数に限られた。しかも剖検例の多く

は病変部位が広範にわたり、例えば左第三前頭回限局性の病変を有する症例を見出すこ

とは極めて困難であった。症状と病変部位との対応関係を検討することには多くの困難

 
6 第３章参照。  
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と不確実性が付き纏った。また、精神医学者Ｋ・ヤスパース、Ｅ・クレッチマーなどは

病変の局在と機能の局在を同一視することを厳しく批判した。脳の特定部位の損傷によ

ってある高次脳機能が障害される事実は、健常な状態でも当該の高次脳機能がその部位

に担われていることの証拠にはならないという批判である。これに対し局在論者は説得

力のある反論が出来なかった。健常者で脳の各部位がどのような機能を担っているかを

研究する方法がなかったからである。この時期、神経心理学が停滞したのはやむを得な

かったかも知れない。  

この状況を打ち破る画期的な論文が 1965 年発表された。ゲシュヴィンドが雑誌

“Brain”に掲載した「ヒトと動物における離断症候群」と題する論文である 7。ゲシュ

ヴィンドは古典局在論の主張「高次脳機能障害は中枢の損傷あるいは中枢間の連絡路の

離断によって生じる」を擁護し、その証拠として大脳半球間の連絡路である脳梁の切断

によって生じる「離断症状」を呈する患者を示した。1960 年代の初め、ボーゲン、フォ

ーゲルらは難治性のてんかん患者の治療法として脳梁を全て切断し大脳半球間の連絡を

断つ手術を実施した。術後、患者（分離脳患者）は目隠しをした場合左手に提示された

物品の呼称が出来ない、左視野に瞬間提示された文字や図形が認識出来ない、などの特

異な症状を示した。ゲシュヴィンドはこの症状を離断症状 8 と呼び、左大脳半球にある

言語中枢と右大脳半球にある左手の体性感覚野や左視野の視覚野との連絡が断たれたた

めに生じたと説明した。彼はさらに古典局在論の立場全般を強く支持する議論を展開し

。  

それまで古典局在論が主張する中枢間の離断は症状を説明するための一種の構成概念

であって確認された事実ではなかった 9 。離断症状を示す患者では大脳半球間の連絡が

断たれていることを事実として確認出来る。ゲシュヴィンドの論文には所々に十分な根

拠のない記述も見られるが、全体としてはかなり説得力のある論文であった。なにより

分離脳患者の示す症状の特異性が注目された。この論文は多くの研究者の興味を引いた。

 
7 この論文には次ぎの日本語訳がある。N.ゲシュヴィンド著：河内十郎訳「高次脳機

能の基礎：動物と人間における離断症候群」．新曜社。  

8 離断症状について詳細は第１２章参照。  

9論文中でゲシュヴィンドも述べているように、中枢間の離断によって高次脳機能障害が

生じたと考えられる症例は 19 世紀末以来何例か報告されていたが、離断の存在を事実と

して確認することはなされなかった（確認する方法がなかった）。  
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。それは次の四つの側面に

分けて考えることができる。まず方法論的側面については  

・診断技法の発展  

で

計量的評価方法やコンピュータによる自動評価システムも開

発

                                                 

神経心理学への関心が高まり研究報告が増大し始めた。おりしも 1963 年エカンらによ

て最初の神経心理学専門誌“Neuropsychologia”が発刊され研究発表の場が拡大した。 

かくして、1960 年代後半以降神経心理学は大きく変貌する

１）画像解析の発展  

２）計量心理学的評価

３）研究対象の拡大  

であり、理論的側面については  

 ４）認知心理学的アプローチの増大  

ある。以下それぞれについて述べる。  

１）画像解析 10 ～まず画像解析技術（neuroimaging method）の発展である。1950

年代から 1960 年代にかけて脳血管造影や気脳写などの診断技術が開発され、脳損傷の

部位や大きさについて多少の情報が得られるようになった。そして 1971 年、ハウンス

フィールドによってコンピュータ断層撮影法 (CT)が開発された。CTは脳疾患の画像解析

の精度を飛躍的に高めた。筆者は最初にCT画像を見た時の印象を今でも鮮明に記憶して

いる。現在のMRI画像に比べればはなはだしいピンぼけ画像であったが、外科的手段に

よらず生きているヒトの脳の構造が観察出来ることに素朴に感動した。神経心理学の分

野においても、種々の高次脳機能障害の症状と病変部位との対応関係をCTにより検討し

た論文が多数報告されるようになった。次いで 1977 年核磁気共鳴画像法（MRI）が実

用化され、画像解析の精度はさらに向上した。現在では 1mm以下の分解能で損傷部位の

画像化が可能である。当初はCTやMRIによる病変部位の評価は視察による定性的評価で

あったが、現在では種々の

されている。  

以上の形態画像解析の進展と相まって、種々の高次脳機能関連課題遂行中の脳活動性

を測定・評価する機能画像解析技法も次々と開発された。1960 年代からキセノン 113

を利用した脳局所脳血流量（rCBF）の測定が行なわれるようになった。この技術はやが

て 1980 年代に入って単一光子放射断層撮影（SPECT）へと発展する。また生体内の代

謝過程の測定法として放射性同位元素で標識した物質の体内の動態をガンマカメラで測

 
10 この項で述べた画像解析の諸技法については第２章参照。  
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RI によって検出可能なことを利用して 1990

年

する技法である脳波トポグラフィ・マッピングは 1990 年

代

能、空間分解能とも極

め

26 ページである。この間における神経心理学評価

定する技術が 1970 年代に確立され、1980 年代陽電子放射断層撮影（PET）として実験

や臨床に利用されるようになる。血液中ヘモグロビンと酸素との結合状況が脳の活動に

よって変化すること、およびこの変化が M

代に機能的 MRI(fMRI)が開発された。  

これらの機能画像解析により脳の血流の変化や代謝過程は明らかにしうるが、それは

脳の神経細胞の活動そのものではない。神経細胞の活動の評価法としては 1920 年代に

脳波記録法が開発されたが、神経心理学の分野では広く用いられることはなかった。

1950 年代ドーソンによって加算誘発電位（EP）の技法が開発されてから、神経心理学

においても種々の高次脳機能課題遂行時に EP を記録し、部位間で比較する実験が盛ん

になった。1970 年代課題遂行時の EP は事象関連電位（ERP）と呼ばれるようになった。

ERP の頭皮上の分布を画像化

から広く利用さている。  

脳磁図（MEG）は神経細胞内の電流の変化を直接磁気現象として測定する技法である。

1990 年代から神経心理学においても利用されるようになった。装置が高価であることか

ら現在のところ一部の施設でしか利用されていないが、時間分解

て優れており、脳機能局在研究に有用なデータを提供する。  

２）計量心理学的評価・診断技法～19 世紀以来の神経心理学では、高次脳機能障害の

有無、その程度の診断は研究者の主観的判断に任されていた。診断に用いる検査も研究

者によってまちまちであった。第二次大戦後、特に 1960 年代以降、心理学出身の研究

者が次第に神経心理学研究に関与するようになってきた（それまで神経心理学研究に携

わる研究者は医学者が殆どであった）。彼らは統計学的手法を神経心理学にも導入した。

高次脳機能障害の診断に標準化の手続きを経た検査を用いるようになった。障害の有無、

程度の診断に際しても推測統計学の手法を適用するようになった。例えば言語表出の障

害程度と言語理解の障害程度のいずれが重度であるかの診断は両者の障害程度に統計的

有意差があるか否かに基づいてなされることが一般的となった（現在では、推測統計学

の手法を用いていない論文が神経心理学専門誌に受理されることはまずない）。これに

伴い、標準化の手続きを経た神経心理学的検査が多数開発され、現在もその数は増大し

つつある。1976 年レザックは神経心理学的評価技法に関する世界最初の概論書「神経心

理学評価法」を刊行し、1995 年その３版を刊行した。前者のページ数はＢ５版 550 ペ

ージであるのに対し後者はＡ４版 10
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健常者を対象とした機能画像解析研究は、1990 年代以降、質量共に急

速

から精

神

問題となっている。認

知

」なる語も頻繁に用いられている。認知神経科学はほぼ実験神経心理

学

学、特に最後の２０年は研究方法の進歩と研究対象の拡大に

法の進歩を如実に物語っている。  

３）研究対象の拡大～古典局在論に対する最も厳しい批判は「症状の局在と機能の局

在を混同している」という批判であった。領野Ｘの損傷で高次脳機能Ｆに関わる課題Ｔ

が障害されたとしても、健常な脳の領野ＸがＦを営んでいる証拠にはならないという訳

である。これは大変もっともな批判である。現代の神経心理学はこの批判にどう答える

か。症状の局在から機能の局在へどのようにアプローチするか。その答えが健常者を対

象とした機能画像解析研究である。画像解析の手法は当然健常者にも適用出来る。機能

画像解析を用いれば高次脳機能課題遂行時に健常者の脳で何が生じているかを知ること

が可能になった。

に伸展した。  

統合失調症や鬱病などの精神疾患は結局「脳病」である。すなわち脳の構造や機能の

何らかの病的変化によって生じる。この考えは 19 世紀からある。しかし脳病の有無を

確かめる方法がなかった。1980 年代以降、精神疾患を対象とした神経心理学的研究は増

大の一途を辿っている。当初は CT や MRI により精神疾患患者における脳病変の有無を

検討した研究が多かった。近年は高次脳機能課題遂行時における脳活動性の解析

疾患の背景にある高次脳機能障害の解明を目指す研究が多数なされている。  

そして最近における神経心理学の対象として大きな比重を占めるのが認知症である。

アルツハイマー病をはじめとする認知症患者の増大は大きな社会

症の診断や治療において神経心理学の果たす役割は大きい。  

４）認知心理学的アプローチ～近年における心理学の最大の特徴は認知心理学的アプ

ローチであろう。このアプローチでは、ヒトを「情報を入力し一定の処理を行ない出力

する情報処理装置」とみなして、その情報処理の特性を研究する。この時、情報処理の

過程をいくつかの段階に区分する。このアプローチは各情報処理段階を箱型で表現する

ので「箱屋」と揶揄されることもあるが、神経心理学にとっては大変都合のいい考え方

である。すなわち情報処理の各段階を脳の特定領野の機能とみなしてその局在を論じる

ことが可能となる。認知心理学的アプローチは様々の高次脳機能障害の機序解明に適用

され、認知心理学的観点から高次脳機能障害を分類する試みも多数なされている。最近

は「認知神経科学

に対応する。  

２０世紀後半の神経心理
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床脳病理学」は大

き

研究」を創刊、後者は日本神経心理学会となり 1985 年機関誌「神経心理学」を創刊、

よって特徴づけられる。  

２．４ 日本の神経心理学  

 19 世紀末には失語や大脳半球機能差に関する情報が日本にも流入した。日本最初の失

語の症例報告は 1893 年岡山医学雑誌に掲載された渡邊栄吉の論文「皮質性運動失語症

ト延髄球麻痺及進行性脳萎縮ヲ合併セル一患者ニ就テ」であるとされる。1900 年には日

本人失語の読みの障害において、漢字と仮名の障害程度に差があるという報告がなされ

た。この当時主として神経心理学研究に携わっていたのは精神科医であったが、全般的

に研究は非常に低調であった。戦前出版された神経心理学の専門書は 1935 年出版の秋

元波留夫の「失行症」ただ１冊という事実がこのことを如実に物語っている。戦後にお

いても状況は同じであった。1950 年～1960 年頃の「日本精神神経学会」の年次大会の

プログラムの「失語、失行、失認」の部門にはせいぜい５～６件の研究報告があるだけ

であった。その中で京都大学の大橋博司は 1960 年戦後最初の神経心理学の専門書「失

語・失行・失認」を発行、1965 年その改訂増補版「臨床脳病理学」を発行した。この本

は日本の神経心理学者の間では「名著」ということになっているが、筆者にはやや異論

がある。その理由はこの本の章立て、内容がフランスの神経心理学書“Le cortex cérébral

（大脳皮質）”（  1949 年初版、1960 年２版）の殆どそのままである点にある。明らか

に「臨床脳病理学」は「大脳皮質」を手本として書かれている。大橋のオリジナルな著

作とは言い難い。学問的価値から見れば名著と呼ばれるべきは「大脳皮質」であって「臨

床脳病理学」ではない。しかし「臨床脳病理学」には二つの長所がある。第一は様々の

神経心理学的症状について非常に詳しい観察記録が掲載されている点である。これによ

り臨床経験が乏しい読者でも失語、失行、失認などの神経心理学的症状の具体的な臨床

像を知ることが可能である。第二は巻末に添付された 100 頁近い参考文献目録である。

現在のような文献データベースがない時代、この目録は文献検索の非常な助けとなった。

「臨床脳病理学」のこの魅力に誘われて神経心理学の道を歩むようになった研究者も少

なくないであろう。実は筆者もその一人である。この点に関して「臨

な役割を果たした。その意味では本書は確かに「名著」である。  

さて、1960 年代後半、上述のごとく海外で神経心理学が大きく進展する。これに呼応

して大橋らが中心になって 1977 年「失語症研究会」、1978 年「神経心理懇話会」が相

次いで設立された。その後、前者は日本失語症学会へと発展し 1981 年機関誌「失語症
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現在に至っている 11。  

  現在、日本の神経心理学研究は活発である。日本人の書いた論文は国際的な神経心理

学専門誌に多数掲載されており、その編集委員を委嘱されている研究者もいる。  

  

       

図１－７ Science、2005 年 11 月第１週号の表紙  

 

 

                                                  
11 2003 年日本失語症学会は「日本高次脳機能学会」と名称変更し、機関誌名も「高次脳

機能研究」となった。  
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２．５ 現代の神経心理学  

 図１－７は 2005 年 11 月に発行された科学雑誌“Science”の表紙である。えっちら・

おっちら、脳という巨大な山を登ってきた研究者がやっと大脳皮質にたどり着いて、興

味深げに周囲を見回している。脳研究の現状はこの程度である。肝心なことは何も判っ

ていない。神経心理学も例外ではない。解明された部分に比べて未だ解明されていない

部分は余りにも多い。例えば左大脳半球と右大脳半球は解剖学的には殆ど違いがないに

も拘わらず機能的には大きく異なる。それは何故か。またこの左右大脳半球間の機能差

は利き手の影響を受ける。それは何故か。これらの問いは既に 19 世紀から発せられて

いるが、解答は現在でも不明である。それどころか解答の手掛かりさえ得られていない。

「何とその歩みの遅いことよ」とも思うが、考えてみると科学としての神経心理学が成

立して高々150 年である。脳という臓器の複雑さ、高次脳機能の多様さを考えると、150

年で輝かしい成果を期待すること自体無理な相談なのかも知れない。  

今後の神経心理学の発展のためには何が必要か。私見によれば研究をリードする理論

的枠組、もう少し具体的に言えば高次脳機能に関する理論である。現在、神経心理学専

門誌は 30 誌を越える。神経心理学関連の論文を掲載する雑誌数は神経科学の専門誌、

さらには一般科学雑誌なども含めると、100 をはるかに越える数となる。そこに掲載さ

れる神経心理学関連の論文数は膨大な数であろう。残念なことに、その大部分は「こん

な症状の患者がいた」「PET でこんなデータが得られた」などの断片的事実の報告に過

ぎない。高次脳機能に関する理論的研究は非常に少ない。周知のごとく、科学とは事実

の羅列ではなく、事実の体系化である。断片的事実をどんなに積み重ねても科学にはな

らない。科学の発展のためには事実を体系化するための理論が必要である。神経心理学

の場合、さしあたりその役割は心理学が果たさねばならない。「脳の研究が進歩すれば

心理学など不要になる」と言う人がいる。実際は逆である。脳の研究、特に神経心理学

が発展するためには高次脳機能に関する優れた心理学理論が是非とも必要である。  

 現代の神経心理学のもう一つの課題は分子生物学との連携である。かつては生物学の

一分野に過ぎなかった分子生物学はいまや生命科学全体を支える屋台骨となった。神経

心理学も最終的には高次脳機能やその障害の分子生物学的背景の解明へと進むことにな

ろう。ウィリアムズ症候群に関する研究はその具体例である。ウィリアムズ症候群は心

臓などの臓器障害および種々の高次脳機能障害を有する先天性疾患である。高次脳機能

では特に視空間認識が障害される。また、過度な社交性を示す点も特徴的である。遺伝
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子診断により７番染色体のエラスチン（組織の構造維持に関連するタンパク）遺伝子の

欠損が証明されておりMRIでは右後頭葉萎縮が報告されている。ウィリアムズ症候群で

はLIMK1 遺伝子の欠損も報告されている。この遺伝子は細胞における情報伝達やシナ

プス 12形成に関与している。ウィリアムズ症候群における特異な認識障害にLIMK1 遺伝

子が関与している可能性がある。健常者を対象とした研究分野では、種々の遺伝子の構

造の違い（遺伝子多型）と高次脳機能との関連を心理学的手法や画像解析の手法を用い

て検討した研究が報告されている。例えば、神経伝達物質ドーパミンの代謝酵素COMP

の遺伝子多型と作業記憶課題の成績が関連を有することが明かにされている 13。今後こ

のようなアプローチの発展が是非とも必要である。  

 21 世紀は「脳の世紀」と言われている。神経心理学もその一翼を担っていくことにな

る。その発展のために上記二つの点が特に重要と考える。  

 

 
12 第４章参照。  

13 遺伝子多型については第５章、作業記憶については第２１章参照。  

１-26 
 


	第１章 　序   　説



