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１．  まえがき  

 

１．１ 記憶の概念  

 心理学事典（末永ら（編）、平凡社）によれば、「記憶」は「過去の経験を貯蔵あるい

は保持し、なんらかの形で再びそれを取り出して再現する機能」と定義される。記憶が形

成される過程が「学習」である。この定義に示されるごとく記憶には次の三つの過程があ

る。  

１）記銘～何らかの経験を貯蔵する過程である。生理学的には外界からの刺激が生体内

に何らかの持続的変化を生じさせることである。「固定」と呼ばれることもある。  

記憶しようとする明瞭な意図に基づく記銘を「意図的学習」、明瞭な意図なしになされ

る記銘を「偶発学習」という。前者は後述する顕在記憶、後者は潜在記憶に対応する。  

記銘材料をただ反喝して記銘することを「暗記」または「機械的記憶」という。記銘材

料の構造や意味に基づいて論理的に記銘された記憶を「論理的記憶」という。思考を用い

て記銘することを「観念的記憶」と呼ぶ。  

２）保持～記銘された経験が何らかの形で保たれる過程である。「貯蔵」と呼ばれるこ

ともある。  

３）想起～保持されている経験を再び取り出す過程である。「検索」あるいは「回収」

と呼ばれることもある。これには過去の情報を再現する「再生」、現在の情報が過去の情

報と同一であることを認識する「再認」、与えられた想起の素材や要素を基に全体の構成

やパターンを再現する「再構成」がある。  

再生には、①自由再生、②手掛かり再生、③自発的再生、④意図的再生、などが区別さ

れる（意味は自明であろう）。また、①刺激提示直後に再生する直接再生、②一定時間後

再生する遅延再生、が区別される。  
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１．２ 記憶の分類 1 

１．２．１ 情報処理過程としての記憶  

記憶が単一ではないことは早くから気づかれていた。記憶を分類しようとする試みは古

くからあり、様々な分類が試みられてきた。1970 年代、認知心理学的立場から記憶を一連

の情報処理過程と見る考えが提出された。それによれば記憶は図１１－１に示す過程に分

けられる。外界からの情報はまず「感覚情報貯蔵：SIS」としてごく短時間（数百ミリ秒）

保持され、次で「短期記憶：STM」に移る。短期記憶に保持される記憶の量（記憶容量）

には限度があり、持続時間も数秒から数分程度が限度である。リハーサル（電話番号など
                                                        
1 この項で紹介する記憶の分類の妥当性についての心理学的あるいは／および神経生物学

的に厳密な検証が完了している訳ではない。現時点では、研究を進めるための作業仮説と

考えるべきである。  
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を繰り返し唱える）などによって短期記憶の持続時間を長くすることが出来るが、長期（数

分以上）にわたって記憶が保持されるためには「長期記憶：LTM」に記憶内容が移行する

必要がある。この時、記憶内容はそのまま長期記憶に移行するのではなく、符号化、意味

処理などの情報変換を経て長期記憶に貯蔵されることになる。理論的には長期記憶の容量

は無限大である。 

 

１．２．２ 短期記憶の諸相  

 １）直接記憶～電話番号のような一連の数字、語リストなどを一時的に記憶することを

「直接記憶：IM）」と呼ぶ。この場合記憶内容は短期記憶に保持されていると考えられる

が、一時に保持しうる項目数は限られてくる。すなわち、直接記憶の容量には限度がある。

直接記憶の最大容量を「記憶スパン」あるいは「記憶の範囲」と呼ぶ。  

２）作業記憶～図１１－１のモデルは多くの支持を得たが、そのうちこのモデルに都合

の悪い事実が明らかになってきた。脳損傷患者で短期記憶は障害されているのに、長期記

憶は障害されていない患者が見つかったのである。図１１－１によれば、情報は短期記憶

を経て長期記憶に貯えられることになる。短期記憶が障害されているなら長期記憶が保た

れるはずがない。このモデルには問題がある。そこで、1974 年、イギリスの心理学者バッ

ドレィは短期記憶に代えて「作業記憶」という概念を提出した。作業記憶は、 

 ①音韻ループ～言語的情報を一次的に保持する下位システム。 

 ②視空間記述メモ～視空間情報を保持する下位システム。 

 ③中央遂行系～上記二つのサブシステムを用いて情報処理を実行するシステム。 

の三つのシステムからなる。作業記憶の概念はアンダーソン、ゴールドマン・ラキッチな

どによっても提唱されている。短期記憶は情報の一時的保持に重点を置いた概念であるが、

作業記憶は情報処理に重点が置かれた概念である。「なんらかの情報処理をするために一

時的に情報を保持する過程」が作業記憶である。作業記憶の概念、構造については種々の

議論がある 2。 

 

１．２．３ 長期記憶の諸相 

 １）遠隔記憶～短期記憶を直接記憶と呼ぶことに対応して長期記憶は「遠隔記憶」と呼

ばれることがある。現在から隔たった時点についての記憶の意味である。 

 
2 作業記憶については第２１章で詳細に検討する。  
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２）意味記憶とエピソード記憶～1972 年タルヴィンは長期記憶を二分することを提唱し

た。一つは「意味記憶」と呼ばれるもので言語に関する知識やその運用、事実関係に関す

る知識、などの記憶である。他の一つは「エピソード記憶」と呼ばれるもので、時間的日

付をもつ事象またはエピソードとそれら相互間の時間的・空間的関係に関する情報、自伝

的な情報、の記憶である。この二分法は広く受け入れられている。  

３）顕在記憶と潜在記憶～脳損傷者に鏡に映った文字や図形を模写する鏡映模写学習を

させると、模写時間の短縮や誤りの減少のような学習効果が認められる。ところが患者に

鏡映模写を行った経験があるかどうかを尋ねると患者は「そのような経験はない」と答え

る。この意識的な想起と行動との解離現象は多数観察されている（詳細は後述）。この事

実を踏まえてスクエアは長期記憶を意識的に記銘／想起する「顕在記憶」と無意識的な行

動面での記銘／想起である「潜在記憶」に分け、それぞれに図１１－２に示すような記憶

が含まれるとした。顕在記憶は言語で表現されることが多いので「宣言的記憶」、潜在記

憶は言語ではなく行動によって表現されることが多いので「非宣言的記憶」とも呼ばれる。

前述のごとく、顕在記憶を獲得する過程を「顕在学習」。潜在記憶を獲得する過程を「潜

在学習」という。このモデルの妥当性を巡っては様々の議論がある（詳細は後述）。  

 

 
図１１－２ スクエアによる長期記憶の分類  

 

４）再認記憶～「過去の経験」ではなく「過去にある経験をしたこと」に関する記憶を

再認記憶という。経験の内容を実際に想起することをリメンバリング（remenbering）、

経験したと感じることをノーイング (knowing)という。  
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１．３ 記憶の分子機構  

１．３．１ 無脊椎動物における記憶の分子機構  

前述のごとく、記憶とは「過去の経験を貯蔵あるいは保持し、なんらかの形で再びそれ

を取り出して再現する機能」である。記憶が成立するためには過去の経験の痕跡が何らか

の形で残っていなければならない。痕跡が形成される過程が学習であり、形成された痕

跡が記憶である。どのような痕跡がどのようにして形成されるのか。1949 年、カナダの

心理学者Ｄ・Ｏ・ヘッブはその著書「行動の機構」の中で次のような考えを述べた。学

習とは基本的にニューロンのシナプスの可塑性に依存する。シナプス前ニューロンとシ

ナプス後ニューロンの興奮性が同時に高まった時に両者間の連合が強化され学習が成立

する。イヌに餌を与える直前にベルを鳴らす。これを繰り返すとイヌはベルの音がした

だけで唾液を分泌する。これがいわゆる古典的条件づけである。この現象についてヘッ

ブはこう考えた。ベルが鳴り僅かに遅れて餌が提示される場合、ベルに反応するニュー

ロン（Ａニューロン）と餌に反応するニューロン（Ｂニューロン）は同時に興奮する。

これによって本来非常に小さかったＡニューロンのＢニューロンへの影響力が増大し、

ついにはＡニューロンの活動単独でＢニューロンを活動させるに至る。このようにして

学習は成立する。またヘッブは「細胞集成体」という概念を提出した。外的刺激によっ

てＡニューロンが興奮し、続いてＢ、Ｃ、Ｄと興奮が伝達されてＡに戻ってくる過程を

考える。この場合、外的刺激がなくてもＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ａと興奮は伝達され続け、閉回

路が形成される。ある細胞集成体と別の細胞集成体が同時に興奮する場合は両者間に結

合が生じることになる。このようにして記憶痕跡が形成される。  

ヘッブの学説は何故か心理学には余り影響を及ぼさなかった 3。しかし、神経生物学の

分野ではヘッブの仮説「学習とはシナプスの伝達効率の向上である」に基づく実験が多

数行われた。例えば、次の実験がある。軟体動物であるアメフラシのえらやサイホンに

触れるとえらを引っ込める反応が生じる。えらへの刺激が感覚ニューロン（SN）を興奮

させ、それが運動ニューロン（MN）に伝達されてえらの筋肉を収縮され、えらが引っ込

む（図１１－３、Ａ）。これは単純な反射である。  

アメフラシに何度も刺激を与えるとえら引っ込めは次第に小さくなる。これは「慣れ」

であり一種の学習である。一方、尾などに強い刺激を与えると急にえら引っ込めは大き

 
3 ヘッブの学説が心理学に余り影響を与えなかった最大の理由は、純粋に心理学的方法だ

けではヘッブの学説の妥当性を検証出来ないためであろう。  
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くなる。これは「感作」と呼ばれやはり一種の学習である。すなわち、慣れの場合は感

覚ニューロンから運動ニューロンへのシグナル伝達が抑制され、感作の場合は増強され

る。そこにはどんな分子機構が考えられるか。                        

 

図１１―３ アメフラシにおける慣れ、感作のモデル  

              Ａ：神経回路、Ｂ：シナプスにおける情報伝達  

 

感作の場合、尾への強い刺激は尾の感覚ニューロン（SN１）を興奮させる。この興奮

は促進性介在ニューロン（FIN）へと伝達される。FINは感覚ニューロンの細胞体や軸索

終末部とシナプスを形成し、神経伝達物質セロトニンを放出する。図１１－３Ｂに示す

ように、感覚ニューロンの軸索にはセロトニン受容体が存在し、FINから放出されたセ

ロトニンと結合するとＧタンパク（G） 4、アデニル酸シクラーゼ（AC）を介して細胞内

の cAMPの上昇を引き起こす。この cAMPはPKA（ cAMP依存性プロテインキナーゼ）を

活性化し、軸索終末部にあるカリウムチャネルをリン酸化してチャネル孔を閉じる。こ

のカリウムチャネルのリン酸化にはCaMキナーゼも関与する。カリウムチャネルが閉じ

ることにより感覚ニューロンの軸索を伝導してきたインパルスの幅が延長し、軸索末端

                                                        
4本項および次項の分子生物学用語については第５章参照。  
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部での脱分極の時間が延長する。これによって膜電位依存性カルシウムチャネルの開口

時間が延長する。その結果、より多量のカルシウムが軸索終末部に流入し、軸索終末部

から放出される神経伝達物質の量が増大し、シナプス伝達がより効率的となる。これが

ヘッブの学説に基づくシナプスの可塑性の分子モデルである。慣れや感作は数分で終わ

る場合もあり、数週間にわたって持続するものもある。このような長期記憶には新たな

タンパクの合成が必要と考えられている。アメフラシの長期感作にはcAMPに応答する遺

伝子（CRE、cAMP応答要素）とCREに結合するタンパク（CREB）が関連しているとさ

れる。    

 

１．３．２ 哺乳類における記憶の分子機構  

 中枢神経系を有する哺乳類では、破壊実験などの結果から記憶には海馬が関係している

ことが知られている。海馬を体の横方向からみるとＣの字の形をしており。外側下方から

内側上方へ CA1、CA2、CA3 と分類される（図１１－２１）。ラット海馬の CA3 に刺激

電極、CA1 に記録電極を置いて、CA3 を数十 Hz から数百 Hz の高頻度で刺激すると CA1

にそれまでより大きな EPSP が出現し、この現象は刺激を止めても数時間から数日持続す

る。これは長期増強（LTP）と呼ばれる。ヘッブは外的刺激が存在しなくなってもニュー

ロンの興奮が持続することが記憶であると考えた。LTP はこのヘッブの考えに一致する。

LTP の発生する機序については次のモデルが考えられている（図１１－４参照）。  

第３章で述べたように、海馬は古皮質であり、３層構造から形成している。中心となる

層には錐体細胞が存在し、錐体細胞層を形成する。CA3 錐体細胞は CA1 錐体細胞の樹状

突起にグルタミン酸を伝達物質とする興奮性のシナプスを形成している。CA1 錐体細胞に

はイオン共役型グルタミン酸受容体の１種 NMDA 受容体が存在する。静止状態では

NMDA 受容体はマグネシウムイオンによってブロックされている。シナプス前ニューロン

のインパルスが軸索終末に到達すると、グルタミン酸が放出されて NMDA 受容体が活性

化される。その結果ナトリウムイオンが流入してシナプス後膜が脱分極され EPSP が発生

する。放出されるグルタミン酸の量が少ない場合はマグネシウムイオンによる NMDA 受

容体のブロックを解除するには至らない。しかし高頻度刺激はマグネシウムイオンのブロ

ックを解除し、ナトリウムイオンとカルシウムイオンが細胞内に流入する。細胞内のカル

シウムイオン濃度の上昇はカルモジュリンと相互作用して CaM キナーゼを活性化し、リ

ン酸化により作動している受容体の特性を変化させるか細胞膜に新たな受容体を結合さ
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せることによりグルタミン酸受容体の特性を変え、シグナル伝達をより効率化する。以

上の機序によって LTP が発生する。  

 

 

図１１－４ 海馬における長期増強（LTP）の分子機構のモデル  

 

一方、LTP の維持にはどのような分子機構が考えられるか。ニューロンの核内に存在

する CaM キナーゼはカルシウムイオンの流入によって CaM キナーゼ・キナーゼによっ

てリン酸化され、cAMP 反応エレメントタンパク（CREB）をリン酸化する。CREB のリ

ン酸化は CREB 関連遺伝子の発現を促進する。脳由来神経栄養因子（BDNF）や MAP

キナーゼは CREB 関連遺伝子である。BDNF はニューロンの発生や分化に関係する。MAP

キナーゼは、どのようなタンパクを合成するかの情報を担う転写因子をリン酸化して、

細胞周期や細胞増殖を制御する機能を有する。BDNF や MAP キナーゼが LTP の発生や

維持に関係することを示す知見が報告されている。例えば BDNF や MAP キナーゼ遺伝

子の発現を抑制した動物では LTP の維持が障害される。これらの遺伝子が LTP の維持

に関係している可能性が高いが、詳細は不明である。  

 LTP の逆の現象として長期抑制（LTD）がある。これは海馬 CA3 の高頻度刺激によっ

て CA1 の IPSP が増強され、その活動性が抑制される現象である。LTD には抑制性神経

伝達物質 GABA の受容体の機能的、構造的変化が関与していると考えられる。  
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１．３．３ 記憶とグリア細胞  

 以上のごとく、海馬における長期増強や長期抑制などのシナプス可塑性は記憶や学習の

分子生物学的基盤と考えられている。そこではグルタミン酸が重要な役割を果たしている。

第４章で述べたように、グルタミン酸の動態にはグリア細胞が関与している。グルタミン

酸はグルタミン酸トランスポーターによりグリア細胞内に取り込まれる。脳に存在するグ

ルタミン酸トランスポーターは４種知られている。海馬グリア細胞の主なグルタミン酸ト

ランスポーターはこのうちの GLT1 である。GLT1 欠損マウスでは海馬 CA1 領域の NMDA

受容体成分が増強されていた。さらに長期抑圧は正常であったが長期増強の発現が障害さ

れていた。この障害は低濃度の D・APV（NMDA 受容体阻害剤）により正常に回復した。

GLT1 欠損マウスでは細胞外グルタミン酸濃度が上昇していることから、海馬の長期増強

の発現にはある限定された範囲に細胞外グルタミン酸濃度が維持されることが重要である。

GLT1 は細胞外グルタミン酸濃度を制御することにより海馬の長期増強発現に重要な役割

を果たしている。  

 Ｄ型異性体アミノ酸 5 の一つであるＤセリンが哺乳類の脳に豊富に存在し、その分布が

NMDA型グルタミン酸受容体（GLuR）と類似していることが 1993 年初めて報告された。

DセリンはNMDA型GLuRサブユニットのグリシン結合領域に結合し、グリシンと同様の

機能を果たす（内在性コアゴニスト）と考えられる。Ｄセリンの合成に関わると考えられ

ているセリンラセマーゼがアストロサイトに存在していることから、Ｄセリンはグリア細

胞由来の新しい神経伝達調節因子の一つとして注目されている。近傍のニューロンの活動

の結果、漏れ出たグルタミン酸やATPによって活性化されたアストロサイトからＤセリン

が遊離されればNMDA受容体が活性化される。この仕組みの存在は海馬ニューロンなどに

みられる長期増強、長期抑圧などのシナプス可塑性機構にアストロサイトが積極的に関与

していることを強く示唆している。  

ヒトの大脳皮質に存在するアストロサイトの突起は年齢とともに複雑に分岐して成人に

至って最大に達し、老齢化するにつれて再び突起の数が減少する。このアストロサイトの

加齢に伴う変化が記憶などの高次脳機能の加齢変化に関連を有する可能性もある。  

 
5 分子式は同一だが構造が異なる分子またはそのような分子からなる化合物を異性体と呼

ぶ。同じ分子式のアミノ酸の立体構造をある視点から見ると、炭素を中心にして向かって

左にアミノ基、右にカルボキシル基が位置する立体構造をとる場合と、逆に左にカルボキ

シル基、右にアミノ基が位置する立体構造をとる場合がある。前者をＬ型アミノ酸、後者

をＤ型アミノ酸という。  
１１-9 
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１．３．４ まとめ  

以上、記憶の分子生物学的研究の現状をごく簡単に紹介した。現在、図１１―４はあく

までもモデルである。そもそも LTP を記憶と同一視することについても問題がない訳では

ない。例えば、ラットのグルタミン酸受容体の遺伝子を破壊した場合、LTP は障害される

が学習は障害されないという研究報告がある。「グルタミン酸が記憶に関係している」こ

とは明らかであるとしても、「グルタミン酸だけが記憶に関係している」とは言えない現

状である。記憶の分子生物学的基礎の大部分は依然謎である。しかし、この分野の研究は

急速に展開している。その全貌が明かになる日もそう遠くないであろう。  

 

２．記憶障害の臨床像 

 

 記憶の障害は長期記憶の障害と短期記憶の障害に分けられる。このうち、臨床神経心理

学で特に問題となる記憶障害は前者、すなわち長期記憶の障害である。これはさらに、①

長期記憶全般の障害である「（汎性）健忘」 6 、２）特定範疇刺激の長期記憶の障害であ

る「刺激特異性健忘」に分かれる。健忘では前向性健忘、逆行性健忘、錯記憶、作話、病

態認識障害などの症状が認められる。

なお、これまで述べてきた失語、失行、失認なども記憶障害の一種と考えられなくもな

い。実際、バルビーゼは健忘を、①主として視床、大脳辺縁系などの大脳正中腹内側部の

損傷によって生じる「軸性健忘」、②大脳外側（外套）の損傷によって生じる「皮質性健

忘」に分け、失語、失行、失認などを皮質性健忘として論じている。しかし、記憶障害と

言えば一般にはバルビーゼの分類のうちの軸性健忘を意味する。本章の主題も軸性記憶で

ある。  

 

２．１ 前向性健忘  

２．１．１ 臨床像  

発症時点以降の記憶の障害である。すなわち、新しい事実や経験を記銘することが障害

され、長期記憶を形成することが出来なくなる。高度の記銘障害を有する症例ではいかな

る経験もわずか数分で消失してしまい、いわゆる「瞬間人」の状態となる。保崎と浅井が

 
6 健忘（a-mnesia）はギリシャ神話で並外れた記憶力の持ち主とされている記憶の女神ム

ネモシュネ（mnemosyne）の反対語として造語された。  
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記載している症例は 30 歳の主婦で妊娠中に意識障害を伴う脳炎症状を呈し、その後著し

い前向性健忘症状を示した。入院時、「ここはどこですか、どうして○○（旧姓）という

のですか、忘れちゃってこまるんです」を繰り返して次々と質問し、いったん納得しても

数分とたたぬうちに質問を繰り返す。食べたものはすぐ忘れ、病院名は何回教えても憶え

ない。自伝的記憶も島状の欠陥があり、発症後の欠損は特に高度である。結婚、妊娠、夫

のイメージの忘却は著しいが、夫をみれば再認が可能で「主人がいたから私は□□（結婚

後の姓）です」という。しかし 30 分もたたぬうちにそれが不確実となり翌日には面会し

たことも否定する。対連合学習 7 は有意味語ではある程度可能だが、無意味語は全く不可

能であった。直接記憶は２語、２物まで可能だが数秒後には全く再生不能となった。失見

当はあるが、作話（後述）、詐病的傾向はない。気脳写で側脳室の拡大が認められた。

 前向性健忘患者は日常生活で重大な障害を示す。病院職員の顔を覚えることが出来ず、

場所を記憶することが出来ないのでしばしば地誌的失見当 8 に陥る。他者と会話すること

は可能であるが、会話の内容さらに会話をしたこと自体も忘れてしまう。

 記憶の実験的研究法の一つに「ディーズ・ロディジャー・マックデルモット法（DRM

法）」がある。「トラック、バス、ジープ、・・・」などの「おとり語（この場合は「自

動車」、リストには含まれない）に意味的関連がある語から構成されたリストを被験者に

提示し、後に再生させる。健常者を対象として実験を行うと、被験者はしばしば実際には

提示されなかった自動車に関連した語を再生する。再認課題でも実際には提示されない自

動車関連語を「提示された」と答える。この現象は「偽記憶」と呼ばれている。興味深い

ことに健忘患者を対象とした DRM 法による実験では偽記憶の割合は健常者より低い。例

えば、シャクターらの実験結果は以下のごとくである。当然のことながら健忘患者の再認

成績は健常者より不良である。しかし、彼らの偽記憶の割合は健常者より低くかった。音

韻的に類似した語（ねこ、はこ、てこ、など）を提示する条件でも健忘患者は再認、偽記

憶いずれの割合も健常者より低かった。次にシャクターらは試行を繰り返して再認、偽記

憶への影響を検討した。結果は図１１－５のごとくであった。試行を繰り返すと健常者、

健忘患者とも再認率は高くなる。同時に健常者では偽記憶の割合は低下する。健忘患者で

は逆に偽記憶の割合は増大する。シャクターらはこの結果を次のように解釈した。健常者

は試行を繰り返すにつれて提示語のより詳細な記憶が形成出来るようになり、再認成績は
 

7 「机―椅子」のように二つの語を対にして１０組ほど提示し、後に一つの語を提示して

対のもう一方の語を再生させる。  
8 第９章参照。  
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向上し偽記憶は減少する。健忘患者の記憶も増大するが（再認成績は向上）、提示語とお

とり語を正しく弁別する程には記憶は豊かにならない。結果として偽記憶も増えることに

なる。またセルマックらの研究によれば、健常者では提示語とおとり語が時間的に接近し

て提示されると偽記憶は減少するが健忘患者では逆に増大する。提示語とおとり語が時間

的に接近して提示されると、健常者では両者の違いが明瞭に認識されるが、健忘患者では

逆に違いが不明瞭になることによる解釈された。健忘患者では個々の刺激の特徴を正確に

記銘することが障害されている。  

 
図１１－５ 健常者、健忘患者の再認成績と偽記憶  

 

２．１．２ 再認と再生  

 健常者では通例再生より再認の成績が良い。前向性健忘でも同様であるが、例外も存在

する。デルベ・デルーネらは前交通動脈・動脈瘤破裂例で再認が障害され再生は保たれて

いる症例 RW を報告した。何故 RW では健常者と逆になったか。デルベ・デルーネらは次

のごとく考察した。再認課題では患者は想起した目標と妨害刺激として提示された刺激を

弁別出来ない。再生課題では妨害刺激がないのでこのようなことが生じない。  
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２．１．３ エピソード記憶と意味記憶  

 上記臨床像からも明かなごとく、前向性健忘はエピソード記憶、特に自己の生活史の記

憶（自伝的記憶）において顕著である。長期記憶のもう一つの側面、意味記憶はある程度

保たれている（詳細は後述）。しかし、健常者と比較すれば意味記憶の成績も明かに低下

している。  

 

２．１．４ 前向性健忘と短期記憶  

 臨床像から明らかなように、前向性健忘では数秒～数分間情報を保持することは可能で

ある。すなわち、記憶の範囲は一般に正常である。この点は実験的にも確認されている。

セルマックらは６例の患者についてブラウン・パターソン課題を用い短期記憶段階におけ

る前向性健忘について検討した。この課題はある刺激（この場合は３文字よりなる語）を

被験者に与え、すぐ数字の逆唱を開始させ、一定時間後に実験者の合図により刺激を再生

させるものである。結果は図１１－６のごとくであった。この図で注目されるのは保持時

間が０秒、すなわち直接記憶の段階では健忘患者と正常統制群との間に差がないことであ

る。健忘患者の短期記憶の容量には障害はない。他の研究者による研究でも同様の結果が

得られている。  

 

図１１－６  前向性健忘患者（Ｋ）、アルコール中毒患者（Ａ）、健常統制群（Ｎ）  

のブラウン・パターソン課題の成績  
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直接記憶の範囲を越える項目よりなるリストを再生させ、リスト中の項目の位置ごとに

正答数あるいは誤答数を求めて描いた曲線を「系列位置曲線」という。図１１－７は健常

者および前向性健忘患者の系列位置曲線である。図の右の項目ほど刺激提示から再生まで

の時間間隔が短くなり、右端の項目（10 項目）は提示後すぐに再生されることになる。健

常者では図の左端すなわち最初に提示された項目と右方すなわち最後に提示された項目の

成績がよい。前者は「初頭効果」後者は「新近性効果」と呼ばれる。初頭効果は記憶が短

期記憶から長期記憶へ既に転送されており他の項目から妨害を受けないために生じると考

えれている。新近性効果は現在短期記憶に保持されている情報であり、短期記憶の容量を

表すと考えられている。図に示すように、前向性健忘患者の初頭効果は健常者より劣るが

新近性効果はほぼ同程度に認められる。これも健忘患者では短期記憶が保たれていること

を意味する。  

 

図１１－７  前向性健忘患者、健常統制群の系列位置曲線  

 

他方、短期記憶に障害が認められる前向性健忘患者の報告もある。バッタースらはブラ

ウン・パターソン課題で保持時間が０秒の場合は正常であるが保持時間が数秒を超えると

著しく再生率が低下した症例を報告している。 この症例では短期記憶の容量は保たれてい

るがその持続時間が減少していると考えられる。  
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２．１．５ 前向性健忘における学習能力  

 前向性健忘を示す症例で注目されることは彼らの学習能力が全て失われているのではな

く、課題によっては学習可能なものがある事である。スイスの心理学者クレパレードが記

載した次のエピソードはよく引用される。彼は女性のコルサコフ症候群（後述）患者の診

察中、患者の指をピンで刺した。数日後同じ患者を再び診察した。彼女は以前の診察を記

憶していなかったがクレパレードを見ると手を引っ込めた。ミルナーは後に詳しく述べる

症例 HM に鏡映文字の模写を学習させた。14 試行で殆ど誤りなく課題が遂行されるよう

になり、明らかに学習が成立した。その時、HM に「このような課題を前にやったことが

あるか」と聞くと、彼は「やったことはない」と答えた。コーエンはこれも後に詳しく述

べる症例 NA に鏡映文字の読字を学習させた。読字に要する時間は正常者と同じように短

縮したが、刺激として提示された語の学習は正常者より劣っていた。  

前向性健忘患者で学習可能であると報告されている課題には以下がある。  

１）古典的条件づけ～生理的反射を引き起こす無条件刺激と（本来は反射に関係しない）

条件刺激を対にして提示することにより条件刺激の単独提示が生理的反射を引き起こすよ

うになる現象を古典的条件づけと言う。上記のクラパレードのエピソードは一種の古典的

条件づけと言える。健忘患者では音刺激と閉眼を連合させる眼瞼条件づけが成立すること

が報告されている。  

２）知覚学習～HM では簡単な迷路学習や円と楕円の弁別学習が成立した。この他、①

立体鏡による立体視成立の成績向上。②図形分類課題の成績向上、③鏡映文字の読字成績

向上、④体性感覚における適応水準効果（重い物体を持ち上げた後は軽い物体はより軽く

感じられる）の出現、などが認められている。  

３）運動学習～①鏡映模写における成績上昇、②単純反応課題における同一刺激の連続

提示による反応時間短縮、など種々の運動学習が成立することが報告されている。  

４）複雑な認識課題の学習～①「２、３、５、８（フィナボッチの数列）の次の数を推

定する、②問題解決（ハノイの塔 9 など）、③コンピュータの操作、などの複雑な課題の

遂行成績向上が報告されている。

５）プライミング～課題に先行して提示された刺激が意識的に想起されることはなくて

も課題遂行に影響を及ぼすことを「プライミング」という。前向性健忘患者でもプライミ

ング効果が認められることが報告されている。例えば、まず「ホテル」（プライミング刺

 
9 第２２章参照。  
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激）を提示して好きか嫌いかを判断させる（練習課題）。次ぎに「〇テ〇」（課題刺激）

を提示してどんな語か判断する課題（語幹完成課題）を遂行させる（検査課題）。図１１

－８は前向性健忘患者と健常者のプライミング効果を比較した結果である。コルサコフ症

候群患者（KS）、ハンチントン舞踏病患者（HC） 10では、プライミングのない条件（黒）

に比べプライミング条件（網掛け）で語幹完成課題の成績は著しく向上し統制群（Ｃ）と

の差はない。一方、アルツハイマー型認知症患者（AD）ではプライミング効果は殆ど認め

られない（図１１―８上）。語の再生成績は３群とも不良であった（図１１－８下）。  

 

 

 

 
図１１－８ 記憶障害患者におけるプライミング効果  

上図：ＡＤ、ＨＣ、ＫＳとそれぞれの群に対する統制群（Ｃ）との比較  

下図：ＡＤ、ＨＣ、ＫＳとそれぞれの群に対する統制群（ＨＣＣ、ＡＤＣ、ＫＳＣ）との比較  

                                                        
10 第１７章参照。  
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プライミング効果については、①有意味語でも無意味語でも出現する、②プライミング

刺激と課題刺激が意味的に類似している場合でも音韻的に類似している場合でも出現する、

③本来関連のない２刺激を同時に提示して新たに関連を形成させた場合にも認められる、

④非言語的刺激でも認められる、⑤プライミング刺激に対する課題はどのように発音する

か、既知の人名であるかどうかなどの判断など様々な課題で認められる、などの事実が明

かにされている。また、ジョンソンらは次の実験結果を報告している。コルサコフ症候群

患者に２人の男性の写真を見せる。一人は「いい奴」としそれらしい経歴を教える。他の

一人は「悪い奴」としそれらしい経歴を教える。20 日後患者にどちらが好きか尋ねた。患

者は２人の経歴は覚えていなかったが「いい奴」が好きだと答えた。  

前向性健忘患者ではこのように種々の学習が成立するが、他の類似の課題に学習結果が

転移することはない。例えば不完全な図形の弁別成績は次第に向上するが、図形を変える

と成績は元に戻ってしまう。三つの語を与えて文章を作る課題でも成績は次第に向上する

が新しい語に変えると成績は再び低下する。前向性健忘の原疾患との関連は認められない。 

 また、前向性健忘患者では行動面では記憶が成立していないように見えても、生理学的

測度を用いると記憶の存在が明らかになる場合がある。ヴェルフェリーらは左脳梁損傷に

伴う前向性健忘例で電気皮膚反射を用いてこのことを確認した。カレンら、ラッグらは誘

発電位を指標として、前向性健忘患者の既提示の刺激に対する反応と未提示の刺激への反

応は（患者が既提示か否かを判断出来ない場合でも）有意に異なることを報告した。  

 

２．２ 逆向性健忘  

２．２．１ 臨床像  

 発症以前の記憶の想起障害、すなわち遠隔記憶の障害である。遠隔記憶は、  

１）エピソード記憶～①自伝的記憶：個人の過去の経験内容の記憶、②公的エピソード

記憶：公的出来事の記憶、人物に関する出来事の記憶、  

２）意味記憶～③個人的意味記憶：個人的経験（卒業学校名）や個人の職業に関連した

意味記憶（勤務していた会社名）、④公的意味記憶：公的出来事・有名人に関する知識。  

の４種に分類可能である。これらは相互に関連はあるが、ある程度に独立していると考え

られている。タルヴィンビンはエピソード記憶と意味記憶の独立性を強調し、逆行性健忘

はエピソード記憶の障害であるとした。実際、逆行性健忘では①、②が障害され、③、④

は比較的保たれている症例が多く、タルヴィンビンの考えは一応妥当である。しかし、以

１１-17 
 



第１１章 
 

下に示すように例外も決して少なくない。  

 ①と②が解離して障害された逆行性健忘症例を紹介する。一般には両者の障害程度は必

ずしも同じではないが、障害程度の相関は高い。しかし両者間に解離を示した症例も報告

されている。スタスとガッツマンの報告例は公的出来事より自伝的記憶において重度の逆

行性健忘を示した。ダラ・バーバラの報告例も自伝的記憶は強く障害されていたが、有名

人や公的出来事の記憶は保たれていた。オコンナーらも公的出来事の記憶に比して自伝的

記憶の障害が重度であった症例を報告している。この症例は右側頭葉に損傷があり、視覚

表象形成に障害を示した。オコンナーらは過去の自伝的記憶想起に視覚表象を利用出来な

いことが自伝的記憶障害の原因であろうと考察している。  

幼少時に獲得した意味記憶は保たれることが多い。成人時に獲得した意味記憶は保たれ

ている症例が多いが、障害されている症例もある。デ・レンチらの報告例では自伝的記憶

は保たれていたが意味記憶の逆行性健忘を示し、語の想起や意味理解が障害された。さら

に有名人（ヒトラーなど）の記憶、公的出来事（第二次世界大戦）などの記憶も障害され

ていた。すなわち、この症例では①と③が保たれ②と④が障害されていた。セルマックと

オコンナーは次の症例を報告している。自伝的記憶、公的出来事の記憶はいずれも障害さ

れていたが、彼の職業であるレーザー技術の知識は保たれていた。すなわち④が選択的に

保たれていた訳である。逆に職業に関連する知識、すなわち④に２０年間にわたる逆行性

健忘を示した症例も報告されている。コルサコフ症候群患者では意味記憶も障害される場

合が多いが、自伝的記憶の中でも意味記憶の要素が強い記憶すなわち④は比較的保たれる

ことがある。  

逆行性健忘が特定の出来事にのみ選択的に生じた、あるいは生じなかった症例が報告さ

れている。ウェリントンとマッカーシィは自伝的記憶と公的出来事の記憶は障害されてい

るが流行語の記憶は保たれていた症例を報告している。カピューの報告例は著名人や公的

出来事の記憶は障害されていたが、自動車に関する記憶は保たれていた。  

  

２．２．２ 逆行性健忘における保持障害と想起障害  

過去の記憶をすぐに再生出来ない場合でも何らかの手掛かり（出来事の名称の語頭音、

上位概念など）を提示すると再生（手掛かり再生）が可能な場合がある。また、後述する

外傷性健忘では、当初長期に及ぶ健忘期間が次第に短縮する現象がしばしば認められる。

これらの事実は記憶痕跡が失われていなくても想起が困難な場合があることを意味する。
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すなわち、逆行性健忘には①保持障害（過去の記憶痕跡の消失）、②想起障害（記憶痕跡

へのアクセスの障害）の二つの機序が関係している。  

 

２．２．３ 逆行性健忘の時間的傾斜  

しばしば高年齢者は古い出来事はよく覚えているが最近の出来事はすぐ忘れるといわれ

る。1882 年リボーは逆向性健忘には「時間的傾斜」があり、最近の出来事の記憶ほど障害

されやすく、古い出来事の記憶は比較的保たれると述べた。この説は「リボーの法則」と

呼ばれる。高年齢者を対象とした研究では必ずしも古い出来事が最近の出来事よりよく記

憶されているとは言えず、リボーの法則は支持されないことが明らかにされている。逆行

性健忘の場合はどうか。多数の研究報告がなされているが、リボーの法則を支持するデー

タ、支持しないデータいずれも報告されている。  

まずリボーの法則を支持するデータを紹介する。図１１－９はあるコルサコフ症候群患

者の自伝的記憶の再生成績であって、古い記憶ほどよく保たれていることが示されている。

ゼルザーとベンソンはコルサコフ症候群患者で 30 年に渡って明瞭な時間的傾斜を示した

症例を報告している。同時に研究対象となった健常者では時間的傾斜は全く認められなか

った。  

 

図１１－９ 逆行性健忘の時間的傾斜  
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時間的傾斜は自伝的記憶のみならず著名人の顔、公的出来事、テレビジョン番組などに

でも認められる。ミューデルらは著名人の声の記憶について検討し、顔と同じように声に

ついても逆向性健忘が存在し、最近のものほど想起障害が重度になる時間的傾斜が存在す

ることを見出している。  

 一方、サンダースとウェリントンは従来の時間的傾斜に関する研究の方法論上の問題点

を指摘した。彼らは種々の原因による健忘患者を対象に各年の公的出来事および著名人の

顔の再生、再認検査を行い、1930 年代の成績と 1960 年代のそれとに差がないことを見出

した。彼らは 1930 年代の公的出来事、人物の想起と 1960 年代のそれとでは困難度が異な

ることを指摘する。すなわち、1930 年代の出来事や人物は長い期間に渡って人口に膾炙し

ていて、いわば過剰学習されているが、1960 年代のものでは必ずしもそうではない。従っ

て 1930 年代の公的出来事、人物の再認、再生の方が記憶課題としては当然容易である。

この違いが時間的傾斜の原因になっていると主張する。  

 アルバートらはこの批判に答えるべく正常者を被験者として課題の困難度を統制した材

料を用いて 1930 年代から 1970 年代までの顔の再認検査を行った。結果は課題の難易度に

かかわらずコルサコフ症候群では最近の記憶の障害が著しかった。正常者ではむしろ最近

の記憶の成績がよかった。この結果は上記のサンダースらの仮説を支持しなかった。  

 逆向性健忘の時間的傾斜は全ての健忘患者において認められる訳ではない。コルサコフ

症候群、外傷、一酸化酸素中毒、脳梗塞などに伴う健忘では広く認められている。精神疾

患患者に対する電気ショック療法後に生じる逆行性健忘でも時間的傾斜が認められた症例

が報告されている。時間的傾斜を認めなかった健忘症例は、①外傷例、②側頭葉損傷例、

③視床梗塞例などの報告がある。スクエアとスラッターは外傷性健忘例NA（詳細は後述）

において逆向性健忘の時間的傾斜がほとんど見られないことを報告し、アルバートらはハ

ンチントン病 11による逆向性健忘健忘例で同様の現象を見出している。コルサコフ症候群

患者でも時間的傾斜を示さない症例が報告されている。バウラーらは以上の点を考慮して

逆行性健忘を次の３型に分類している。  

１）時間的に限定された逆行性健忘。記憶障害の範囲は発症から数年以内。時間的傾斜

はない。  

 ２）生活史全般にわたる逆行性健忘。明瞭な時間的傾斜がある。  

 ３）生活史全般にわたる逆行性健忘。時間的傾斜はない。  
 

11 第１７章参照。  
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２．２．４ 逆行性健忘の時間的傾斜の機序  

 逆行性健忘の時間的傾斜はしばしば次のように説明される。海馬は記憶痕跡の固定に関

係する。記憶痕跡の固定にはある程度の時間が必要である。海馬損傷に伴う逆行性健忘で

は、損傷時期に近い記憶は障害されるが遠い記憶は障害されない。これを「固定障害説」

という。動物実験でも海馬破壊直前に学習した課題の成績は低下するが、学習後しばらく

時間が経過した後の海馬破壊では成績は低下しない。この結果は固定障害説を支持する。     

一方、ランドらはラットを被験体とした次の実験結果を報告した。学習成立後３時間経

過時点で行った海馬破壊は学習成績低下を引き起こすが、学習成立後 30 日目の海馬破壊

では成績は良好である。ところが学習成立後 30 日目に海馬破壊したラットを、新たな学

習実験の直前に学習実験に用いるＹ迷路内に入れる（学習課題は負荷しない）と成績は著

しく低下した。この事実は固定障害説では説明出来ない。さらに学習成立後長時間を経過

して海馬破壊されたラットの成績は健常ラットよりは低下している。そこでナデルとモス

コビッチは新たに「多重痕跡説（MTT）」を提唱した。その概要は以下のごとくである。 

 １）海馬周辺領域は内外からの全ての情報の符合化に関与する。  

 ２）符合化された情報は海馬ニューロンに書き込まれ保持される。  

 ３）海馬の情報と大脳皮質連合野の情報は結合されエピソード記憶を形成する。  

 ４）海馬の記憶は連合野内の記憶の索引の役割を果たす。この索引を手掛かりにエピソ

ード記憶は想起される。  

 ５）一度符合化された記憶は想起される度に新たな情報との統合がなされ海馬に索引が

形成される。すなわち古い記憶ほど多くの索引を有する。従って想起されやすい。最近の

記憶は索引が少ないので想起されにくい。  

 MTT は逆行性記憶の時間的傾斜の原因を記憶の想起過程に求める仮説である。広い意味

で記憶障害の「検索障害説」である。検索障害説については後で（本章第４節）詳しく検

討する。  

 

２．２．５ 前向性健忘と逆行性健忘   

前向性健忘は通例逆向性健忘を伴って生じる。ラッセルとナーザンは約 1,000 例の頭部

外傷例について検討し、逆向性健忘を伴わない前向性健忘は見られなかったと報告してい

る。両者は障害程度においても相関が高い。ラッセルらのデータを基にハーストが計算し

た結果では相関計数 r＝0.547 で 0.1％水準で有意であった。ただし、彼によれば、このこ
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とは両者が同一の機序によって生じることを意味するものではない。彼はその根拠として

重度の前向性健忘を示しながら逆向性健忘は比較的短期間に限定されている症例の存在を

指摘している。そして、両者は異なった脳の部位によって担われている可能性があると述

べている。実際、コルサコフ症候群やアルツハイマ型認知症では前向性健忘と逆行性健忘

の相関は低い。前向性健忘を伴わない逆行性健忘も存在する。重度の逆行性健忘があり前

向性健忘は軽度であった例がゴールデンバーグら、アンドリュースら、ダマジオら、など

によって報告されている。 これらの患者は日常的な出来事の記銘に障害を示さず、実験的

な学習課題（対連合学習など）でも障害を示さない。逆に逆行性健忘を伴わない前向性健

忘例も報告されている。  

 これに関連して、上述した逆行性健忘における時間的傾斜の原因を前向性健忘に求める

考えがある。徐々に進行する脳疾患が進行性の前向性健忘を生じさせる。症状は初期の方

が軽度であるので、結果的に古い記憶が保たれる時間的傾斜となる。これがその概要であ

る。①コルサコフ症候群の原疾患であるウェルニッケ脳症の病因であるアルコール摂取開

始以前にまで遡る時間的傾斜が存在する、②脳梗塞などの急性発症例でも逆行性健忘の時

間的傾斜が認められる、③前述したように前向性健忘を伴わない逆行性健忘例が存在する、

などの事実からこの学説は否定される。  

 

２．２．６ 逆行性健忘で保たれる病前の長期記憶  

  アルツハイー型認知症患者などのように知的機能全般に障害のある場合を除いて、逆行

性健忘患者では全ての病前の長期記憶が失われる訳ではない。言語能力、社会的技能（礼

儀作法など）、一般的知識はほぼ正常に保たれる 12 。記憶に関連した検査以外の知能検査

成績も低下しない。運動技能（スポーツなど）や認識技能（自動車の運転、コンピュータ

の操作など）も保たれる。食物などの嗜好、興味なども病前と変わらない。逆行性健忘の

ある患者は既知の名前の一部を提示して名前全体を想起させる課題が遂行可能である。有

名人と非有名人の名前を提示して既知か否かの判断を求めると、逆行性健忘患者の既知判

断は前者で有意に高い。  

 

 

 
12 専門家の間では次の冗談がある。記憶障害を訴える患者が千円札を見て判らないと答え

たらそれは本当の健忘患者ではない。詐病（健忘のふりをする）である。  
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２．３ 錯記憶  

 過去の経験や事実を誤って再生する症状である。保崎と浅井はこれを以下のように分類

する。  

 １）異記憶～再生における記憶の歪曲や改ざんである。多くは再認の障害をも伴う。「想

起の錯覚」とも呼ばれる。  

２）偽記憶～事実としては存在しなかったことを実際にあったように話す。「想起の幻

覚」とも呼ばれる。次の３型が区別される。  

①単純性想起錯誤：空想の産物が追想の色調をもって現れる。後述の空想作話はこれに

含まれる。空想的、誇大な物語をつくり、やがては自らもその中に入り込んでしまい、ど

こまでが事実なのか分からなくなって、ついには全てを信じ込んでしまう場合は「空想虚

言」と呼ばれる。  

②連想性想起錯誤：読んだり、聞いたりしたものを自分の出来事として想起したり、妄 

想観念や幻覚に偶然結びついて記憶錯誤として現れる。  

③同一視想起錯誤：既視（現在見ている現象を以前にも見たように感じる）、既出来事

（現在と同じ出来事を過去にもしたように感じる）など。  

３）エクムネジー～過去の出来事が現在でも価値をもつ出来事と感じられる。過去と現

在との混同である。  

４）偽の想起～一定の状況においてかつて全く同じ経験をしたという印象（実感）が浮

かび上がってくるもの。  

５）人物誤認～未知の人物を既知のごとく感じられたり、熟知している人物をその人と

認めず、その人物とよく似ているが別人と感じられたり（カプグラ症状）する。  

６）重複性記憶錯誤～一つの出来事が想起において二重または幾重にもなって現れる。  

７）転嫁性誤謬記憶～以前に他人を非難、攻撃した人が後になって自分が攻撃されたと 

主張する。  

これら症状の多くは統合失調症などの精神疾患や神経症性疾患で認められる。脳損傷と

の関連では重複性記憶錯誤が注目される。これは実際にはただ一つしかない場所が他にも

ある（場所の多重）、同じ人物が他にもいる（人物の多重）、ある出来事と同じ出来事が

前にも起こった（時間・空間の多重）などと主張するものである。1905 年ピックによって

最初に報告され、以来散発的な報告例がある。スタットンらの症例は 23 歳の男性で、自

動車事故の後、彼の家族、友人、知人などが別の所にもいるように感じられるようになっ
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た。すなわち家族、知人、友人が同時に２組存在していることになる。これらは互いによ

く似ているが全く同じではないという。CT では右側頭・頭頂領野、右海馬に萎縮が認め

られた。大塚らの症例は 61 歳の男性で、左前大脳動脈・動脈瘤破裂によるくも膜下出血

例である。関頭手術後、①前にも同じ病気で同じ病院に入院したことがある、②自分の病

室が二つあり、隣のベッドにいる人も同じ人で名前も同じである、③妻が２人いて、一人

は病院にもう一人は家にいる、名前も同じだが、一人は平仮名で、もう一人は片仮名であ

る、よく似ているが双子ではない、④ペニスが二つある、手は左右に４本、眼や耳も同様

に四つある、などの多彩な重複体験を述べた。CT では左前頭葉、右前頭・側頭・頭頂葉

領野に低吸収域が認められた。  

 

２．４ 作話  

２．４．１ 定義と臨床像  

 タランドによれば作話は「事実に反する言語的陳述で、時間的、空間的出来事の失見当

により生じ、虚言、空想的物語、単なる推測、でたらめ、せん妄や幻覚に基づく陳述およ

び系統的妄想などとは区別される」と定義され、次の特徴を有する。  

１）特定の文脈での想起における誤った記憶である。作話は異なった文脈における事実

の想起の事もあり、全く事実でない場合もある。  

２）患者は自分の作話に気づかず、記憶障害にも気づかない。作話は意図的なものでは

ない。  

３）患者は作話に従ってそれが事実であるかのように行動する。  

４）作話は自伝的記憶の想起において出現しやすい。一方、自己の体験とは無関係な作

話が語られる場合もある。意味記憶の想起でも作話は出現する。  

作話は記憶障害を背景として出現する点で妄想と区別される。妄想は内容がより組織的

であり特定の文脈とは独立に出現する。作話患者は意図的に「嘘を吐く」訳ではない。記

憶の欠落や失見当の結果として陳述が誤りとなるのである。この点で自ら積極的に誤った

事実を述べる前述の錯記憶とは区別される。作話の内容は場当たり的でしばしば変動し検

者のわずかの暗示で変化する。錯記憶や妄想では内容の変動は余り見られず、検者からの

暗示の影響は受けない。重複性錯記憶は内容自体が「同じ病院が二つある」などと極めて

異常である点でも作話と異なる。ただし当然ながら以上の区別は絶対的なものではない。

錯記憶であるか、作話であるか、妄想であるか、判断困難な場合も少なくない。  
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作話があるかないか、どのような作話であるかの判断は、かつては研究者の主観的な判

断に依存していた。近年作話の組織的な検査法が種々開発されている。例えばダラ・バー

バラの「作話バッテリー」は、①個人的意味記憶（年齢、現住所など）、②自伝的記憶、

③一般的意味記憶、④言語的意味記憶（語彙）、などに関する質問から構成されている。

その中には健常者であれば当然「知りません」と答える質問も含まれている。このような

標準的な検査により作話をある程度客観的に評価することが可能となった。  

作話の持続時間は原疾患により異なる。帯状回外科的切除例では数日である。前脳基底

部損傷例では数週間から数ヶ月持続する。前頭葉損傷例では数年に渡り作話が持続する場

合もある。  

作話は健忘患者のみならず（記憶障害のない）脳疾患患者、精神疾患患者、分割脳患者

などにおいても認められる。この場合にも作話は認識の障害や失敗を補う形で出現する 13。 

  

２．４．２ 作話の種類  

上述のように、作話の有無、内容の判断は多分に研究者依存的であり、広く容認された

一般的な分類法は存在しない。健忘との関係では以下の分類がよく用いられる。  

１）当座作話と当惑作話～1904 年ボーンヘッファーはコルサコフ症候群急性期の作話は

多くが「当座作話」である事、つまりその時々の思いつきで変わりやすい性質をもつこと

を指摘し、それは自発的に出現することもあるが、正答しえぬ質問に誘発される「困惑作

話」の形をとることが多いと述べた。この種の作話は記憶障害の直接の結果であり、記憶

欠損を埋めるための作話と考えられている。  

 ２）空想作話～ボーンヘッファーによれば慢性期のコルサコフ症候群においてみられる。

自発的に冒険出来事を物語り、空想的な話をする。  

 

２．４．３ 作話患者の神経心理学的特徴  

作話患者には当然記憶障害が存在するがそれ以外にも種々の症状が認められる。発症当

初は錯乱、見当識障害などを示す例が多い。種々の神経心理学的検査や記憶課題でも障害

が認められる。以下の諸事実が報告されている。  

 
13 女性の分割脳患者（第１２章参照）の左視野にヌード写真を提示した。患者は苦笑した

が何も見えないと答えた。何故笑ったのか質問すると患者は「先生が面白い冗談を言った

から」と答えた。  
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１）前頭葉機能を反映すると考えられる遂行機能検査 14で成績が低下する症例が多い。

これに対応して、作話は前頭葉損傷例で出現率が高い。ターナーらによれば、前頭葉眼窩

部、内側部および右外側部損傷が作話の責任病巣である。   

２）シュナイダーらは健忘患者を対象に検査刺激（記銘時に提示された刺激）と撹乱刺

激（記銘時に提示されなかった刺激）を混ぜて提示する再認課題を１時間程度の遅延時間

をおいて２回実施した。作話患者では１回目と２回目では正答と撹乱刺激がそれぞれ逆に

なった場合に成績が低下した。これは作話患者には時間的手掛かりに基づいて既知性を判

断することの障害、あるいは最初の提示で既知性を獲得した刺激への反応を抑制すること

の障害、あるいはこの両者が存在することを意味すると解釈された。作話患者では時間以

外の手掛かりに基づく既知性判断でも障害を示すことが知られている。  

 ３）デラ・バーバラは作話患者 GA を対象として以下の実験を行った。患者に事実と患

者自身の作話を提示してその真偽判断を求めると、GA は後者を真と判断する確率が高か

った。デラ・バーバらは、この結果を作話患者は「個人的意味情報」に影響されやすいこ

とを意味すると解釈した。患者は実際に見た絵と想像した絵を弁別する課題でも障害を示

した。ジョンソンらによって報告された症例 WL も再認課題で障害を示した。  

４）作話患者では事象発生の時間的順序の判断に障害がある。  

５）作話患者は実際に生じた出来事より想像した出来事について豊かな記憶を有してい

る場合が多い。  

６）サピロらは、①作話を抑制するような条件下（事実の物的証拠の提示）では作話は

減少する、②自己の反応によく注意するように動機づけると作話は減少する、③作話は保

続と密接に関係する、すなわち作話患者は「行動の構え（セット）」を変えることに障害

があり、同一の反応にいつまでも固執する、④作話の多い症例は反応を行うための種々の

手がかりの利用に障害がある、などの事実を明らかにした。この結果から、作話は保続、

自己監視機能の障害、誤った反応を抑制することの障害に密接に結びついていると考察し

ている。  

７）マーサーら、スタスら等によれば作話患者では、①環境的手がかりをうまく使えな

い、②誤った行動を抑制出来ない、③反応の構えの変更の困難、④自己監視機能の障害、

⑤自己の反応への無関心、などが認められる。  

 
 

14 第２２章参照。  
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２．４．４ 作話の機序  

作話の原因を記憶障害のみで説明しようとする立場は一般的ではない。これまでに以下

の仮説が提出されている。  

１）補償説～記憶障害の存在を補償するために、あるいは記憶障害の存在を隠すために

作話が生じるとする説。作話は記憶障害に対する心理的反応と考える。  

２）時間障害説～健忘患者は時間認識に障害がある。そのため経験の記憶は保たれてい

るがその生起順序の記憶が障害されている。患者は経験は正しく想起可能であるが誤った

時間に位置づけるため作話となる。  

 ３）発生源記憶障害説～経験の記憶にはその事実（内容）と共に、その事実が誰によっ

てもたらされ、どこでどのように獲得されたか、などの記憶も含まれる。これを「発生源

記憶」という。患者は発生源記憶に障害があるため想起した記憶が正しいかどうか判断出

来ず、結果として作話となる。  

４）想起障害説～作話は遠隔記憶の再生障害、すなわち逆行性健忘に伴って生じる。一

種の想起障害である。想起には２種類が区別される。第一は手掛かり依存的もしく直接的

想起である。「外国に行ったことがありますか」に対する答えのように、手掛かりが与え

られるとそれに関連した記憶が直ちに想起される。第二は戦略的もしくは間接的想起であ

る。「二番目に行った外国はどこですか」に対する答えのように、長期記憶を検索して問

いに対応した経験を意図的に想起する場合である。作話患者ではこの戦略的想起に障害が

ある。  

最近、認知心理学的立場から、記憶特に想起過程に関する情報処理過程の障害として作

話を説明しようとする学説が種々提出されている。  

まず、ジョンソンの学説を紹介する。我々がある経験を想起しようとする時、想起され

た記憶が正しいかどうかを自ら問うことがあろう。例えば写真を見せられて見知った人物

であるかどうかを問われたとしよう。たまたまある個人の名前が想起された時、我々はそ

の人物に間違いないかどうかを種々の面から検討する。「写真のようにこの人物は眼鏡を

かけていたか」、「写真のような服装をしたことがあるか」などなど。これは発生源記憶

を基に事実の記憶の正誤を検証する過程であり、記憶の「発生源監視」という。ジョンソ

ンらは発生源監視が適切に出来ないため作話が生じるとする説を提出した。これを作話の

「発生源監視障害説（SMF）」という。正しい記憶を想起するためにはそれが現在の状況

に対応するかどうかを判断し、さらに関連した他の記憶を同時に想起し、相互に整合性が
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あるかどうかを判断する必要がある。SMF によれば作話患者ではこの発生源監視が適切に

機能していない。ジョンソンらは作話症例 GS を対象とした発生源監視能力の研究におい

て SMF を支持するデータを報告している。GS に異なった話者が話す異なった主題の物語

を聞かせる。後で物語りの主題を提示し話者を同定させる。GS の成績は作話のない健忘

患者より不良であった。  

SMF の問題点は作話のない健忘患者や前頭葉損傷例でも発生源記憶の障害を示す症例

が存在することである。また後に第５節で詳しく述べるが、作話の出現率が高いコルサコ

フ症候群の主たる病変部位は前頭葉ではなく大脳正中腹内側部である。発生源監視には前

頭葉、大脳正中腹内側部いずれにも関係するがその役割が異なるという説もある。大脳正

中腹内側部損傷は記憶の諸要素の再活性化を障害し、前頭葉損傷は記憶の諸要素の組織的

統合とその結果の評価を障害する。SMF に従えばむしろ前頭葉損傷で作話が出現しやすい

ようにも思える。実際発生源記憶の障害は前頭葉、特にその背外側部損傷例でしばしば認

められる。もし前頭葉背外側部損傷によって明瞭な記憶障害が出現したならば高頻度で作

話も認められるであろう。実際には、前頭葉背外側部損傷では明瞭な記憶障害は生じない。

従って、作話も余り認められない。他方、前交通動脈・動脈瘤破裂による前頭葉腹内側部

損傷では記憶障害と共に作話を示す症例が少なくない。しかし、この場合は発生源記憶の

障害は明瞭には認められない。  

 一方、モスコビッチらは記憶の想起は一種の再構成過程であり、作話はこの再構成過程

の誤りと考える。彼らは戦略的想起の過程を図１１－１０のようにモデル化する。外的な

手掛かりだけでは想起困難である時、前頭葉背外側部主導によって戦略的想起がなされる。

前頭葉腹外側部が想起に必要な手掛かりを特定し、その情報と海馬にある記憶コードとを

対応づけることによって想起がなされる。このようにして記憶が想起されると、前頭葉腹

内側部に転送されその真偽が直感的に判断される。更なる処理は背外側部が主導する。想

起された記憶と大脳皮質後方に蓄えられた情報とを照合して、事実として受容しそれに合

わせて反応すべきか否かが判断される。  

 このモデルに従えば作話は次のように説明される。直接想起の作話は手掛かりと記憶と

の誤った連合によって生じてくる。間接的想起の作話は前頭葉背外側部の損傷により適切

な想起戦略が立案されず誤った検索が行われた場合作話となる。前頭葉腹外側部における

手掛かりの同定が適切でない場合海馬にある記憶との照合が出来ない。この場合通常は誤

った記憶として再度手掛かりの同定がなされる。しかし前頭葉腹内側部に損傷があると誤
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って想起された記憶が無差別に受容されてしまい作話となる。  

結局、モスコビッツは、作話は記憶の符号化や保持の段階ではなく、想起の段階に問題

があると主張している。作話患者の再認は良好であるが、再生は極端に悪いという報告が

ある。彼は記憶の再生を前頭葉とは独立の比較的自動的な「連合的想起」と、前頭葉が関

わり記憶を組織化して監視する役割を持つ「戦略的想起」に分け、後者が障害されると作

話が出現すると説明している。  

 

図１１－１０ 戦略的想起の神経心理学的モデル  

Posterior Neocortex：後部新皮質、DLPFC：前頭葉背外側部、  

Hippocampal Complex：海馬  

VLPFC：前頭葉腹外側部、VMPFC：前頭葉腹内側部、Frontal Pole：前頭極  

Premotor Cortex：運動前野  

 

シュナイダーらは、同一記憶課題を繰り返すことにより、作話患者が以前に体験はした

が現在とは関係のない情報（非ターゲット）と現在の情報（ターゲット）とを区別可能か

を検討した。その結果、ターゲットの検出では自発作話患者は作話のない健忘患者と同水

準であったが、非ターゲットへのお手つき反応を抑制出来なかった。彼らの記憶の現在の

情報の中に以前の関係のない情報が迷入しており、現在とは関係のない以前の記憶痕跡を

抑制することが出来なかった。この実験から、シュナイダーらは「記憶痕跡の混乱」とい
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う概念を提唱した。健常者であれば、新しい情報は心的表象の中で賦括され関連する情報

を呼び起こす。さらに、次の情報が再び心的表象の中で賦括され、関連する情報を呼び起

こす。一方、現在とは関係しない古い情報は抑制される。作話のない健忘患者でも、新し

い情報は心的表象の中で賦活され、関連する情報を呼び起こし、次の情報も同様に賦活さ

れ、関連する情報を呼び起こす。しかし、健常者と異なり、前の情報は抑制されるだけで

なく正しく保持出来ず、情報の欠損として感じられる。作話者でも、新しい情報は心的表

象の中で賦活され、関連する情報を呼び起こす。次の情報が再び心的表象の中で賦括され、

関連する情報を呼び起こすが、どの情報も抑制出来ずに賦活されたまま並列に並んでしま

い、過去の情報も現在進行中の情報処理の中に迷入してしまう。すなわち、シュナイダー

によると、自発作話は現在とは無関係の記憶を抑制する能力が低下しているために生じる

のである。  

 バーゲスは、作話を健常者の記憶再生の制御モデルから説明している。彼によれば、自

伝的記憶の再生には「入力の鋳型」、「デスクリプタ」、「エディタ」、「メディエタ」

の四つのシステムが関わる。入力の鋳型は長期貯蔵システムから一般的記憶痕跡を活性化

する。これはどの経験とも無関係な意味的側面が強い記憶である。それ以外の三つの過程

はすべて「監督システム」であり、いずれも前頭葉と関係する。デスクリプタは主に左前

頭葉の機能が想定され、過去経験に対応する入力の鋳型を決定する。エディタは主に右前

頭葉の機能が想定され、前に再生された記憶と新しい記憶が矛盾しないか調べる。メディ

エタは両側前頭葉の機能が想定され、矛盾が起きたときに解決する方略的な機能を持つ。

バーゲスは作話の機序をこれらの監督システムの障害で説明する。すなわち、デスクリプ

タが障害されると、現在の話と関係のない情報への置き換え、情報の迷入／混入などが起

こる。エディタが障害されると、矛盾した不自然な文脈へのチェック機構が働かなくなり、

誤答を訂正できなくなる。メディエタが障害されると、矛盾した不自然な文脈を訂正でき

ずに、奇異な作話や空想作話につながるという。  

 フォトポロらは、作話者が自分に関する否定的な記憶を肯定的な記憶に歪曲してしまう

ことに注目した。彼らの研究では、作話者は自分に関する情報に限り、否定的な記憶を肯

定的なイメージを持って思い出した。この肯定的に事実を歪曲する傾向は、検査時に訴え

た気分とは関連していなかった。しかし、肯定的あるいは中立的な話を思い出すときは作

話の程度は低かった。健常者の自伝的記憶は個人の現在の目標、イメージ、信条の一貫性

を保つために、変更され、歪曲され、作話されるというデータが報告されている。フォト
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ポロらによれば、作話者では記憶や現実監視機構の障害など脳の器質要因によって、上記

のような健常者でもみられる記憶再生時の個人の歪曲がより強く誇張されているのである。 

 

２．５ 病態認識障害  

 健忘患者は記憶障害の存在を認識しない、あるいは記憶障害の存在を否定する。すなわ

ち記憶障害に対する病態失認や病態否認 15 がある。作話と同じくこの病態認識障害はコル

サコフ症候群では明瞭に認められるが、脳炎による海馬損傷、側頭葉切除などによる健忘

では認められない。脳血管障害、特に視床梗塞例では作話と共に病態認識障害が認められ

る場合もある。   

 自己の記憶についての評価は「メタ記憶」と呼ばれる。健忘患者ではメタ記憶にも障害

がある。電気ショック、低酸素症、心疾患などに起因する健忘では患者自身の記憶障害に

対する評価と実際の記憶検査成績との相関は高い。コルサコフ症候群患者では非常に低い。

前交通動脈・動脈瘤破裂あるいは脳炎に伴う健忘でも両者の相関は低い。  

以上のごくと病態認識障害は健忘患者に必発の症状ではない。従って健忘以外の要因に

よって生じると考えられ、前頭葉との関連が指摘されている。  

 

２．６ 刺激特異性健忘  

 両側性側頭葉損傷例では後述の HM に見られるごとく全般的な記憶障害が生じる。一方、

一側性側頭葉損傷では、損傷大脳半球が左右いずれかによって症状に差がある。一般に左

側頭葉損傷では言語に関連した記憶が障害される。右側頭葉損傷では言語化困難な対象の

記憶が障害される。ただし、この解離は側頭葉外科的切除例では顕著に認められるが自然

発症例では明瞭ではない。現時点でその理由は明らかではない。外科的切除例は幼少時か

らてんかん発作を有している。切除領域以外の部位にも器質的あるいは機能的な障害があ

り、脳全体の機能的組織化が変化しているとも考えられる。  

 

２．６．１ 左側頭葉損傷  

側頭葉損傷に伴う言語記憶障害は 1950 年代ミルナーらによって最初に報告された。彼

女らは左側頭葉切除例でウェクスラー記憶検査（言語記憶検査）の成績が低下することを

報告した。その後左側頭葉と言語記憶との関連は様々な材料、方法によって研究されてい

 
15 第９章参照。  
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る。左側頭葉損傷例は聴覚言語刺激が提示され、１時間以上の遅延時間後再生、再認する

課題で障害を示す。視覚言語刺激の再生、再認も障害される。語、文章、物語、の再生課

題、対連合学習、非実在語の再生、物品の名称の再生、未知の人物の名前の再生などの課

題も障害される。  

以上の記憶障害が記憶固有の障害であるのか記憶すべき対象の情報処理の障害による二

次的な障害であるのかが問題となる。言語記憶障害を示す患者を対象にした研究で、  

１）物品の分類は可能な患者がその物品の名称を再生出来ない。  

２）種類別に分類された物品の記憶はそのような分類がされていない物品の記憶より良

好である。  

３）左側頭葉損傷例に自由に物品の分類をさせるとより少ないカテゴリーに分類する。

ただしカテゴリー数と記憶課題の成績間の相関は低い。  

４）処理の深さ 16 と再生成績については、①形態処理より音韻処理が再生成績を向上さ

せることはない、②音韻処理は再生成績を向上させない、③言語記憶障害を示す患者では

意味処理に障害があるが、意味処理が適切になされると再生成績は向上する。  

などの事実が明らかにされている。記憶すべき対象を適切に情報処理出来れば記憶成績

は向上する。これは健常者ではよく知られた事実である。左側頭葉損傷に伴う言語記憶障

害患者でも同様の事実が認められる。すなわち刺激の音韻処理だけでなく意味処理まで到

達出来れば記憶も保たれる。意味処理に障害がある場合は記憶も障害される。左側頭葉損

傷例の言語記憶障害は記銘時における情報処理障害に起因すると考えられる。  

 

２．６．２ 右側頭葉損傷  

右側頭葉損傷では非言語的な刺激の学習や記憶が障害されるとされてきた。特定の名称

を有しないあるいは言語的に表現することが困難な刺激、例えば抽象的な幾何学図形、刺

激の空間的配置、音楽などがその例である。ジョーンズ・オットマンは右側頭葉切除に伴

う抽象的幾何学図形の再生障害を報告している。患者は視知覚障害や視空間無視は示さな

かった。ミルナーは顔写真を記憶し短い遅延時間の後多数の写真から以前見た写真を選ぶ

課題が右側頭葉切除例で障害されることを認めている。右側頭葉損傷に伴う顔の認識障害

は他の研究者によっても報告されている。  

 
16 認知心理学者クレイクによれば、形態処理、音韻処理、意味処理の順で処理の深さが深

くなる。そして処理が深くなると記憶成績は向上する。  
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ナンは非言語記憶障害における視覚的要因と空間的要因を分離すべく、抽象図形を視野

の種々の位置に提示し図形の記憶と提示位置の記憶とを別個に検討した。右側頭葉損傷例

では図形の記憶と提示位置の記憶はそれぞれ独立に障害された。位置情報は図形情報より

速く失われた。ピゴとミルナーも視覚的記憶障害と空間的記憶障害について検討した。視

覚的記憶障害の程度と海馬損傷との関係は認められなかったが、空間的記憶障害は海馬損

傷を伴う症例で重度であった。  

以上の研究では、記憶材料は通常視覚的に提示されるが、聴覚あるいは触覚を介して提

示された非言語的刺激の記憶も障害される。例えばレインとミルナーの報告によれば、小

さい木製の円柱に刺したピンの位置を触覚的に認識し 24 秒後再生する課題は右側頭葉損

傷例で障害された。12 秒後の再生では障害が認められないので、著者達は触知覚障害では

なく触覚的記憶保持の障害であると解釈した。  

音楽の記憶も右側頭葉損傷で障害される。未知の楽曲を聴取し、24 時間後再認する課題

は右側頭葉切除例で障害される。リズム、和音の再認も右側頭葉損傷例で障害される。  

グライスナーらの報告によれば、右側頭葉損傷に伴う非言語記憶障害は損傷が海馬にま

で及ぶ症例で顕著である。  

一方、グリックマンとジョンストンらによれば、右側頭葉損者（RTL）の非言語的ある

いは空間的刺激の記憶成績が左側頭葉損傷者（LTL）より低下するという命題は必ずしも

十分証明されているとは言えない。彼らの文献研究の結果は以下のごとくである。  

１）事物が視野のどの位置に提示されたかを判断する課題では RTL の成績は LTL より

低下するという報告が多い。  

２）幾何学図形／抽象図形の記憶については、RTL で障害大とする研究も少なくないが、

左右差無しとする研究の数はそれを上回る。  

３）刺激の向きを判断する課題では、RTL が LTL より障害大とする報告と差なしとす

る結果がほぼ同数報告されている。  

４）顔記憶課題では、RTL が LTL より障害大とする報告と差なしとする結果がほぼ同

数報告されている。  

５）空間移動課題、迷路課題では、RTL が LTL より障害大とする報告と差なしとする

結果がほぼ同数報告されている。  

すなわち、右側頭葉損傷と非言語記憶障害との関連は左側頭葉損傷と言語記憶障害との

関係ほど明瞭ではない。  
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２．７ 短期記憶障害  

２．７．１ 言語短期記憶障害  

 失語では言語刺激に対する記憶の範囲が非常に小さいことは古くから知られていた。こ

れは具体的には「復唱」の障害として出現する。失語古典論では他の機能に比して復唱が

特に障害されている失語を「伝導失語」と呼んだ。ルリアは復唱が特に障害されている失

語を「聴覚健忘性失語」と命名した。ウェリントンが伝導失語を言語短期記憶障害によっ

て説明しようとしたことは第６章で述べた。結局ウェリントンの仮説は証明されなかった

訳であるが、それ以降言語短期記

憶ならびにその障害に関する研究

が非常に活発になった。その結果、

復唱の過程は単純ではなくいくつ

かの下位過程から構成されている

ことが明らかにされ、復唱に関す

る情報処理モデルが種々提案され

た。図１１－１１はヴェラーとパ

パグノによって提唱されたモデル

である。音韻情報を保持する過程

（音韻短期記憶、STS）、音韻情

報の記憶痕跡の衰退を防ぐためこ

れを（頭の中で）繰り返す過程（リ

ハーサル）の二つの過程が想定さ

れている。このモデルに従えば、

言語短期記憶障害には、①STS 障

害による類型、②リハーサル障害

による類型、が区別されることになる。  

 

２．７．１．１ 音韻短期記憶障害  

古典論の伝導失語、ルリアの聴覚健忘性失語はこの類型に該当する。①聴覚を介して提

示された言語刺激（数字、文字、語）に対する記憶の範囲が非常に小さい、②視覚を介し

た言語刺激呈示では記憶の範囲の成績は良好である、③単一刺激の復唱は障害されない、
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すなわち復唱障害は音韻認識障害や音声表出障害には還元出来ない、④反応を非言語的な

手段に変えても（数字を指示するなど）成績は向上しない、などの特徴を有する。  

失語を伴わない音韻短期記憶の選択的障害例も報告されている。図１１－１２はボラー

とパパグノによって報告された症例 PV の系列位置曲線である。聴覚的刺激提示では新近

性効果は認められず、むしろ提示順序の遅い項目ほど成績が低下している（系列位置効果）。

視覚的刺激呈示では健常者と同じように新近性効果が認められる。同様の音韻短期記憶の

選択的障害は他の研究者によっても報告されている。ヴァラーとパパギノはこれまで報告

された症例 25 例における記憶の範囲の平均値を表１１－１のごとく纏めている。視覚的

提示条件に比べて聴覚的提示条件での記憶の範囲は明らかに低下している。  

 

 

図１１－１２ 選択的音韻短期記憶障害例（ＰＶ）と健常者（Ｃ）の系列位置曲線  

         ａ：聴覚的刺激提示、ｂ：視覚的刺激提示  

 

 

表１１－１ 音韻短期記憶障害 25 例の記憶の範囲平均値  

            聴覚              視覚   

    数字     文字      語        数字       

    ２．３８   １．７９    ２．００      ３．２３  

   （１～３．６）（１～２．５）（１．０５～３）  （２～６）  

                     （括弧内は最低値～最大値）  
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本章第１節でも簡単に触れたが音韻短期記憶障害があっても長期記憶の形成は障害され

ない。図１１－１３は上記の症例 PV の対連合学習の結果であって、実在語―実在語の対

連合は健常者と同じ効率で学習される。一方、単語―非実在語の対連合は全く学習出来な

い。以上の事実は、①音韻短期記憶は言語長期記憶とは独立に障害される、②実在語の学

習と非実在語の学習は異なる神経機構が関与している、ことを示している。  

 

 
図１１－１３ 選択的短期記憶障害例（ＰＶ）、ダウン症患者（ＦＦ）と健常者（Ｃ）の  

対連合学習曲線  

 

２．７．１．２  リハーサル障害  

発話器官の末梢性運動障害である麻痺性構音障害では通例言語短期記憶は障害されない。

しかし、より高次の構音障害では言語短期記憶障害が認められる。患者は通常の復唱では

障害を示すが、提示された刺激を指さす課題では障害が軽減する。また刺激提示後強制的

に（刺激以外の語を）発話させると復唱成績が低下する。また対連合学習では系列位置効

果が認められ、遅く提示された語ほどよく保持される。これらの事実は、音韻短期記憶は

保たれておりリハーサルに障害がある場合にも言語短期記憶課題の成績が低下することを

示している。  

 

２．７．２ 視覚短期記憶障害  

 1971 年ウェリントンとラビンは文字、線分などの視覚刺激を短時間提示し、再生可能な

刺激数（記憶の範囲）を左右大脳半球損傷例で比較した。左大脳半球損傷例は右大脳半球
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損傷例より成績が悪く、右大脳半球損傷例は健常者より成績が悪かった。左大脳半球後方

損傷例で特に成績が低下していた。この障害は言語短期記憶障害、失語症状、一般知能障

害の程度と相関せず、視覚短期記憶の選択的障害と理解された。この視覚短期記憶障害に

ついては、  

１）①検者が９個のサイコロを連続的に指さしその順序を再生、②短時間提示された未

知の顔の再認、③４×４の格子上に提示された文字や図形の提示位置の同定、などの課題

の成績が低下する。  

２）視空間知覚障害や言語短期記憶障害とは独立に生じる。  

 ３）右大脳半球損傷、特にその後方領野の損傷で生じる 17。  

 ４）①視覚表象の操作が障害され視覚表象想起は障害されない、すなわち視覚長期記憶

は保たれている症例、②逆に視覚表象の操作が保たれ視覚表象想起が障害された症例、い

ずれもが報告されている。  

 ５）顔、物品の認識が同時に障害される場合がある。  

 ６）色彩の短期記憶が障害される場合があり、損傷部位は左側頭・後頭葉領野である。

患者は同時に失色名を呈する。  

などの事実が明らかにされている。  

  視覚短期記憶障害がある症例では未知の視覚刺激（顔、図形など）の学習が障害される。

ただし、既に獲得した視覚長期記憶は障害されない。従って、記憶障害発症後出会った人

物の顔を記憶することは障害されるが、既知人物の顔の認識は保たれる。  

 

３．健忘症候群 

 

３．１ コルサコフ症候群  

1887 年コルサコフによって初めて報告された。彼はこれを多発神経炎に合併する精神障

害であり一種の中毒症状と考えた 18。1904 年ボーンヘッファーはコルサコフ症候群を臨床

類型として確立し、その診断基準として、①最近の経験・出来事の記銘障害（前向性健忘）、

 
17 上記ウェリントンとラビンの研究では右大脳半球損傷例より左大脳半球損傷例で障害

が重度であった。その理由は明らかではない。  
18 多発神経炎は全身性の末梢神経障害で、①手袋・靴下型の感覚障害、②四肢末梢優位の

筋力低下、③反射の低下・消失を主症状とする。アルコール中毒患者では頻繁に認められ

る症状であるので、コルサコフは記憶障害もその症状の一部と考えたのである。  
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②過去の経験・出来事の想起障害（逆向性健忘）、③失見当、④作話、の４徴候をあげた。

ザングウィルはこれに病識の欠如を加えた。   

コルサコフ症候群は脳外傷、脳炎、脳腫瘍、脳血管障害などの脳疾患に際して生じるが、

ウェルニッケ脳症によるものが最もよく知られている。そこでウェルニッケ・コルサコフ

症候群と呼ばれることもある。ウェルニッケ脳症はビタミンＢ１の欠乏に起因する脳炎で

ある。アルコール常用飲酒者に多く認められるが他の要因でも生じる 19。アルコール中毒

によるコルサコフ症候群を「アルコール性コルサコフ症候群」あるいは「アルコール性健

忘症」と呼ぶこともある。ウェルニッケ脳症の初期には意識障害、平衡および歩行障害、

筋緊張亢進、眼球運動障害などが前面にあるが、これらの症状が消退するとコルサコフ症

候群が顕わになって来る。その意味ではコルサコフ症候群はウェルニッケ脳症の残遺症状

と言える。  

 

３．１．１ 前向性健忘  

 コルサコフ症候群では新しい経験／出来事の記銘はきわめて強く障害される。患者は発

病後の経験／出来事を殆ど記銘することが出来ない。コルサコフ症候群の前向性健忘につ

いては種々の実験的検討がなされている。セルマックらは６例の患者を対象としてブラウ

ン・パターソン法を用い短期記憶段階における前向性健忘について検討した。結果は図１

１―１４（上）のごとくであった。この図で注目されるのは保持時間が０秒、すなわち直

接記憶（IM）の段階ではコルサコフ症候群と正常統制群との間に差がないことである。す

なわちコルサコフ症候群では短期記憶の容量には障害はない。このことはメーンら、ウェ

リントンなどによっても確認されている。しかし時間が経つにつれてこのように一旦は正

常者と同じ程度に記銘された情報も次第に失われてゆき、18 秒後にはほとんど完全に失わ

れてしまう。コルサコフ症候群では異常な早さで短期記憶から情報が失われていく。  

IM の範囲を越える項目よりなるリストを再生させ、リスト中の項目の位置ごとに正答

数あるいは誤答数を求めて描いた曲線が「系列位置曲線」である。ブラウンらによれば、

コルサコフ症候群の系列位置曲線は図１１－１４（下）のごとくである。コルサコフ症候

群患者では初頭効果は認められるが新近性効果は認められない。この結果もコルサコフ症

候群では短時間であれば情報を保持、再生することが可能であるが、時間の経過と共にそ

 
19 かつて日本ではビタミンＢ１無添加の高カロリー輸液によりウェルニッケ脳症が多数発

症した。死亡例もありコルサコフ症候群を発症した例もある。  
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れが失われていくことを示している。  

 

 

 

図１１－１４ 健常者（Ｎ）、コルサコフ症候群患（Ｋ）、アルコール中毒患者（Ａ）の

短期記憶成績（上）と系列位置曲線（下）  

 

以上のごとく、コルサコフ症候群では短期記憶の障害はない。図７－１のモデルに従え

ば、コルサコフ症候群の前向性健忘は短期記憶から長期記憶への移送の障害、あるいは長

期記憶の障害に起因することになる。後者については、①形成の障害、②保持の障害、③

想起の障害、の可能性がある。  
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ハーパーとパーシーは言語刺激、非言語刺激それぞれの刺激提示後、10 分後、１週間後、

７週間後に再認検査を試行した。コルサコフ症候群の成績は 10 分後の検査では正常統制

群より不良であるが、時間経過に伴う再認成績の低下の割合は両者間に差は見られなかっ

た。ハクスビーらも同様に言語刺激および非言語刺激を用いてコルサコフ症候群の忘却過

程について検討した。コルサコフ症候群では忘却の程度は大きいが、その時間的経過は正

常統制群と同様であった。セルマックらは学習成立までに要する試行数を測度としてこの

問題を検討し、学習の時間的経過パターンはコルサコフ症候群でも正常統制群と同様であ

ることを見出した。これらの結果から、セルマックらはコルサコフ症候群では短期記憶か

ら長期記憶へと移行した記憶は健常者と同様に保持されると考察している。すなわち、コ

ルサコフ症候群では、短期記憶から長期記憶への移送の段階になんらかの障害がある（前

向性健忘の固定障害説）。あるいは長期記憶の形成のされ方に問題がある（前向性健忘の

符号化障害説）。これらの説については本章第４説で詳しく検討する。  

次に、長期記憶の保持の障害について検討しよう。今、述べたように、コルサコフ症候

群においても一旦形成された長期記憶は健常者と同様に保持される。次の実験結果も報告

されている。１０語程度よりなる語のリストを一定時間提示した後、再生すべき語の語頭

音や意味範疇を示して再生させる手がかり再生課題では、コルサコフ症候群では何の手掛

かりも与えない自由再生に比較して成績は良好となる。すなわち、情報は長期記憶に保持

されてはいるが何らかの理由でそれを想起出来ないのではないかということである。この

点を検討した研究を紹介しよう。  

ある材料を学習した後、別の材料を学習すると、第二の学習の成績が低下することを「前

向抑制（PI）」という。PI は前の課題の遂行が後の課題に妨害的に作用したことによって

生じると考えられている。コルサコフ症候群では正常者より PI に対する感受性が高いこ

とが知られている。セルマックらは言語刺激の再生において最初２回の試行では 90％の正

答率が５回目の試行では 50％に低下することを見出した。ミューデルらはブラウン・パタ

ーソン法を用いた実験で誤りの特徴を分析し、コルサコフ症候群では以前に学習した刺激

リストを答える誤り、すなわち「混入」が多いことを明らかにした。このようなデータを

もとに、ウェリントンらは、コルサコフ症候群における前向性健忘の原因は記憶痕跡の喪

失ではなくその想起の障害であるとする前向性健忘の想起障害説を展開する。この学説に

ついては後述する（本章第４節参照）。  
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３．１．２ 逆向性健忘  

 コルサコフ症候群では強い逆向性健忘が認められる。それは自己の自伝的記憶、種々の

公的出来事、著名な人物の顔、テレビジョン番組など様々な記憶において認められ、明瞭

な時間的傾斜を示す。再生、再認いずれの課題においても障害は見られるが、その程度は

再生の方が重度であり、時間的傾斜もより顕著である。  

 このような逆向健忘はどのような機序によって生じてくるのであろうか。二つの可能性

が考えられる。一つは発症以前から保持されている記憶痕跡が脳損傷によって想起出来な

くなったとする見方である。ゾラ・モーガンらは、自伝的記憶再生課題において被験者が

うまく再生できない場合、実験者が励ましたり、具体的な例をあげたりするとコルサコフ

症候群でも遠隔記憶の再生がかなり可能になることを見出している。アルバートらも種々

の手掛かりを与えることによって再生成績が向上することを報告している。ここでもコル

サコフ症候群では記憶痕跡がなくなっているのではなく、何らかの理由でそれを想起する

ことが出来ない可能性が推定される。  

 前述のごとくコルサコフ症候群は通例アルコール中毒をその原因とする。一方アルコー

ル中毒では様々の認識障害が見られることが知られている。そこでコルサコフ症候群にみ

られる逆向性健忘はこのようなアルコール中毒に起因する認識障害によって外界の情報が

適切に処理されないことによる二次的現象、すなわち一種の「前向性健忘」であるとも考

えられる。実際、コルサコフ症候群類似の記憶障害がアルコール中毒患者でも見られると

いう報告はいくつかなされている。  

 コルサコフ症候群の逆向性健忘が以上のいずれの要因によるものか現在のところ不明で

ある。あるいは両方の要因が同時に作用して可能性もある。  

 

３．１．３ 失見当  

 コルサコフ症候群では時間的・空間的な失見当が見られる。大橋はこれについて「患者

は全くの瞬間だけに生きている。場所、時間、日付などはでたらめである。人物に対して

もしばしば誤認があり、妻子、近親者なども認識しえないことがある。年齢を問われると

何歳も若く言うことが多い」と述べている。グラフ・ラッド・フォードらは視床背側内側

核の損傷で記憶障害と時間的失見当を示した症例を報告し、失見当は視床背側内側核と関

連するのではないかと指摘している。  
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３．１．４ 作話  

 コルサコフ症候群の作話の特徴について、ボーンフェファーは急性期では当座作話が多

く、慢性期では妄想作話が多くなるとした。タランドは「急性期のコルサコフ症候群では

作話は頻繁にあり、現在と過去の混同、実際の体験と単なる考えや聞いたこととの混同が

ある。慢性期ではむしろ作話は少ないが、それは自分の状況を次第に気付くようになった

ためである。記憶の空隙に気付くとそれを無視する傾向があり、作話は空隙に気付かず、

それを自動的に充填した場合に生じ、作話の間違いを認めず訂正もしない。作話に個人差

があることは、健忘症状と基礎的人格構造との間に相互作用があることを示している」と

述べている。全てのコルサコフ症候群の症例において作話が見られる訳ではなく、特に慢

性期では作話が殆ど認められなくなることは他の研究者によっても指摘されている。  

 作話の生じる機序については諸説がある。浜中によれば、  

１）作話をコルサコフ症候群に存する記憶障害に還元する説。  

２）作話と記憶障害に共通する何らかの基本障害を仮定する説。  

３）記憶障害に他の付加的要因が付け加わって作話が出現すると考える説。  

４）記憶障害とは別個の要因に起因すると考える説。  

などが提出されている。  

 

３．１．５ 病識の欠如  

 コルサコフもコルサコフ症候群患者は自己の障害に対する病識が欠如していることを述

べている。この間題についての詳しい検討はザングウィルによって行われた。彼によれば、

コルサコフ症候群患者は自分が病気であるという認識に乏しく、記憶障害に対する自覚も

欠如するか、これを過小評価する。このような病識の障害はコルサコフ症候群に見られる

思考や判断の障害の原因ともなっていると考えられ、さらには患者が自分の考えと食い違

う情報を拒否しようとする行動をもたらす原因ともなるという。  

  

３．１．６ コルサコフ症候群におけるその他の障害  

 コルサコフ症候群は記憶障害を主徴候とするが、その障害は記憶のみに留まるものでは

ないことは古くから指摘されている。以下の障害が報告されている。  

１）一般知能障害～コルサコフ症候群においては一般知能障害は見られないか、少なく

とも一般知能障害がないコルサコフ症候群の症例が存在する。しかしウェクスラー知能検
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査（WAIS）の下位検査について検討すると、符号問題、算数問題、組み合わせ問題など

の成績の低下が認められる。  

２）知覚・認識の障害～コルサコフ症候群では、①符号置換課題、②埋没図形や隠し絵

20 の知覚、③複雑な視覚刺激の分類、などの課題で障害があり、集中力、空間的組織化、

言語的・視覚的組織化の障害が認められる。

３）前頭葉機能障害～コルサコフ症候群では前頭葉の機能を反映するといわれる種々の

課題において障害を示す。ウィスコンシンカード分類検査、概念形成検査、語流暢性検査、

などで成績が不良となる 21。スクエアによれば前頭葉機能障害と記憶障害の程度との間に

は相関関係が存在する。  

 

３．１．７ コルサコフ症候群と神経伝達物質  

 加藤の総説によれば以下の知見がある。  

 １）コルサコフ症候群ではノルアドレナリン系の異常があるとする報告がある。マクエ

ンティとメールによれば、コルサコフ症候群患者ではノルアドレナリンの代謝物である

MHPG の髄液中濃度が低下している。そして MHGP 濃度と記憶障害との間には相関関係

が認められた。さらにノルアドレナリンのアゴニストであるクロニディンの投与はコルサ

コフ症候群の記憶課題の成績を向上させた。一方、クロニディンの投与はコルサコフ症候

群の記憶課題の成績に影響しないとする報告もある。  

 ２）コルサコフ症候群におけるセロトニンの代謝異常を示唆する研究も報告されている。

マーチンらはセロトニンの再取り込み阻害剤であるフロォボクサミインがコルサコフ症候

群の記憶障害を改善することを報告した。また記憶障害の改善程度とセロトニンの代謝物

5HIAA 濃度の減少とは相関した。彼らはセロトニン系の促進作用を有する薬剤が前向性健

忘の改善をもたらすと述べている。  

 

３．１．８ 機能画像解析所見  

 リードらおよび加藤によれば、コルサコフ症候群では大脳皮質、皮質下の諸構造の機能

低下を示唆する以下の知見が報告されている。  

 １）脳全体の血流量低下および視床下部、前脳基底部、視床、大脳基底核の血流量低下。  

 
20 第９章参照。  
21 前頭葉機能検査の詳細については第２２章参照。  
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 ２）左後頭葉を除く脳全体の血流量低下。特に左前頭葉および視床で顕著。  

 ３）右大脳後方領野白質および右側頭葉前方の血流量低下。  

 ４）帯状回、前楔部のグルコース代謝低下。  

 ５）前頭葉、頭頂葉のグルコース代謝低下。  

 本章第５節で詳しく述べるが、コルサコフ症候群の責任病巣としては視床および乳頭体

が重視されてきた。しかし機能画像解析研究の結果は大脳皮質の機能低下を示唆する。コ

ルサコフ症候群の症状は多彩であり、記憶障害だけではない。多くの領野で機能障害が認

められること自体は決して不思議ではないが、コルサコフ症候群の諸症状の機序を考える

にあたって、視床や乳頭体だけでなく大脳皮質全体の機能障害を考慮すべきことを示す所

見である。  

 

３．２ 脳炎後遺症による健忘  

 後に詳しく述べるようにコルサコフ症候群では乳頭体／視床領域に病変がある。一方、

単純ヘルペス脳炎 22 などにおいてみられる両側海馬損傷に伴う健忘では、重篤な記銘障害

を示すが、コルサコフ症候群のような作話、失見当、病識障害を示さない。そこでこれら

二つを別のものとして扱うべきであるという説が提出された。脳炎による健忘（以下PE健

忘と略）の特徴をコルサコフ症候群と比較しながら述べると以下のごとくである。  

 １）新たな宣言的記憶の獲得は言語的であれ、視覚的であれ、聴覚的であれ全く不可能

である。しかし強い情動を伴う体験の潜在的記憶の獲得は可能である。感覚運動技能の学

習、保持も可能である。  

 ２）逆行性健忘があり、過去の出来事の想起は著しく障害される。エピソード記憶の障

害は重度である。意味記憶の想起も障害されるが、エピソード記憶の障害より軽度である。

著名人の顔に関する記憶には明らかな逆向性健忘が認められ、コルサコフ症候群と同様の

時間的傾斜が存在する。自伝的記憶の逆向性健忘は長期に渡る場合が多いが、数週間とい

うごく限定された逆向性健忘しか示さない PE 健忘例も報告されている。このような短い

逆向性健忘は、コルサコフ症候群ではあまり見られない。PE 健忘における逆向性健忘の

個人差の原因について、パーキンは損傷の大きさが関係するのではないかと述べている。  

 ３）短期記憶は障害されない。ブラウン・パターソン法を用いて行われた研究の結果で
 

22 単純ヘルペスウィルスが病因である。このウィルスは三叉神経節に潜在し嗅索を経て脳

内に進入する。主として大脳辺縁系に出血性壊死を引き起こす。海馬、島回、前脳基底部

が侵される。  
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は、短期記憶の容量、刺激提示後の忘却の程度のいずれにおいても正常統制群と PE 健忘

との間に差は認められない。スターとフィリップスが報告している症例では、刺激提示後

40 秒後の再生でも正常統制群と差がなかった。この点は刺激提示後急速にその再生成績が

低下するコルサコフ症候群と大きく異なる。  

 ４）コルサコフ症候群では短期記憶あるいは長期記憶からの再生において、再生の手掛

かりとなる刺激を与えると成績がよくなるが、PE 健忘ではこのような成績の向上は見ら

れない。PE 健忘では記憶の固定化あるいは保持に障害があることを意味する。  

 ４）上述のごとく PE 健忘では病識の欠如や作話は通例認められない。患者は自己の記

憶障害について自覚しており、作詰も見られない。ただし、自己の記憶障害についての認

識が不十分であった症例も報告されている。  

５）一般知能障害、言語障害、視覚や聴覚などの各感覚様相における認識障害は認めら

れない。セルマックらによれば、コルサコフ症候群でしばしば認められる前頭葉症状も PE

健忘では見られない。  

レールミッテとシグノレは、以上のデータをもとに、PE 健忘は両側海馬の損傷によっ

て短期記憶の情報を長期記憶に転送する「活性化／固定化過程」が機能しなくなることに

よって生じる記憶の固定の障害であり、コルサコフ症候群は「活性化過程」の障害によっ

て情報処理そのものが適切に遂行されないことによって生じる記憶想起の障害であるとし

た。スクエアは、コルサコフ症候群における乳頭体・視床損傷は記憶の書き込みに必要な

情報処理を障害し、PE 健忘における海馬損傷は記憶の貯蔵、固定、精緻化を障害する、

としている。  

 

３．３ 両側海馬切除による健忘  

 1940 年代から 1950 年代にかけてカナダのＷ・ペンフィールドらのグループは難治性て

んかん治療のため海馬、海馬傍回などを含む側頭葉内側の両側切除を行った。術後これら

の症例では強い健忘症状が見出された。その症例の１例 HM については長年に渡って追跡

研究が行われ、数々の興味深く、重要な知見が明らかにされてきた。  

HM は男性で、16 歳の時から大発作てんかんが始まり、次第に悪化して薬物では抑えき

れなくなった。そこで 1953 年 9 月、彼が 27 歳の時、スコヴィーレによって両側側頭葉内

側の切除がなされた。術後数日は意識障害が見られたが、それが回復するにつれて記憶障

害が明らかになってきた。その中心となる症状は前向性健忘であって、毎日体験する様々
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の出来事を記憶することは全く不可能であり、近所の人、医者、看護婦の顔や名前を覚え

られなかった。時間的、空間的失見当もあり、自分が誰かもわからなかった。術前３年ほ

どの逆向性健忘はあるが、それ以前の遠隔記憶は保たれており、数字の傾唱は 7 桁、逆唱

は 5 桁まで可能であった。IQ は 1962 年の検査結果では 118 であった。術前穏やかな性格

の人といわれていたが術後も変化は見られなかった。自己の記憶障害は認識しており、作

話もなかった。  

 HMの直接記憶は前述のようにほぼ正常であるが、刺激提示後、24 秒あたりからその再

生能力は低下し、60 秒後にはほぼゼロになった。このような障害は言語刺激、非言語刺激

のいずれにも、また視覚刺激、聴覚刺激のいずれにも見られた。より長期にわたる保持に

おいてもHMは正常統制群、コルサコフ症候群に比べて忘却が早かった。しかしHMは全て

の学習が不可能なのではなく、前述のごとく鏡映模写などの運動学習は可能であった。特

に注意すべきは、数セッションに渡って学習を繰り返すと、新しいセッションの最初の試

行の成績は前のセッションの最後の試行の水準を維持している点で、これは長い時間間隔

をおいても記憶は保持されていることを意味する。一方同じような運動学習でも迷路学習

は全く不能であった。ただ問題を容易にすると非常にゆっくりではあるが学習は可能であ

り、それは２年後も保持されていた。またハノイの塔 23という問題解決課題を与えると明

らかな練習効果が見られた。視覚認識課題、ウィスコンシンカード分類検査のような種々

の前頭葉機能に関する課題遂行には障害はなかった。  

1985 年 HM の術後 28 年経過時の状況が報告された。HM はなお重度の前向性健忘を示

し、直前の食事のことさえ記憶出来ない。ただ所々に記憶が島状に残っている。知能検査

の結果では全体的な IQ の低下と共に、流暢性などの言語機能の低下、痛覚、嗅覚などの

感覚機能の低下が認められた。  

1997 年の報告では 1992 年までの HM の状況は以下のごとくである。社会的な活動は可

能であるが主体性に欠ける。情動は鈍いが種々の感情表現は可能である。性欲はない。病

識は保たれており自己の状況をよく理解している。作話もない。不安、鬱、その他の精神

症状は認められない。1992 年に実施された知能検査の結果は言語性 IQ102、動作性 IQ122、

全 IQ110 であった。記憶指数は 73 であり、知能との間に 37 の差が認められた。言語機

能、前頭葉機能には正常範囲であった。  

2005 年の報告ではHMの状況は以下のごとくである。新しい語彙の獲得および再生の成

 
23 詳細は第２２章参照。  
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績は平均以下である。知能検査の語彙検査、知識検査では障害はない。1950 年以前に用い

られていた難解語や 1940 年代の公的出来事の記憶に障害が認められるが、これは彼の教

育水準が低いことに起因すると考えられる。幼少時、青年期、中年期の自伝的記憶はいず

れも障害されている。各時期とも非常に断片的な記憶しか想起出来ない 24。公的出来事の

記憶は比較的保たれて、健常者との間に大きな違いはない。HMの記憶障害は自伝的記憶

においてのみ認められる。  

 HM は 2008 年 12 月２日、その生涯を閉じた。  

 

３．４ 外傷性健忘  

 頭部外傷に起因する記憶障害を外傷性健忘と呼ぶ。原因としては、以前は銃創が多かっ

たが現在は交通事故が圧倒的に多い。臨床的に、受傷以前の記憶の障害である逆向性健忘

と、受傷後に生じた事象に対する記銘の障害である「外傷後健忘」が区別される。  

 

３．４．１ 逆向性健忘  

 頭部外傷に伴って生じる逆向性健忘の期間は一般にごく短時間であり、数秒から数十分

と言われる。サラザールらは 342 例の銃創例について検討し、31％に逆向性健忘があり、

その約 90％が 1 時間以内のものであったと述べている。しかし、時には数日、数週間、さ

らに数カ月と長時間にわたる逆向性健忘も存在する。ルソーらの報告している症例では前

向性健忘はすぐ消失したが、逆向性健忘は重度で幼少時期まで遡って障害されていた。こ

の障害は言語記憶に比して非言語記憶で特に著しかった。このような症例では通例外傷の

程度が重度であることが多いが、心理的な要因も考えられるという。スクエアとスラッタ

ーによれば外傷性の逆向性健忘にも時間的傾斜が存在する。他方、レヴィンらは時間的傾

斜は存在しないとしている。スクアエらは 40 年間にわたる出来事を対象としているのに

対し、レヴィンらのそれは 10 年程度である。逆向性健忘の時間的傾斜を検討する場合、

10 年という期間は短すぎると考えられ、この点でレヴィンらの研究には方法論的に問題が

ある。レプローらは公的出来事の想起課題を用いて頭部外傷例の逆行性健忘を検討し、時

 
24 上述のごとく初期の研究では HM の逆行性健忘は限定的であり幼少時の自伝的記憶は保

たれていると報告されている。2005 年の論文の著者コーキンらは初期の研究には方法論的

な不備があり自伝的記憶障害の存在を検出出来なかったのであろうと述べている。ただし、

コーキンらはこの幼少期記憶の障害は当時のてんかん発作に原因があり手術時の海馬損傷

によるものではないと考察している。  
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間的傾斜は存在しないと報告している。この問題の結論は得られていない。  

逆向性健忘の期間は受傷後の時間経過と共に次第に短縮する。ベンソンらは 10 年以上

に渡る逆向性健忘を示しその期間が次第に縮小した症例を「縮小性逆向性健忘」として報

告している。しかし外傷を引き起こした事故・出来事の再生の障害は通例最後まで残る。

ザングウィルらの研究によれば、最初事故発生前 15～30 分の出来事が断片的に思い出さ

れ、次第にそれ以外の出来事も再生可能となる。再生は必ずしも時間的順序に従ってなさ

れる訳ではない。  

 逆向性健忘の機序としては、不安定な短期記憶が安定した長期記憶に転送されることが

障害されるために生じるとする見方が一般的である。すなわち記憶の固定化の障害と考え

られる。この考えを支持する次のような事実がある。事故直後に受傷の様子を尋ねると患

者は鮮明に事故について物語る。ところがしばらく時間が経過すると患者は事故について

想起出来なくなる。これは事故の経験が長期記憶に転送・固定されなかったために生じる

と考えるとよく理解出来る。しかしウォターラインは 24 例について逆向性健忘の期間の

分布を調べ、１分以下の短時間の群（20 例）と 10 分以上の群（４例）の二峰性の分布を

示すことを見出し、第一群は固定化の障害であろうが、第二群は別の要因が関係している

のではないかとしている。  

以上のエピソード記憶障害に対して、頭部外傷例では意味記憶は比較的保たれる。しか

し、全く正常ではない。意味記憶の想起には時間がかかり、非常な努力を要する。健常者

では意味情報の提示は想起を促進する。頭部外傷例ではこの促進効果が認められない。頭

部外傷例ではしばしば物品や人物の呼称障害が認められる。しかし物品や人物に関する意

味記憶自体は保たれる。これは意味記憶へのアクセス障害があることを示唆する。  

 

３．４．２ 急性期の外傷後健忘  

急性期の外傷後健忘（以下 PTA と略）は事故直後の意識障害期、および意識障害回復後

における新たな出来事の記銘の障害である。チューバーは PTA の特徴として、①直接記

憶（IM）に障害はないが、IM の範囲を越える情報の学習は障害される、②刺激提示後の

忘却は異常に速い、③鏡映文字の学習などの知覚学習は正常である、などの点を明らかに

している。  

PTA の持続時間についてはホワイティとザングウィルの研究がある。37 例について検

討し、1 週間以下 4 例、1～2 週間 6 例、2～3 週間 3 例、3 週間以上 22 例、という結果を
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報告している。ジャネらによれば、受傷後６ヶ月時点で生存していた頭部外傷患者全例に

2 日以上の PTA が見られ、その持続時間は 94％が 1 週間以上、60％は 4 週間以上におよ

んだ。サラザールらは 53％の症例で PTA が見られ、その期間は 1 時間以内が 11％、1 週

間～１ヶ月が 16％、それ以上におよぶ例が５％と報告している。研究者によって結果に差

がみられるが、外傷の原因、損傷部位、PTA の評価方法などの違いによると考えられる。 

 極めて長期に渡る PTAを示した症例としてスクエアらにより報告された症例 NAはよく

引用される。NA は男性で 22 歳時（1960 年）、フェンシングの剣により頭部に外傷を受

け、その後重度の健忘症状を呈するようになった。特に言語記憶の障害が著しく、例えば

10 項目よりなる対連合リストを完全に学習することは何度試行を繰り返しても不可能で

あった。受傷以前（1960 年以前）の記憶は正常であったが、それ以降は 20 年以上にわた

る PTA が存在した。IQ は 124、他の認識課題では障害は認められなかった。  

PTA の持続期間に関連する要因としてはまず受傷時の意識障害の有無、程度があげられ

る。テスドーレとブロックスは PTA と意識障害の程度、持続時間について検討し、1 カ月

以上に及ぶ PTA は意識障害が 1 時間以内 22％、2～3 時間 31％、4～7 時間 57％、8～14

時間 71％の症例に出現すると述べている。サラザールらも意識障害の重症例ほど PTA の

期間の長いことを認めている。  

PTA の持続時間は頭部外傷の転帰と密接に関係している。テスドーレとブロックスによ

れば、１週間未満の PTA を示す頭部外傷例では転帰は良好であるが、それを越えると次

第に不良となり、PTA が 4 週間を越えると非常に不良となる。  

PTA においては全ての出来事の記憶が障害されるのではなく、特定の記憶が島状に残っ

ていることもある。また PTA が受傷直後から始まるのでなく、事故後ごく短時間の記憶

は保たれている場合もある。  

 PTA と脳の損傷部位との関係については、サラザールらによれば右大脳半球、橋、脳基

底部、海馬後部、側頭葉腹側白質などの損傷で生じやすい。  

 

３．４．３ 急性期外傷後健忘の合併症状  

 PTA の持続期間中、患者は環境の認識に種々の障害を示すことが多い。これは結果とし

て失見当となる。人物、場所、時間いずれについても見当識障害が生じ、この順序で回復

する。時間の失見当は最後まで残る。重症例では５年間持続した例がある。  

 頭部外傷例では注意障害がしばしば認められる。注意の回復過程は記憶の回復過程とほ
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ぼ平行する。このことは PTA が純粋に記憶の障害なのか注意障害による二次的障害なの

かという疑問を提出する。種々議論はあるがまだ結論には達していない。  

また過去の出来事についての質問に対する回答が一種の錯記憶となることもある。ホワ

イティとザングウィルは交通事故による頭部外傷例で、前にも事故で今入院中の病院に入

院したことがある、などの重複錯記憶を示した症例を記載している。ベンソンらは重度の

外傷例で数ヶ月持続する錯記憶を呈した例を報告している。  

 外傷後健忘における作話の頻度は研究者によって大きく異なる。ホワイティとザングウ

ィルは 1931 例の頭部外傷例中 38 例にのみ認められたと報告し、外傷後健忘では作話は稀

であると述べている。上記の症例 NA でも作話は認められなかった。一方、ワインスタイ

ンとライリィは 60%の症例に作話が認められたとしている。バッドレィとウィルソンは作

話を示す頭部外傷例は前頭葉に損傷がある症例が多いと述べている。  

 

３．４．４ 慢性期外傷後健忘  

頭部外傷では急性期の PTA 回復後も種々の記憶障害が残る。本書ではこれを慢性期外傷

後健忘（CPTA）と呼ぶ。ラッセルは 1000 例の頭部外傷例の 23%に CPTA を認めた。そ

の割合は重症例では 50%に上昇する。オッディらは 53%に CPTA を認めた。家族によれ

ば 79%の患者では受傷７年後経過しても何らかの記憶障害が存在しているという。その臨

床像は以下のごとくである。  

１）言語刺激の自由再生では直接再生および遅延再生いずれも障害される。手掛かり再

生および再認も障害される。  

２）音韻短期記憶（図１１―１１、音韻 STS）の障害があり、記憶の範囲が縮小する。 

３）非言語的視覚刺激の記憶は材料によって障害の様相が異なる。スパイクマンらの研

究では、複雑な状況画の記憶は保たれるが馴染みのない顔の記憶は障害されていた。レビ

ンらは頭部外傷例を対象に作業記憶実験を行った。被験者は連続的に提示される多数の抽

象図形から予め指定された複数の図形を選択する。この時同じ図形を繰り返し選択するこ

とは出来ない。選択すべき図形の数は次第に増大する。頭部外傷例は選択すべき図形数が

６個以下の場合は障害を示さないがそれ以上になると健常者より成績が低下した。これは

非言語的作業記憶の障害と理解された。  

４）手続き記憶の学習は障害されない。少なくても宣言的記憶の障害よりは軽度である。

すなわち、潜在的記憶は比較的保たれる。  
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３．５ 一過性全健忘  

３．５．１ 概念  

1956 年にベンダーによって初めて報告された。健忘を伴う一過性錯乱状態であって、

1964 年フィッシャーらにより「一過性全健忘」と命名された。一過性全健忘（以下 TGA

と略）は臨床的に、  

１）新たな出来事の記銘障害。  

２）「ここはどこか、自分は今何をしていたのか」などの質問を繰り返す。  

３）逆向性健忘。発症前数日、数カ月、数年におよぶ。次第に短縮され、最終的には発

症前のごく短期間に限定されたものとなる。  

４）他の神経症状は存在しない。  

などを特徴とする症候群である。  

 

３．５．２ 疫学  

１）発生率～TGA の発症率は年間人口 10 万人あたり３例と推定されている。同一個人

が発作を繰り返す割合は 2～5％と低率である。50 歳～70 歳代の症例が多い。40 歳以下お

よび 80 歳以上の症例は希である。  

２）危険因子～動脈硬化、高血圧、卵円孔 25の潜在的開存などが指摘されている。広場

恐怖がTGAの有力な危険因子とする説もある。  

３）基礎疾患～TGA の基礎疾患としては、片頭痛がもっとも多い。その他、右大脳半球

の転移性腫瘍、髄膜腫、左側頭葉出血、左視床虚血性梗塞、ウイルス性脳炎、CO 中毒、

キノホルム中毒などによる TGA が報告されている。  

 

３．５．３ 臨床像および検査所見  

 TGA の臨床像については 1985 年カプランが文献例 485 例について詳細な分析を行って

いるので、以下それに従って述べる。発作直前の活動としては、①脳血管写（13 例）、②

性行為（16 例）、③冷水を浴びる（33 例）、④身体運動（7 例）、⑤自動車の運転（21

例）、⑥食事（18 例）などがある。また歯科治療に伴う痛み、強い情動的興奮の体験時に

発症した例もある。発作の持続時間は平均 7.4 時間、短いものは 15 分、最も長いものは 7

 
25 心臓の右心房と左心房間を結ぶ穴。胎児期には開いているが出生時には塞がる。出生後

も存続する場合心房中隔欠損症となる。  
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日間であった。発作の間患者は混乱状態にあり、落ち着きなく歩き回り、手を洗うような

単純な動作を繰り返す。上記のように種々の質問を繰り返す例もある。頭痛、吐き気、腹

痛、閃光などの視覚体験、などを訴える例もある。視力・視野、運動機能、反射、言語機

能、構成行為などには障害は見られない。記憶は強く障害されており、直前、数時間前、

数日前、さらには数カ月、数年前の経験が想起出来ない。すなわち、逆向性健忘が認めら

れる。長いものでは 30 年におよぶことがある。前向性健忘も認められる。新しい記憶を

獲得することが出来ない。エピソード記憶、意味記憶いずれも障害されるが後者の障害は

軽度である。しかし、意味記憶も全く正常ではなく、実際の公的出来事と架空の公的出来

事の区別が障害されたりする。逆行性健忘と前向性健忘の程度はほぼ平行するが、逆行性

健忘のみを呈し新しい記憶の獲得は保たれていた症例も報告されている。  

発作中かなり複雑な活動をする例がある。長距離の旅行、ゲーム、複雑な計算などが滞

りなく行われた例が知られている。ブライヤとクロレィは TGA 発作中オルガン演奏を全

く正常に行い、発作終了後それについて全く記憶していなかったという演奏家の例を報告

している。  

発作中に行われた心理学的検査所見としては、①直接記憶（IM）に障害はない、②複雑

な認識を伴う作業記憶課題は障害される、③運動学習は可能である、④語幹完成課題でプ

ライミングは認められる、⑤視覚刺激、触覚刺激、聴覚刺激の一定時間後の再生は障害さ

れる、⑥長期記憶からの再生も障害される、手がかり再生の場合も自由再生と同様障害さ

れる、⑦狭義の失語、失認、失行、失算などの症状は見られない、ただし複雑な図形の模

写、一定時間内における語の想起、などの複雑な課題の遂行は障害される、などの結果が

得られている。  

 

３．５．４  回復過程および転帰  

発作終了後は発作中に出現した逆向性健忘が次第に改善し、最終的には全く消失するか、

ごく短期間の記憶が失われるのみとなる。図１１－１５はカパーらによって報告された

TGA 発症後の自伝的記憶の逆行性健忘の過時間経過である。発症後 24 時間でほぼ完全に

回復している。マズッチらは 16 例の TGA について検討した。発作終了後の検査で言語長

期記憶、言語性 IQ 低下を認め、発作終了後も完全に記憶が回復したとは言えないとして

いる。レガードとランディスは発作中および発作終了後１ヶ月までの記憶機能を追跡し、

記銘力の完全な回復には発作終了後 72 時間を要したことを報告している。  
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図１１－１５ TGA の自伝的記憶逆行性健忘の回復過程  

 

TGA の比較的長期にわたる転帰については研究者間に食い違いがある。ニューシーダと

シェルマンは 32 例の TGA を平均 61 カ月にわたって追跡し、１例で一過性脳虚血発作が

見られたが、完全な脳卒中発作は１例もなかったと報告した。カプランも TGA は良性の

疾患であり、脳卒中となる可能性は必ずしも高くないと述べている。－方、シュッピンら

によれば、TGA は何らかの記憶障害を主訴として来院した 76 例の症例中 41 例に認めら

れ、このうち 26 例に脳血管障害の危険因子の存在が見られた。33 例を 1～17 年間にわた

って追跡した結果では 18％に TGA の再発、6％に脳卒中が見られた。ジャンセンらは 1966

年～1978 年に経験した 10 例の一過性脳虚血発作に伴う TGA についてその転帰を検討し

た。いずれも後大脳動脈の一過性脳虚血発作の前あるいは後に TGA を示し、7 例では TGA

以外の神経症状は見られずてんかん症状もなかった。平均 77 ヶ月の追跡では３例に TGA

の再発があつた。４例で一過性脳虚血発作の再発、６例では完全な脳卒中が出現しその損

傷部位は５例で脳底動脈領域であった。７例は多少とも永続的な記憶障害を示した。  

 

３．５．５ 画像所見  

 当初 TGA 患者の脳の CT および MRI 画像解析結果では特に異常は見つからなかった。

しかし最近の画像解析技法の進歩に伴って、TGA 患者には種々の脳病変が存在することが
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明らかにされつつある。拡散強調画像では従来の MRI では検出出来なかった海馬、視床

などの病変が検出されている。ストラップらの拡散強調 MRI による研究では 10 例の TGA

患者中、３例で両側性海馬病変、５例で左海馬病変を見出している。血管造影では特に脳

底動脈において動脈硬化の所見が得られている。  

発作中に実施された SPECT や PET による機能画像解析では脳機低下が認められている。

①酸素消費量の低下、②血流量の低下、③血流量に比して酸素消費量の低下、などの所見

が得られている。シュミットらは TGA 発作中の脳血流量を測定し、特に側頭葉領域で血

流量低下を認めている（図１１－１６）。ゴールデンバークの総説によれば、脳機能低下

は、①海馬で 44 例中 31 例、②視床で 27 例中 13 例、③大脳皮質で 39 例中 16 例に認め

られている。海馬の機能低下が一側性の場合左が 12 例、右が３例であった。  

 

 

 

図１１－１６  一過性全健忘発作中（左）および発作後（右）の脳血流量  

 

３．５．６ 発症機序  

 TGAの発症機序については当初は血管障害説とてんかん説とが提唱された。カプランは

血管障害説の立場を取った。彼はTGAの真の原因は不明としながらも、脳血流の力学的特

性を急激に変化させうるような何らかの内的、外的要因による急性動脈機能不全がTGAの

原因ではないかと述べている。ジャンセンらも上記の追跡研究の結果からTGAは椎骨脳底

動脈領域の一過性脳虚血発作との関連で生じるとしている。クローウェルらによれば、12

例のTGAの７例に発作中頭痛があり、５例は片頭痛を有していた。局所脳循環（rCBF）
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の所見では中大脳動脈と後大脳動脈との中間のいわゆる「分水嶺領域」 26に血管収縮運動

の異常が認められた。ロスは軽度の外傷を契機としてTGAの出現した例を報告し、その背

景には片頭痛の存在が考えられることを指摘した。  

 次にてんかん説を紹介する。脳の特定の部位、特に扁桃体を連続的に刺激すると、他の

部位にも興奮が拡がって行動的にもてんかん発作の症状を呈する。これは「燃え上がり効

果」と呼ばれる現象である。脳内でこのような現象が何らかの原因で生じたならば、学習

や記憶がその影響を受けることは当然考えられる。シャサンとブリルマンは髄膜腫に伴う

TGA の１例を報告し、てんかん発作の存在、脳波所見などから TGA は一種のてんかん発

作と考えられていると述べている。デゥガンらも TGA 例の側頭葉脳波にてんかん性の異

常波（棘波）が存在することからてんかん説を支持している。  

 最近では脳血管障害説が有力になりつつある。ゴールデンバーグらは視床極（視床の前

端）の血流低下が TGA の原因と考えている。この部分は傍正中視床動脈によって環流さ

れている。この動脈は脳底動脈と後交通動脈を結ぶ脳底交通動脈から分岐している（図１

１－１７参照）。脳底動脈は非常に血圧の高い動脈であり、脳底交通動脈から傍正中視床

動脈が分岐する部位は動脈硬化が生じやすい部位である。脳底動脈と傍正中視床動脈の直

径は個人差が非常にあり、僅かの動脈硬化も血流低下を招きやすい。従って、通常の脳血

管障害の症状が出現する程の強い動脈硬化がなくても一過性の症状が出現する場合がある。

これが TGA である。  

 発作時における血流量変化の存在はただちに脳虚血がTGAの原因であることを意味し

ない。何らかの原因によって脳代謝過程に障害が生じその結果として脳虚血が生じた可能

性もある。ストラップらは上述した拡散強調MRI所見はニューロンの浮腫 27の存在を示唆

すると考えた。そして浮腫の原因は「拡散抑制」であろうと推定している。拡散抑制とは

種々の原因によってニューロンの脱分極が大脳皮質に毎分 2～4mmの速度で拡散してゆく

現象である。片頭痛で見られる前兆現象の発症機構と考えられている。従って、TGAの原

因が拡散抑制であることは十分考えられる。例えばカッパーとワイズは次のシナリオを考

えている。TGAはヒト側頭葉内側に自発的に生じる拡散抑制である。これは（発作の誘因

となる）強い感覚刺激や情動体験によって大量に放出される興奮性神経伝達物質、例えば

グルタミン酸が引き金となる。これがTGAの機序である。  

 
26 複数の動脈の環流領域の境目。動脈系の末端になるため血流低下が生じやすい。  
27 細胞内に水分が貯まる現象。核、細胞器官が圧迫され細胞の機能は低下する。  
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 この他、①卵円孔の潜在的開存によって右心房から左心房に血液が流入する。これが原

因となって血圧の上昇が生じ TGA が生じる、激しい身体運動時に TGA が生じやすいのは

この理由による、②静脈血圧の上昇により海馬、視床領域の血流量が低下して TGA が出

現する、全身動作などによって静脈圧が上昇すると上大動脈から心臓への血液の還流が妨

げられて虚血が生じる、などの説も提唱されている。  

 

３．６ 脳血管障害性健忘  

 大脳を環流する主要な動脈は前大脳動脈、中大脳動脈、後大脳動脈である（図３－３１）。

左右の前大脳動脈は前交通動脈によって結ばれ、左右の後大脳動脈は後交通動脈によって

結ばれている。他の高次脳機能障害に比べて脳血管障害に伴う健忘は少ない。脳血管障害

は一側性の場合が多い。記憶障害は脳の中心部が両側性に損傷されることによって生じる。

この二つの要因の相互作用によって脳血管障害性の健忘は少ないのである。脳血管障害性

健忘の概要は以下のごとくである（表１１－２参照）。  

 １）前交通動脈は前脳基底部、帯状回前方、脳弓、脳梁膝などの領域を環流する。その

動脈瘤の破裂は様々の高次脳機能障害を引き起こす。記憶障害もその一つである。急性期

には意識障害と注意障害が前面に出るが、これらの症状が消退すると記憶障害が明らかに

なる。前向性健忘、時間的傾斜を伴う重度の逆行性健忘と作話が認められる。前向性健忘

の特徴は再生、特に遅延再生の障害である。再認は比較的保たれている。この再生障害は

長期記憶の探索戦略の障害と考えられているが、記銘にも障害が認められる。より適切な

記銘方法を教示すると再生成績は向上する。これらの症状は慢性期まで続く。慢性期では

直接記憶は保たれる。患者は撹乱刺激の影響を受けやすくブラウン・パターソン課題では

成績が大きく低下する。  

２）両側後大脳動脈の梗塞は記憶障害を生じる。両側の後大脳動脈は共に椎骨動脈から

分岐しているので同時に梗塞を起こしやすい。その場合両側側頭葉が損傷され重度の記憶

障害が出現する。記憶障害は単独で出現するか、視野障害、失読、色彩失認などの他の高

次脳機能障害に合併して出現する。その症状は短期記憶が保たれ記銘が障害される典型的

な前向性健忘である。両側後頭葉損傷によって視覚特異的な記憶障害が認められる場合が

ある。後頭葉の一側性損傷の場合典型的な健忘症状が生じるか否かについては種々議論が

あり、結論には至ってない。一般的には、左後大脳動脈損傷では種々の言語記憶課題が障

害され、右後大脳動脈損傷では種々の視覚・視空間記憶課題が障害される。  

１１-56 
 



第１１章 
 

 

 

 

 

 

１１-57 
 



第１１章 
 

３）中大脳動脈環流領域の血管性病変による皮質損傷では典型的な健忘が生じることは

ない。しかし皮質限局性病変で特定の感覚様相や刺激範疇に特異的な記憶障害が生じるこ

とがある（これについては本章第２節で既に検討した）。  

４）視床は主として後交通動脈の分枝である極動脈および後大脳動脈から分岐する傍正

中動脈によって環流されている（図１１－１７）。その血管性病変は記憶障害を生じる。

視床は様々な核から構成されており、大脳皮質や他の脳部位との線維連絡も複雑である（図

３―８参照）。従って、損傷される核によってその臨床像も異なる。トリエとロランは視

床梗塞による記憶障害の臨床像を次のように記載している。  

①両側傍正中部梗塞：昏睡または傾眠で突然に発症し、数時間から数日続き、垂直性眼

球運動麻痺を伴う。その他の感覚・運動障害は見られない。覚醒すると時間・空間的見当

識障害がみられる。自伝的記憶の想起困難があり、時間的関係は無秩序に混乱し作話的と

なる。前向性健忘が症候上前面に出て、持続性の後遺症となる。しばしば日常生活よりも

検査時に顕著となる。記銘障害は記憶全般に及ぶものではなく、自立した行動に必要なあ

る程度の記憶獲得は可能である。海馬性健忘に比してとりわけ場所や顔の視覚的再認がか

なりよく保たれている。逆向性健忘は症例によってまちまちで病変が尾側に向かい、中脳

におよぶほど重症になる。逆向性障害が最も重度の場合忘却は完全で数日前の出来事全般

にわたり自伝的記憶の欠損に至る。  

②一側視床傍正中部梗塞：臨床的に明らかな記憶障害は左側病変の場合にしか観察され

ない。これは言語的記憶に関係し、少なくとも初期には健忘失語を伴い、喚語障害、語の

流暢性（語列挙）の低下がみられるが、理解障害や復唱障害は伴わない。  

③両側視床前外側部梗塞（極動脈梗塞）：明らかな前向性健忘が認められる。ショーら

の報告例では前向性健忘は８年間変わらなかった。認識、注意、覚醒機能は障害されない。

両側傍正中部梗塞と比較して症候上の相違がいくつかみられる。逆向性健忘がなく、例え

自由再生が遅く労力を要し再認によって殆ど促進されなくても、時間的混乱はみられず、

自伝的記憶を容易に想起出来る。  

 ④一側視床前外側部梗塞：傍正中動脈領域梗塞例にきわめて類似した症状を呈する。左

側損傷例では言語的記憶に重篤な障害があるが、同様に視覚認識、行為にも障害がみられ

る。右側損傷例は動作性 IQ、視覚認識、構成行為、視覚的記憶に変化が認められたが、短

期および長期の言語的記憶に障害はなかった。前外側損傷は傍正中部梗塞よりも全般的な

認識障害を生じやすく、通常みられる健忘は大部分言語障害や視空間認識の障害から二次
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的に生じた症状である。  

 

 

１１－１７ 極動脈と正中動脈の環流領域  
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３．７ 無酸素症性健忘  

 心停止などによって無呼吸が生じると身体組織に十分な酸素が供給されなくなる無酸素

症が生じる。脳ではナトリムイオンの増加、脳組織の腫脹などを伴って興奮性の神経伝達

物質が放出され脳組織が障害される。無酸素症が持続するとニューロンの過剰な興奮が生

じそれによってカルシウムや活性酸素が増加してニューロンを損傷する。脳には無酸素症

に特に敏感な領野が存在する。すなわち代謝が活発な部位である。海馬はその一つである。

後述のごとく海馬は記憶に密接に関係しており無酸素症に伴ってしばしば記憶障害が出現

する 28 。無酸素症に伴う記憶障害の臨床像は数年間にわたる逆行性健忘を伴う軽度の前向

性健忘であるが、15 年にわたる逆行性健忘を示した症例も報告されている。記憶障害の他

に、遂行機能 29、注意障害、計画立案や抽象的思考の障害などを合併する場合もある。  

 

３．８ てんかんに伴う記憶障害  

３．８．１ 臨床像  

 てんかん患者における記憶障害の頻度は 50%程度と推定されている。側頭葉てんかん患

者が記憶障害を訴えることが多い。左側頭葉に焦点がある側頭葉てんかんでは言語記憶の

障害が顕著であり、右側頭葉に焦点がある側頭葉てんかんでは非言語記憶の障害が顕著で

ある。臨床的には次の３型が知られている。  

１）一過性てんかん性健忘～非発作時におけるごく短期間（平均で 15 分～60 分程度、

最長で 24 時間）の健忘症状を呈する。すなわち、前述の一過性全健忘より健忘の持続時

間は短い。健忘は睡眠からの覚醒時に生じることが多い。前向性健忘、逆行性健忘いずれ

もが出現する。半数以上の症例では前向性健忘は完全ではなく、後に健忘発作時の記憶を

多少とも想起することが可能である。少数例では健忘発作の体験を詳細に語ることがある。

記銘や保持がある程度保たれ、想起が障害されていることを示唆する。逆行性健忘の程度

は様々であり、記憶が失われる期間は数日～数年に及ぶ。前向性健忘のみで逆行性健忘を

示さない症例も少数ではあるが報告されている。一過性全健忘では「ここはどこか、自分

は今何をしていたのか」などの質問を繰り返す（前述）。一過性てんかん性健忘でも同様

の現象が認められるが、その頻度は一過性全健忘より低い。患者は非発作時にも記憶障害

を訴えることが多いが、神経心理学的検査では大部分の症例で明瞭な記憶障害は認められ
 

28 もちろん、無酸素症によって損傷される脳部位は海馬だけではない。大脳皮質や大脳基

底核も損傷される。無酸素症に伴う記憶障害は全て海馬損傷に起因するとは限らない。  
29 第２２章参照。  
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ない。  

約半数の症例では健忘が唯一の症状であるが、残り半数では幻嗅、幻味、既知感（経験

したことがない状況を以前経験したと感じる）、精神自動症（舌、上肢などの不随意的な

半目的的動作）、無反応などが認められている。  

非発作時の脳波所見は半数の症例で側頭葉もしくは前頭・側頭葉領野にてんかん波が認

められる。発作時の脳波が記録され症例では 10 例中８例でてんかん波が認められた。画

像解析では、右側頭葉内側、左海馬領域、などの病変が報告されている。  

２）長期記憶の忘却加速～記銘は正常であるがその後数日あるいは数週間にわたって異

常に速く記憶が失われる現象である。この症状は外傷、脳炎、脳血管障害などの症例でも

認められるが、側頭葉てんかん症例の報告例が少なくない。学習後 30 分程度の保持時間

における想起は正常であるが、保持時間が 24 時間～６週間になると想起の成績は大きく

低下する。学習したことさえ想起出来ない症例も報告されている。想起成績低下の時間経

過は当初 24 時間で大きく低下し、その後数週間にわたって徐々に低下していく。全例で

遠隔記憶の障害が合併している。  

３）てんかん患者における遠隔記憶～てんかん患者で遠隔記憶が低下していることは古

くから指摘されてきた。最近、詳細な神経心理学的検査結果に基づいて遠隔記憶が特に障

害されている症例の報告が相次いでいる。障害は意味記憶、エピソード記憶いずれにも認

められるが、一方のみが特異的に障害された症例も報告されている。ほぼ全例が側頭葉て

んかん例である。記憶以外の神経心理学的検査結果はほぼ正常である。  

 側頭葉てんかん群と健常統制群を比較した研究（集団比較研究）も種々報告されており、

てんかん患者群の自伝的記憶想起の成績は健常統制群より低下することが明らかにされて

いる。てんかん患者群では公共的事実の想起も障害されている。  

以上の結果をどう解釈すべきか。側頭葉てんかんの原因となる脳病変は幼少時に生じて

いると考えられる。てんかん患者では発作などにより記銘の段階で何らの障害があり、結

果として遠隔記憶障害の想起が障害されてしまっている可能性がある。てんかん発作によ

って記憶痕跡が傷害されることも考えられる。その遠隔記憶の障害は（記銘や保持の障害

である）前向性健忘、（想起障害である）逆行性健忘、いずれの可能性もある。上記症例

報告の多くは新規の学習には障害はないと報告されているが、集団比較研究の中にはてん

かん患者に学習能力の低下を認めた研究もある。  
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３．８．２ 機序  

てんかんに伴う記憶障害の機序としては二つの可能性が考えられる。一つは記憶の固定

の障害、他の一つは記憶の保持の障害である。スクエアらによれば、海馬は記憶の固定に

おいて二つの役割を果たす。第一は「海馬のシナプスが急速に変化することで一時的に情

報を保持する」役割であり、第二は「海馬システムが大脳皮質にある記憶痕跡を繰り返し

賦活することにより海馬とは独立に大脳皮質に情報が保持されるようにする」役割である。

この第二の役割が障害されれば情報の比較的短時間の保持は保たれるが、長期間の保持は

障害されることになる。  

 緑川らの報告例では、抗てんかん薬の投与によって前向性健忘は改善されたが逆行性健

忘は改善されなかった。これは大脳皮質に保持されている情報が既に失われてしまってい

る可能性を示唆する。繰り返されるてんかん発作によって大脳皮質が機能的もしくは器質

的に損傷され、記憶痕跡に欠損が生じている可能性がある。  

 

３．９ 超長期性健忘  

 1997 年、クッパーらにより提唱された記憶障害の臨床像である。その特徴は、情報を数

時間から数日は保持することが出来るが数週間経つと忘れてしまう症状である。「長期性

健忘」、「異常忘却速度」、「側頭葉新皮質性健忘」、「加速性忘却」など様々な名称で

症例報告がなされている。多くの症例では前向性だけではなく、数十年単位の長期にわた

る逆向性健忘を伴う。多くの症例がてんかん発作を伴っていたため、てんかん発作が長期

的な前向性健忘や長期的な逆向性健忘に関与していると考えられている。しかし、てんか

ん発作が確認されていない症例が存在し、報告された多くの症例が大脳皮質病変を伴って

いることから、てんかん発作のみでこの症状を説明することは困難と考えられる。さらに

抗てんかん薬そのものが長期的な前向性健忘に関与するという報告もある。カリダンらは、

抗てんかん薬の投与後に長期的な前向性健忘が消失し、投与中止後に再び症状が出現した

症例を報告している。  

 

３．１０  発達性健忘  

小児におけるエピソード記憶獲得の障害である。日常の生活体験を記銘することが顕著

に障害される。他の高次脳機能には粗大な障害は認められない。知能検査所見もほぼ正常

範囲である。刺激提示直後の再生では障害は認められないが、一定時間後の遅延再生では
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成績が顕著に低下する。意味記憶の修得は良好で大学に進学した例も報告されている。原

因としては、①遺伝的要因、②周産期障害、③乳幼児期における脳損傷、のいずれかが関

与していると考えられる。前述のごとく、成人における両側側頭葉内側の損傷は重度のエ

ピソード記憶障害の原因となる。発達性健忘例でも MRI で両側海馬の萎縮像、PET で海

馬の糖代謝機能低下が報告されている。  

 

４．健忘の神経心理学的機序 

 

健忘を「説明」しようとする試みは古くからなされているが、それは常に記憶そのもの

の理論と密接に関係している。最近提出されている記憶障害に関する学説の多くは記憶に

関する情報処理理論を背景としている。以下各々について検討していこう。  

 

４．１ 固定障害説  

 健忘は新たな記憶痕跡を形成することの障害によると考える。図１１－１に従えば短期

記憶から長期記憶への転送の過程の障害である。一般に長期記憶は大脳皮質に蓄えられる。

海馬は皮質ニューロンを結合させる、もしくは相互に関連のある情報を統合することによ

って記憶痕跡を形成する役割を果たす。記憶痕跡の固定にはある程度の時間を必要とする。

逆行性健忘において最近の記憶が障害されやすいのはそのためである。ミルナーは、症例

HM が短期記憶に障害がないにもかかわらず重度の健忘症状を示すのは、短期記憶から長

期記憶へ情報の転送がなされないことに起因すると考えた。類似の見解はヴィーケルグレ

ン、ハーパーとパーシィなどによっても提案されている。ヴィーケルグレンは次のように

考える。記憶の形成には新たな出来事と既に存在する古い記憶との「結合（チャンク）」

が必要であり、健忘ではこの結合が形成されないため記憶障害（前向性健忘）が生じる。

ハーパーとパーシィによれば、コルサコフ症候群にみられる前向性健忘は新たな出来事を

学習することの障害に起因する。彼らはその根拠としてコルサコフ症候群の保持能力は正

常統制群と差のないことをあげ、一方側頭葉内側損傷（症例 HM）では保持能力に障害が

あることを指摘している。  

固定障害説にはいくつかの問題点がある。その一つは前向性健忘の程度は固定的なもの

ではなく、課題、刺激の与え方などによって変化することである。これは長期記憶そのも

のは保たれていても状況によって想起されたり、されなかったりする場合があることを示
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しており、長期記憶が最初から形成されないとする固定障害説とは矛盾する。また前述の

ごとく、健忘患者で運動学習や知覚学習は比較的保たれている点について、固定障害説で

は適切な説明が出来ない。  

この問題点を解決するため、モスコービッチは、長期記憶は形成されないのではなく通

常より弱い長期記憶が形成されるのである、という新しい固定障害説を提出した。彼はそ

の根拠として、①健忘患者は特定の手掛かり刺激があると想起が可能であること、②健忘

患者群と正常統制群で記憶すべき材料の記憶痕跡強度を同一にすると（例えば、健忘患者

群では刺激提示後すぐに再生させ、正常統制群ではしばらく時間をおいて再生させる）、

両者の成績に差がなくなること、などをあげている。ロダンも固定障害説をとるが、その

障害はエピソード記憶のみに限定され、意味記憶（ロダンの用語では「事実記憶」）の想

起には障害はないとしている。  

 

４．２ 符号化障害説  

 新しい情報を短期記憶や長期記憶に記憶するためにはそれを記憶しやすい形に変換する

必要がある。このような変換を「符号化」というが、健忘ではこの符号化に障害があると

考える説である。前述のごとく、クレイクとロックハートは符号化に「処理水準」という

概念を導入した。彼らによれば、処理水準は「形態的符合化」、「音韻的符合化」、「意

味的符合化」の三段階があり、この順で処理が深くなる。意味的符号化は音韻的符号化よ

り処理水準が深いので、記憶においても意味的に符号化された情報の方が効率よく保持、

想起されると考えた。セルマックは健忘では処理の水準が浅く音韻的符号化の段階に留ま

っており、意味的符号化がなされないため、記憶障害が生じると考えた。実際、正常統制

群では刺激の意味的処理（語を快一不快の尺度で評定する）を行わせると、その後の再生

成績がよくなるが、コルサコフ症候群ではそのような現象が見られないことを見出した。

このようなコルサコフ症候群における意味的符号化の障害は他の研究者によっても確認さ

れた。  

コルサコフ症候群では正常者より PI（前向抑制）の影響を受けやすいことは既に述べた。

ヴィッケンは同一範疇に属する記憶材料を繰り返し与えると PI が生じて再生の成績が低

下してくるが、他の範疇に属する記憶材料をそれらの間に挿入すると再生成績が元に戻る

ことを見出し、これを「PI 解放」と呼んだ。セルマックはこの PI 解放の程度は課題の性

質に影響され、コルサコフ症候群では、刺激が文字か数字かを判断するような形態的処理
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の場合においてのみ見られ、刺激語が動物の名前かどうかを判断するようなより抽象的、

意味的な処理の場合は見られないことを明らかにした。これはコルサコフ症候群では抽象

的、意味的な処理が十分行われていないことの現れであり、健忘の符号化障害説を支持す

るデータと考えられた。  

一方、符号化障害説に不利なデータも存在する。マクドウェル、ヴィノカーは適切な教

示のもとではコルサコフ症候群においても意味的符号化は可能であることを報告している。

コルサコフ症候群の処理は正常者より必ずしも浅くないとする研究もある。更に意味的手

がかりはコルサコフ症候群の再生の成績を向上させるという報告もなされている。コルサ

コフ症候群の前向性健忘が意味的符号化の障害によるとするセルマックの説はそのままで

は受け入れ難い。  

前述のごとく、コルサコフ症候群には記憶障害以外にも様々の認識障害、つまり情報処

理障害が存在する。情報が正確に処理されなければ当然記憶にも障害が生じる。健忘症状

と他の認識機能の障害は独立であるともいわれるが、コルサコフ症候群においてどのよう

な符号化がなされるかは重要な研究課題と考えられる。ロダンはセルマックらが符号化の

問題を言語的課題のみに限定して論じていることを疑問視し、「意味的処理」をより広く

捉えて、短期記憶では言語的、非言語的いずれについても意味的な処理は出来るが、その

結果が長期記憶には保持されないということも考えられるとしている。ハーストは意味的

処理と意味的符号化は別のことであり、コルサコフ症候群では前者ではなく、後者に障害

があるのかも知れないと述べている。  

 

４．３ 視覚表象障害説  

 バッドレィとウェリントンは健忘（少なくてもその一部）は視覚表象の障害に起因する

と考える。カッティングやジョ－ンズはこの仮説を支持するデータを報告している。例え

ば、健常者では語記銘時にその語に関連した視覚表象を思い浮かべるよう教示すると成績

が向上する。健忘患者では成績向上は認められない。他方、この仮説を支持しないデータ

も報告されている。セルマックによれば、コルサコフ症候群患者も視覚表象を操作して二

つの語を結びつけることが可能である。視覚表象の想起や操作が保たれている健忘患者は

他の研究者によっても報告されている。コルサコフ症候群患者では視覚表象が特に障害さ

れているという報告もない。視覚表象障害説の妥当性は低い。  
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４．４ 想起障害説  

 既に述べたように、ウェリントンは健忘の原因を想起の障害に求める。その論拠はコル

サコフ症候群における PI に関する実験データである。コルサコフ症候群では、短期記憶

に障害はないにもかかわらず長期記憶で重い障害を示す。この長期記憶の障害は記憶材料

の提示と再生の間に何らかの課題を挿入した場合顕著であり、コルサコフ症候群では強い

PI が存在し、記憶の想起が障害されるものと考えられる。  

コルサコフ症候群の短期記憶が正常であるかどうかについては、その容量に関してはウ

ェリントンらの主張するように障害がないとする研究が大勢を占める。従ってコルサコフ

症候群の障害が長期記憶に存するという彼女の見解は支持されよう。  

 次にこの長期記憶の障害が想起の障害であるかどうかという点であるが、多くの研究の

結果はウェリントンの説を支持しない。もし長期記憶の想起に障害があるとすれば、長期

記憶の形成された時期に関係なく障害がみられるはずである。マースデンらは症例 HM お

よびコルサコフ症候群患者に、彼らの記憶障害が生じる前に起こった出来事に関係した人

物の写真と記憶障害が生じた後の出来事に関係した人物の写真を見せ、その同定をさせた。

結果は記憶障害が生じた後の写真の同定に重大な障害が見られた。コルサコフ症候群では

発症前に学習した記憶が比較的保たれていることは他の研究でも明らかにされている。ま

たウェリントンの仮説に従えば逆向性健忘と前向性健忘は類似した特徴を呈することが予

想されるが、実際には両者の特徴には違いがあることが報告されている。コルサコフ症候

群以外の健忘では前向性健忘はあっても逆向性健忘が殆ど認められない症例もある。  

 以上のごとく、長期記憶の想起障害のみでは健忘を十分説明することは困難である。そ

こでウェリントンとワイスクランツは次の考えを提案した。健忘では何らかの認識活動を

伴う記憶は障害されるが、単なる刺激一反応の繰り返しのみに依存する記憶は障害されに

くい。つまり「認識を媒介とした記憶系」と「意味記憶系」の間に離断が存在する。この

説に従えば、最近経験した出来事の想起には認識的媒介が必要であるので障害されるが、

既に意味記憶として存在する長期記憶の想起はこのような媒介を必要としないので障害さ

れない。  

 このように単なる想起の障害ではなく、想起の際に必要な種々の認識活動が障害される

ため健忘が生じるという説はヤコビーによっても提出されている。彼は想起に「偶発的想

起」と「意図的想起」を区別する。後者は長期記憶の内容を再構成して想起するために必

要な過程であり、健忘で障害されるのはこの意図的想起であるという。  
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４．５ 文脈説  

 健忘は出来事を符号化して長期記憶に保持しうるが、時間的／空間的手掛かりを基に複

数の出来事間の弁別を行うことが出来なくなることによって生じるとする説である。ハー

パーとパーシーはコルサコフ症候群では文脈情報の利用に障害のあることを指摘した。例

えば、患者に絵の再認課題を与えると、絵を以前見たことがあるかどうかは正しく判断出

来るが、いつ見たかは判断出来ない。あるいは何回見たかということも判らない。これは

出来事をどのような状況で経験したかに関する文脈情報記憶の障害によると説明される。

キンスボーンとウッドも健忘は「文脈依存的」な記憶の障害であり、「文脈に依存しない」

再生は障害されないと述べている。  

 健忘の文脈説に関する研究動向についてはマイヤーらの総説がある。それによると、健

忘では文脈に依存しない記憶は比較的保たれ、文脈記憶のみが障害されるという文脈説を

支持するデータとしては、①健忘では運動技能、知覚技能の学習やその保持は比較的良い、

②健忘では刺激の時間的特性（頻度、新近性）、空間的特性の記憶が特に障害される、③

記憶すべき項目の再生よりそれが与えられた文脈の再生がより強く障害される、などの報

告がある。  

ハーストは文脈説の問題点として、①「文脈」の概念が曖昧であること、②健忘で文脈

に対する記憶は常に不良であるとは限らないこと、などを指摘している。マイヤーらは「文

脈独立な記憶」と「文脈記憶」の違いは健忘にみられる認識障害に起因する二次的なもの

ではないかとしている。一般に文脈独立な記憶と呼ばれるものは他の認識機能と関連性が

少なく、文脈記憶と呼ばれるものは関連性が深い。従って、健忘と同程度まで認識機能を

低下させた正常統制群と健忘とを比較した場合、上述のような文脈記憶と文脈独立な記憶

との差はなくなるかも知れないと述べている。彼らは文脈説を修正して、時間的あるいは

空間的記憶が単独で障害された場合には健忘症状は生じず、大脳皮質（特に前頭葉）の損

傷によって時間的記憶と空間的記憶の両者がおかされると重度の健忘が生じてくるのでは

ないかと述べている。  

文脈説の一つに、健忘では空間的文脈の記憶に障害はないが、時間的な文脈の記憶に障

害があるとする時間文脈仮説ともいうべき説がある。健忘では時間的順序の記憶に障害が

あることは古くから知られており、1934 年クライスト、1950 年ウィリアムズなどによっ

ても指摘されてきた。ハーストとヴォルペは健忘における出来事の記憶とその時間関係の

記憶とを比較した。その結果、出来事想起の正答率は 90％（正常統制群も 90％）であっ
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たが、順序想起の正答率は 50％（正常統制群では 87％）で著しく低下していた。健忘で

は出来事そのものの記憶は保たれていてもその時間的順序の記憶が障害されていることを

意味すると考えられた。類似の結果は他の研究者によっても報告されている。他方、スク

エアらは健忘における時間的順序の記憶障害の程度は一般的な前向性健忘の程度と差がな

いと報告している。ミルナーも時間的記憶が特に健忘で不良とは言えないと述べている。  

 

４．６ その他  

１）汎性低下仮説～健忘に見られる記憶障害は正常者の忘却が極端な形で現れたもので

両者に質的違いはないとする説。  

２）認識地図説～記憶の背景には「意味地図」と呼ばれるものが必要であり、その形成

には海馬が必要である。海馬損傷ではこの意味地図が障害されるため健忘が生じるとする

説。  

３）認識障害説～健忘はより一般的な認識障害の現れと考える説。  

 

４．７  障害される記憶と保たれる記憶の違い  

 これまでしばしば述べてきたように、前向性健忘、逆行性健忘いずれにおいてもある種

の記憶は障害されるが他の記憶は比較的保たれている。そこで、最近の健忘に関する学説

では、「健忘で障害される記憶と障害されない記憶の違いは何かを」を手掛かりに健忘の

機序を解明することに重点が移ってきた観がある。種々の学説が提唱されている。  

 

４ . ７．１ 閾値説  

 健忘では意識的な顕在記憶が障害され、無意識的な潜在記憶が保たれる。この学説では

顕在記憶と潜在記憶は基本的に同じであると考える。ただ潜在記憶の記憶痕跡は弱く意識

されることはない。しかし無意識的な再認ではその存在が明らかになる。この違いは再認

記憶（本章第１節参照）における「リンバリング」と「ノーイング」の違いとしても表れ

る。前者は実際に過去の体験を想起することであり強い記憶痕跡を必要とする。後者は体

験したことがあるかどうかの判断であり弱い記憶痕跡でも可能である。従って、健忘では

リメンバリングは障害されてもノーイングは障害されないことがある。すなわち想起に必

要な記憶痕跡の閾値の違いによって記憶が想起されたりされなかったりすると考える。  

 この学説の前提となる顕在記憶と潜在記憶が基本的に同一だする考えは、以下の事実と
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合致しない。  

１）顕在記憶に影響する変数は必ずしも潜在記憶に影響しない。例えば刺激の提示時間

の延長やより深い処理の負荷は顕在記憶の成績を向上させるが、潜在記憶の成績は変化し

ない。形態、大きさ、字体などの刺激の物理的特性は潜在記憶の成績に影響するが顕在記

憶の成績には影響しない。  

 ２）顕在記憶すなわち長期記憶の再生や再認に障害がなく語幹完成検査などのプライミ

ング（潜在記憶）で障害を示す患者が報告されている。  

 以上のごとく閾値説の妥当性は低いが、顕在記憶と潜在記憶の区別自体は重要と考える

研究者もいる。シャクターらは次のように述べている。顕在記憶の役割は特定の体験の意

識的かつ詳細な想起を促進するための枠組（文脈）を用意することである。顕在記憶は非

常に文脈依存的である。潜在記憶の役割は特定の文脈に関係なくどんな状況でも特定の体

験を想起することである。この立場はスクエアの立場にかなり近い。彼は「事物について

の知識」を宣言的記憶、「手続きについての知識」を非宣言的記憶と呼び、健忘では前者

が障害されるとした。この学説については後で詳しく検討する。  

 

４．７．２ エピソード記憶障害説  

 キンスボーンとウッズは、健忘では意味記憶が保たれエピソード記憶が障害されるとす

るエピソード記憶障害説を提唱した。その根拠として彼らは以下の事実を指摘した。健忘

患者は語（例えば「旅行」）に関連した自伝的記憶を想起することが出来ない。しかしそ

の語に関連した語を想起することは可能である。彼らは 10 歳時ヘルペス脳炎に罹患しそ

の後重度の健忘となった少女例を報告した。この少女は逆行性健忘、前向性健忘いずれも

重度であったが、学業の学習は可能であった。小児の健忘例で学業の学習や言語の習得が

可能であった症例は他の研究者によっても報告されている（発達性健忘の項参照）。動物

実験結果によれば意味記憶とエピソード記憶は異なる部位の損傷で障害される。サルでは

文脈非依存的記憶（意味記憶に対応）は海馬周辺領域の損傷で障害され、文脈依存的記憶

（エピソード記憶に対応）は海馬領域の損傷で障害される。セルマックは逆行性健忘の時

間的傾斜を次のように説明する。エピソード記憶は時間の経過と共に意味記憶へと変化す

る。古い記憶ほど意味記憶として保たれるが最近の記憶はエピソード記憶の要素が強くた

め障害されやすい。  

 この学説の第一の問題点は意味記憶とエピソード記憶の区別は絶対的ではない点である。
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我々の知識は常に何らかの経験に基づいて獲得される。「イヌ」の知識はイヌを見たりイ

ヌの声を聞いたりすることによって獲得される。その意味でエピソード記憶と意味記憶は

連続しており絶対的な区別ではない。また、機能画像解析研究においてエピソード記憶課

題遂行時活性化される脳領野と意味記憶課題遂行時活性化される脳領野は余り違わない

（後述）。  

 第二の問題点は健忘患者の意味記憶は必ずしも保たれているとは限らないことである。

特定の概念に関係する語を想起することが障害されたコルサコフ症候群患者が報告されて

いる。さらに健忘患者の意味記憶学習能力も必ずしも十全ではない。ウッズは次の予想を

述べている。健忘患者が未知の外国に行ったと仮定する。彼はその国の言語は習得するで

あろうがその国に滞在したことは記憶しないであろう。ハーストらはこの予想通りの症例

を報告した。患者は健忘症状を呈するにも拘わらず第二外国語であるフランス語を修得し

た。他方ウッズの予想に反する症例も報告されている。セルマックとオコンナーの報告例

はレーザー技術者である。健忘発症後技術論文を読み適切にコメントしたが、その内容を

学習することは出来なかった。症例 HM も未知の語の意味を学習することは出来なかった。

健忘発症後著名となった人物の名前を学習することも困難であった。さらに健忘患者の意

味記憶障害にも時間的傾斜が存在することが報告されている。健忘患者の意味記憶および

その学習能力が障害されていることは明らかである。  

 第三の問題点は公共的出来事に関する逆行性健忘の存在である。公共的出来事の記憶は

意味記憶であるから健忘では障害されないはずである。既に述べたように、実際には健忘

では公共的出来事の記憶は自伝的記憶と同じように障害される。  

 

４．７．３ 宣言的記憶障害説  

 図１１－２に示すごとくスクエアは記憶を宣言的記憶と非宣言的記憶に二分した。宣言

的記憶は意識的操作を介して記銘され想起される。健忘ではこの宣言的記憶が障害される

という学説である。意識的な記銘や想起が障害されると考える。この説に従えば、健忘で

意味記憶、技能、遠隔記憶が障害されない理由は、これらが意識的に繰り返し想起・記銘

され記憶痕跡が過剰固定されるためである。すなわち宣言的記憶の障害は基本的に記憶痕

跡の固定の障害である。逆行性健忘を伴わない前向性健忘も記憶痕跡の選択的障害として

理解される。  

運動学習は非宣言的記憶に分類されるが大脳腹内側部損傷例では障害されない。他方大
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脳基底核損傷例では運動学習が障害される。すなわち、宣言的記憶障害と非宣言的記憶障

害とでは責任病巣が異なる可能性がある（詳細は後述）。動物実験からもこの仮説を支持

するデータが報告されている。サルの側頭葉内側を破壊すると「遅延非見本合わせ課題」

30 が障害される。しかし細い金属の管にキャンディの棒を挿入する動作の学習は障害され

なかった。以上のデータは宣言記憶障害説を支持するデータと考えられている。

 この学説の最大の問題点は健忘で何故言語機能が保たれるかを適切に説明出来ない事で

ある。非宣言的記憶の特徴の一つとして言語化出来ない事あるいは言語化しにくい事があ

げられる。そうであるなら言語は明らかに宣言的記憶に分類され、健忘では障害さるはず

であるが、実際にはそうではない。健忘では失語症状は認められない。健忘発症後外国語

を新たに修得した症例も報告されている。ハマンとスクエアは「歯医者が虫歯を治した」

のような簡単な文章 20 個を毎週記憶する実験を行った。文章の最初の二つの語が提示さ

れ、被験者は文章を完成させることを求められる。毎週２回、４週間学習実験が行われた。

図１１―１８は健忘患者２例と健常者の正答率の変化（学習曲線）である。健常者は２週

間（４試行）で学習が完了している。健忘患者の正答率は非常に低いが学習が可能である

ことは明らかである。この実験で扱われている記憶は宣言的記憶である。宣言的記憶と非

宣言的記憶を区別することは可能かも知れないが、健忘では前者が障害されるとする仮説

は妥当ではない。  

 
図１１－１８ 健忘患者の学習曲線  

                                                        
30 見本として提示された刺激を記憶し、遅延期間終了後に見本と異なる刺激を選べば報酬

が得られる課題。  
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４．７．４ 活性化仮説  

 この仮説によれば、語幹完成課題のようなプライミングは既に存在する記憶痕跡の自動

的な活性化によって遂行される。従って記憶痕跡に存在しない刺激ではプライミングは生

じない。他方、顕在記憶は記憶痕跡の意図的な活性化によって遂行される。記憶痕跡の活

性化の違いが健忘で障害されるか否かを決定する。すなわち、健忘では意図的な記憶痕跡

の活性化が障害され、自動的活性化は障害されない。意味記憶とエピソード記憶の違いも

同様に説明可能である。意味記憶は既に存在する記憶痕跡の活性化であり、健忘では障害

されない。  

 この仮説に不利な事実が存在する。プライミングは時として数週間あるいはそれ以上持

続する。その間記憶痕跡の自動的活性化が持続しているとは考えにくい。当初、記憶痕跡

に存在しない刺激ではプライミングは生じないとされていたが、最近の研究では全く未知

の刺激でもプライミングが生じることが健常者および健忘患者において確認された。例え

ばマックアンドリュースらは健忘患者を対象として以下の実験を行った。課題は「穴が塞

がってしまったのでその人はがっかりした」のような一見意味が理解しにくい文章の理解

である。被験者は「イヤリング」のような語を思い浮かべれば文章の理解が容易になるこ

とを教示される。健忘患者は１回の教示でこの理解方法を修得し、１週間後類似の課題で

同じ方法を用いることが出来た。エピソード記憶に該当する出来事に基づいてプライミン

グが出現したのである。活性化仮説ではこの事実を説明出来ない。  

 

４．７．５ 適正転移仮説  

 記憶には記銘、保持、想起の過程がある。記銘、想起の過程では何らかの情報処理を必

要とする。顕在記憶課題では記銘の過程で意味処理を必要とする。「概念駆動型処理」で

ある。語幹完成課題などの潜在記憶課題では練習課題の刺激と検査課題の刺激との知覚的

照合がなされればよい。「データ駆動型処理」である。健忘患者ではデータ駆動型処理は

保たれているが概念駆動型処理が障害され、顕在記憶が障害されるとする学説である。  

 この仮説を支持するデータに練習課題の処理と検査課題の処理の類似性がプライミング

にどう影響するかを検討した研究がある。適正転移仮説に従えば、両者の処理が類似して

いる場合にプライミングが生じやすい。ブラックストンらの研究によれば、語幹完成課題

の成績は練習課題の内容に依存する。単に提示された語を読む練習課題と「熱い〇〇」に

当てはまる語を生成する練習課題を比べると、前者の方が語幹完成課題の成績がよい。適
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正転移仮説に従えば、語幹完成課題は主としてデータ駆動型処理に依存する。語生成課題

は概念駆動型処理に依存する。従って語生成課題を行っても語幹完成課題の成績は向上し

ないのである。  

 健忘が概念駆動型処理にのみ生じるという主張は必ずしも支持されない。健忘患者のプ

ライミングは練習課題として概念駆動型処理を行わせた場合にも認められる。逆に練習課

題としてデータ駆動型処理を行わせた場合でもプライミングが認められないこともある。  

 

４．８ 健忘への分子生物学的アプローチ  

近年健忘の臨床像についてはかなりの情報が蓄積された。しかし何故その様な現象が生

じるのか依然不明である。紹介した各学説はいずれも健忘症状のある部分は説明出来るが

他の部分は説明出来ない。私見によれば、その理由は現在提唱されている記憶の分類（例

えば図１１－１、図１１－２）はいずれも現象論的分類であり、記憶の機序に基づいた分

類ではないためである。生理学的、生化学的さらに分子生物学的な観点から記憶を分類す

る必要がある。現在、記憶の分子生物学は記憶の神経心理学からはやや遠い所にある。将

来両者の接近が是非とも必要である。その手掛かりとなるのが種々の薬物の記憶に対する

影響である。  

ベンゾジアゼピン系の薬物（BZD）は麻酔薬として用いられるが、同時に前向性健忘を

引き起こす 31。BZDはベンゾジアゼピン受容体を介してGABAの伝達を促進する。GABA

は主要な抑制性神経伝達物質である。BZDは記憶の範囲のような単純な記憶課題は障害し

ないが、記銘に際して多少とも複雑な情報処理を要する記憶を障害する。BZDの影響はエ

ピソード記憶で最も顕著に認められる。投与後の体験の想起は不良となる。投与前の体験

の想起は障害されない。一旦学習が成立すれば忘却過程は正常である。すなわちBZDは記

憶の３過程のうち記銘もしくは保持の過程を障害する。興味深い事に、BZD投与以前の体

験の想起が促進される場合がある。この事実はBZDの影響はおそらく記憶の保持過程にお

いて生じていることを示唆する（記銘時には薬物は未だ投与されていない）。BZD投与後

の語リスト再生課題の誤りは本来リストにない語が再生される侵入の誤りが最も多い。

BZDは誤った再生の抑制を障害する一種の「脱抑制」を生じさせる。BZDは意味記憶や手

続き記憶は障害しない。プライミングの障害も生じさせない。  
 

31 ベンゾジアゼピン系の薬物は外科手術前に鎮痛・鎮静剤として投与される。そのため、

患者は手術中意識があったにも拘わらず、術後手術を受けた体験を想起出来ない場合があ

り、患者は手術を受けたことを否認することがある。  
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逆に記憶を促進させる薬物として興奮性アミノ酸であるグルタミン酸やアスパラギン酸

がある。これらの物質は興奮性の神経伝達物質として皮質―皮質間、皮質―皮質下間の相

互作用に重要な役割を果たす。本章第１節で述べたようにグルタミン酸受容体の一種であ

る NMDA 受容体は記憶の形成に深く関与している。NMDA 受容体を阻害する物質は長期

増強（LTP）の形成を阻害する。NMDA 受容体は大脳皮質全般に分布する。NMDA 受容

体阻害物質、例えばカタミンは種々の記憶障害を生じさせる。エピソード記憶、意味記憶

いずれもが障害される。カタミンは新たな記憶の獲得のみを障害し、古い情報の想起は障

害しない。  

以上のごとく、薬物によって出現する記憶障害の様相に違いがある。それは各薬物の分

子生物学的作用機序が異なることを意味する。従って、動物に薬物を投与してヒトの健忘

類似の記憶障害を発現させ、その分子生物学的機序を追求する事はヒトの健忘の機序解明

に有用であろう。さらにその薬物療法への道を開くことにも結がるであろう。この研究分

野の発展に期待したい。  

 

５．記憶の解剖学 

 

５．１ 健忘の責任病巣  

 カール・Ｓ・ラシュレィは 40 年間にわたって「記憶の座」を探し続けたが、ついにこ

れを見出すことが出来なかった 32 。彼は記憶の座は大脳皮質にあると考え、ラットを被験

体として膨大な破壊実験を行ってその場所を確かめようとした。しかし種々のデータが教

えるところによれば、記憶の座はラシュレィが探し求めた大脳ではなく、大脳に覆われた

視床や大脳辺縁系に存在する。以下この間題に関する知見を検討する。  

 

５．１．１ 乳頭体  

乳頭体は視床下部を構成する諸核の一つである（図１１－１９）。1928 年ガンバーは慢

性アルコール中毒によるコルサコフ症候群 16 例の脳を検索し、大脳皮質は保たれており、

乳頭体のレベルに最も強い病変が見られることを明らかにした。このガンバーの見解はそ

の後多くの研究者によって確認された。  

 
32 ラシュレィが「記憶の座」を発見出来なかった理由の一つは彼が用いたラットの記憶課

題が明暗弁別のような比較的容易な課題であった事である。  
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図１１－１９ 乳頭体およびペーペスの回路  

ＭＢ：乳頭体、ＭＭＴ：乳頭体視床路  

  乳頭体→視床前核→帯状回→海馬複合体  

                  

                  脳弓   

 

アンゲレルグおよび小阪と池田の総説によれば、コルサコフ症候群で乳頭体に病変を認

めた症例の割合は表１１－３に示すごとくであった。注意すべきはこれらの症例の多くは

乳頭体限局性の病変例ではない点である。乳頭体限局性の病変例としては、  

１）視床下部腫瘍例～遅延再生と時間的順序判断に障害を示し逆行性健忘は示さなかっ

た。  

２）玉突き棒による外傷例～MRI による検討では乳頭体限局性病変で他の部位の損傷は

軽微であった。遅延再生課題で障害を示した。再認課題では障害はなかった。PET による

検討では左海馬の血流量低下が認められた。  

３）乳頭体選択的萎縮例  

などの報告例がある。逆に乳頭体に病変があるにもかかわらず健忘を呈しなかった症例も

報告されている。  

サルの乳頭体破壊では手術前に獲得された遅延反応の保持は障害されないが、術後に同

じ遅延延滞反応を学習することが著しく障害される。  
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５．１．２ 視床背内側核  

1971 年ビクターらは 84 例のアルコール中毒例をその臨床症状から３群に分けて病変部

位を比較した。その結果は表１１－４に示すごとくであった。健忘症状を示した症例では

全例で視床背内側核（図１１－２０）が損傷されていたのに対し、健忘のない例ではこの

核は保たれていた。ビクターらはこのデータより視床背内側核と記憶との強い関連を指摘

した。これに対し、ブリオンとミコルは視床外側背側核、内側背側核、視床枕などの視床

諸核の損傷の程度と前向性健忘の重症度との間に平行関係が見られないこと、および彼ら

の全症例で乳頭体病変の見られたことから、視床背内側核と健忘との関連を否定し、コル

サコフ症候群は乳頭体病変に伴って生じるとした。メールらは２例のコルサコフ症候群の

詳細な剖検所見を報告した。それによれば、乳頭体、特にその内側部に強いグリオーゼが

見られ、さらに第三脳室の壁面と視床背内側核とに挟まれた領域に病変があり、前方は背

内側核の前部にまで達していた。メールらは彼らの症例および文献例の検討から、乳頭体

病変は著しい場合にはそれのみで健忘を引き起こしうるが、損傷が軽度であれば他の部位、

例えば視床背内側核などの損傷がなければ健忘は生じないであろうとしている。  
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図１１－２０ 視床の構造  

乳頭体視床路のレベルでの前部冠状断  

 

 この他コルサコフ症候群の剖検例では、①視床前核出血による乳頭体―視床路の破壊、

②両側視床前核、乳頭体―視床路損傷、などの所見が報告されている。  

コルサコフ候群以外の視床損傷による健忘例としては前述の症例 NA がよく知られてい

る。NA は外傷例であり、左視床背側の前方三分の二の限局性病変で乳頭体、脳弓は保た

れていた。堀らも外傷後健忘を呈し、視床前核、内側核に病変が認められた症例を報告し

ている。  

視床梗塞、視床出血によるによる健忘例も多数報告されている。CT、MRI による病変

部位の解析では、①乳頭体―視床路、髄板内核、白質損傷による視床―扁桃体連絡路およ

び視床―皮質連絡路の離断、②両側の髄板内核、背内側核、乳頭体―視床路損傷、③両側

乳頭体―視床路損傷、④両側乳頭体―視床路損傷（背腹側核は損傷なし）、⑤両側背腹側

核損傷（乳頭体、乳頭体―視床路は損傷なし）、⑥内包損傷による脳基底部―外側辺縁系

連絡路の離断、⑦下視床脚損傷による視床背腹側核と梁下野、扁桃体間の離断、などの症
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例報告がある。  

サルの視床背内側核の破壊は遅延照合課題の学習を障害する。背内側核前方の損傷より

後方の損傷で障害はより大である。背内側核損傷の大きさと遅延反応学習の障害の程度は

よく対応する。ネズミでも視床背内側核の損傷は 80 秒程度の短時間の保持に障害を生じ

させる。  

 

５．１．３ 視床前核  

図１１－１９に示すごとく乳頭体からの出力は乳頭体―視床路を形成して視床前核（図

１１－２０）に投射する。視床前核限局性病変に伴う記憶障害例が報告されている。1970

年マークスは剖検によって視床前核限局性病変であることが確認された症例を報告した。

患者は鬱病患者で治療のため視床前核破壊手術を受けた６週間後自殺した。自殺前患者は

記憶障害と病院内の地誌的失見当を訴えていた。ハーディングらはコルサコフ症候群を伴

うウェルニッケ脳症８例、コルサコフ症候群を伴わないウェルニッケ脳症５例、健常統制

群 11 例の間脳を詳細に検索した。その結果、乳頭体、視床背側核の神経変性の程度はコ

ルサコフ症候群を伴うウェルニッケ脳症とコルサコフ症候群を伴わないウェルニッケ脳症

で同等であった。しかし視床前核の神経変性の程度はコルサコフ症候群を伴うウェルニッ

ケ脳症で重度であった。彼らはコルサコフ症候群の責任病巣は視床前核であると結論して

いる。  

 

５．１．４ 海馬  

５．１．４．１ 海馬の解剖学  

海馬は脳底部に位置する（図１１－２１）。発生学的に古い脳であり大脳皮質のように

６層構造を示さない。海馬は歯状回、アンモン角（CA1～CA4）、海馬台より構成される

（図１１－２１、図１１－２２）。傍海馬領域は嗅内皮質、嗅周皮質、傍海馬台領域、海

馬傍回から形成される。大脳皮質から海馬への入力の大部分は傍海馬領域を経由する 33 。

海馬からの出力は全て傍海馬領域、なかんずく嗅内皮質を経由する（図１１―２３）。  

 

 
33 帯状回、脳梁膨大からは海馬台に直接線維連絡がある。  
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図１１－２１ 海馬およびその周辺領域（海馬複合体）  

ａ：海馬複合体は側頭葉内側に位置する。ｂ：海馬複合体を含む側頭葉内側の前額断  

ｃ；海馬の細胞構築像。  
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図１１－２２ 海馬領域の組織像  

 

 

図１１－２３  海馬領域の線維連絡  
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５．１．４．２ 海馬と記憶障害  

海馬と記憶との関連性に関する研究は 1900 年ベシテレーエフの論文に始まるとされる。

彼は重度の記憶障害患者の脳を剖検し、両側鈎、海馬および側頭葉内側の病変を見出した。

前述のごとく、1950 年代スコビーレらはてんかんや精神疾患治療のため前述の症例 HM を

含む９例に両側頭葉内側の切除術を施行し、術後重度の健忘症状の出現をみた。切除部位

は両側の側頭葉内側で海馬、海馬傍回、鈎、扁桃体を含む範囲であった（図１１－２４右）。

スコビーレらはこの結果から海馬および海馬傍回は記憶の保持に重要な役割を持つことを

示唆した。  

1997 年コーキンらは HM の MRI 所見を報告している（図１１－２４左）。損傷は両側

性で嗅周皮質前方の側頭葉内側にあり、扁桃体のほぼ全て、歯状回、海馬および海馬台の

前方 2～2.5cm が破壊されていた。海馬の後方は保たれているが萎縮が認められた。側頭

葉以外では乳頭体と小脳が萎縮していた。  

 

 

図１１―２４ 右：HM の手術時所見（1953 年８月）、左 HM の MRI 所見（1992 年５月）  

uncus：鈎、hippocampus：海馬、entorhinal cortex：嗅内皮質、amygdala：扁桃体、collateral 

sulcus：副側溝、hippocampal gyrus：海馬回  
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1951 年ペンフィールドらは左側頭葉内側の切除を行った２例のてんかん患者で重度の

健忘症状の出現を見た。一側性側頭葉切除例 80 例では目立った記憶障害は見られなかっ

た。このデータを基に、ペンフィールドらは記憶障害の出現には両側海馬の損傷が必要で

あり、一側切除後記憶障害を示した症例では、手術側とは反対側の海馬病変が術前から存

在していると予想した。２例の患者のうち１例が 1964 年死亡、その脳が解剖され、この

予想が正しかったことが見事に証明された。患者は男性の技術者で、てんかん治療のため

1946 年に左側頭葉の切除、1951 年には左海馬切除手術を受けた。術後患者は強い健忘症

状を示した。1964 年、心疾患により死亡した。剖検により右海馬に萎縮のあることが確認

された。大脳皮質、視床には病変は認められなかった。  

切除例以外の海馬損傷による健忘症例としては脳血管障害例が多数報告されている。そ

のほとんどが両側性病変である。剖検例では、①海馬限局性で CA1～CA4 領域の錐体細胞

の消失、②CA2 限局性の錐体細胞消失、など極めて限局された海馬病変で記憶障害を呈し

た症例が報告されている。ランペル・クロワーらは自験例および文献例の検討から次のよ

うに述べている。CA１限局性病変では逆行性健忘を伴わない前向性健忘のみが生じる。

CA１、CA2、CA3 にまでおよぶ広範な病変では逆行性健忘を伴う前向性健忘が生じ、逆

行性健忘の時間的傾斜も認められる。  

MRI を用いた研究でも海馬病変が確認されている。プレスらによれば、健常統制群に比

して健忘症例では海馬の体積は 50%に減少していた。カルトソーニらは MRI 所見上海馬

の CA1、CA２に限局した病変の健忘例を報告した。  

その他、①脳無酸素症による健忘で剖検により両側の海馬の著しい萎縮、左視床に小さ

な梗塞巣を認めた症例、②両側海馬、扁桃体の炎症性損傷を示した症例、③TGA の剖検例

で、両側の側頭極、海馬鈎の白質、基底核に動脈梗塞性の変化があり、大脳皮質にも細胞

脱落などの変化が認められた症例、などの報告がある。  

 一方、海馬損傷は記憶障害をもたらさないという報告も少なくない。アグレトンとショ

ウは 112 例の健忘患者を病変部位によって 11 の群に分け、再認検査の成績を健常者群と

比較した。海馬限局性病変群、脳弓限局性病変群、間脳限局性病変群の成績は健常統制群

と差はなかった。バックスデラ、ヴァルガ・カーデム、メイヤースなども両側海馬損傷例

では再認課題の障害が認められなかったと報告している。マーコウィチは海馬損傷が記憶

障害を生じるとする根拠の多くはてんかんの手術例のデータであることを指摘、これらの

症例では他の部位にも損傷が存在する可能性があることを示唆している。ホレルは海馬と
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記憶との関係について詳細に論じ、両者の関連を否定した。彼は従来、海馬損傷による健

忘とされてきた症例では同時に側頭茎（図１１－２６）の損傷を伴っていることを指摘し、

このため側頭葉と視床背内側核の連絡が絶たれることにより健忘が生じるとした。このよ

うな観点からコルサコフ症候群の病巣としては乳頭体よりもむしろ視床背内側核の損傷の

方が重要であるとし、ビクターらの説を支持している。  

海馬損傷が健忘をもたらすとする論拠とされている症例の殆どが海馬限局性の病変では

なく、他の部位にも損傷がある。このことはマーコウィチの指摘するような手術例につい

てだけでなく、他の原因による健忘にもあてはまる。他方、上述のごとく、海馬限局性病

変であることが剖検によって確認された症例も存在する。  

メイヤースは海馬損傷例で再認障害を示す症例と示さない症例が存在する理由として、

①再認障害を示す患者は海馬以外にも損傷があるが検出出来なかった、②再認障害を示さ

ない患者の海馬損傷は限局性で海馬の一部は保たれていた、③再認障害を示さない患者の

脳には再組織化が生じ記憶における海馬の役割が相対的に低下した、の三つの可能性を上

げ、第一の可能性が最も高いとした。彼がその根拠としているのは動物実験の結果である。  

ヒトでは両側海馬損傷が重篤な記憶障害をもたらすのに対し、動物で同様の脳破壊を行

って学習障害を生じさせることはなかなか成功しなかた。1978 年ミシュキンらはサルで海

馬と同時に扁桃体をも破壊すると遅延物体再認課題の障害が生じることを見出した。海馬、

扁桃体の単独破壊では軽度の障害のみが認められた。遅延時間中に数個の刺激を提示して

刺激間の干渉が生じるようにすると、海馬の単独破壊でも障害が出現した。その後の研究

において、  

１）海馬の外側を被う側頭葉内側皮質（MTL）の単独破壊でも遅延物体再認課題は障害

される。ただし MTL 全体が破壊されることが必要である。嗅内皮質、海馬傍回の単独破

壊は遅延物体再認課題を障害しないか障害は軽度である。  

２）嗅周皮質破壊サルは物体―物体連合学習課題が障害され、触覚―視覚連合による物

体再認課題も障害される。海馬破壊サルではこの課題は障害されない。  

３）海馬破壊サルでは８週間程度の逆行性健忘（以前獲得した課題の遂行能力の喪失）

を示す。嗅周皮質破壊サルの逆行性健忘期間はより長く 16 週間に及ぶ。  

４）海馬および海馬傍回の破壊は逆転学習を障害するが、嗅周皮質の単独破壊は逆転学

習を障害しない。  

５）広範な海馬破壊サルではかえって再認成績が良好な場合がある。  
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などの事実が明らかにされている。すなわち、海馬破壊だけでは記憶障害は認められない

か軽度であり、他の領域の破壊が加わると記憶障害が明瞭になるか重度となる。そこでメ

イヤースはヒトでも海馬損傷＋他の領野の損傷が記憶障害の原因であると考えたのである。

スクエアらもヒトにおける記憶障害の出現には海馬、嗅内皮質、海馬傍回の同時的損傷が

必要であると述べている。  

 近年、ヒトの海馬損傷例についても種々の実験的検討がなされ、以下の事実が明らかに

されている。  

 １）海馬損傷は再生、再認いずれも障害する。つまり障害されるか否かは記憶の取り出

し方に依存せず記憶の内容に依存する。  

 ２）海馬損傷は異なった種類の情報間の連合形成を障害する。        

３）海馬損傷は与えられた情報を過去の記憶に関連づけて記銘することを障害する。  

４）再生課題において、刺激提示から再生までの遅延期間に妨害刺激を挿入すると成績

が低下する。  

５）海馬損傷例では意味記憶の学習は可能である。  

６）CA１限局性病変例で逆行性健忘が認められない症例が存在する。海馬病変と広範な

側頭葉内側病変を有する症例では時間的傾斜を伴う逆行性健忘が認められる。  

７）海馬の機能には左右差が認められる。右海馬が空間記憶に関係することは多くの研

究で確認されている。右海馬損傷患者は自己中心的な空間に刺激の位置を定位することが

出来ない。動物実験でも海馬が空間定位に関係することを示す結果が得られている 34。  

８）海馬損傷例では記憶以外の認識機能も障害される。例えば、ハサビスらによれば海

馬損傷例は出来事の知覚表象の生成に障害を示す。  

以上の事実から次の結論が得られる。海馬は全ての種類の記憶あるいは記憶の全ての過

程に関与している訳ではない。記憶の特定の側面に関与している。また、記憶障害は海馬

の損傷のみで生じる訳ではない。そこで後述のように「記憶系」の概念も提出されている。

海馬損傷で記憶障害が生じるか否かではなく、どのような記憶障害が生じるかを明らかに

することがより重要である。海馬が具体的にどのような機能を営んでいるのかについては

種々の学説が提出されている。①刺激―反応連合の形成、②長期記憶の固定と想起、③海

馬前方は記銘、後方は想起、④エピソード記憶ならびにその文脈の記銘、などの説が提案

されている。  
 

34 第９章参照。  
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５．１．５ 脳弓  

 脳弓は乳頭体と海馬とをつなぐ連絡線維である（図１１－２１）。乳頭体と海馬は記憶

に密接に関係する。脳弓の損傷が記憶障害を生じるであろうことは当然予想される。しか

し、当初、てんかんその他の疾患の治療目的で脳弓を切除した症例では明らかな記憶障害

は生じないとする報告が多かった。1996 年アゲルトンとショーは、詳細な文献的検討から、

第三脳室腫瘍治療のための脳弓切除例では明らかな記憶障害（再生障害）が認められるこ

とを確認した。ガッファンも文献的検討から両側脳弓損傷例では例外なく記憶障害が生じ

ると述べている。マッキンらは脳弓切除例６例を検討した。５例は両側脳弓損傷、１例は

右脳弓損傷であった。MRI で評価された脳弓損傷の程度と言語記憶障害の程度は有意に相

関していた。  

切除以外の脳弓損傷による健忘例には、①第三脳室上方の血腫で脳弓が損傷された症例、

臨床的には前向性健忘があるが、遠隔記憶は保たれ作話は見られなかった、②両側脳弓の

虚血性病変で二次的な乳頭体萎縮を伴い前向性健忘と逆行性健忘を来した症例、③両側脳

弓銃創で視床、大脳皮質損傷を伴い軽度学習障害を呈し遠隔記憶、病識は保たれていた症

例、④左脳弓損傷で言語記憶が障害された症例、⑤脳弓および脳梁膝部限局性虚血病変に

より重度の前向性および逆向性健忘を来した症例、などの報告がある。  

サルの脳弓破壊で記憶障害が生じるかどうかについては、肯定、否定いずれのデータも

あり、結論は得られていない。  

 以上から脳弓損傷は記憶障害を生じさせると考えられる。ただし厳密な意味での脳弓限

局性損傷例は非常に少なく、記憶における脳弓の役割は不明の点が多い。  

 

５．１．６ 帯状回  

 ヴァレンシュタインらは左脳梁膨大、帯状回後方、脳弓、海馬交連損傷による健忘例を

報告した。患者は前向性健忘と４年にわたる逆行性健忘を示した。彼らはこの健忘症状は

視床前核と海馬の離断によると解釈した。脳梁膨大損傷による健忘例は他にも報告がある。

いずれも同時に生じる帯状回や脳弓の損傷が健忘の原因と考えられている。一般に帯状回

前方よりも後方の損傷で症状は重度である。帯状回後方は視床前核および海馬と線維連絡

を有することがその理由と考えられている。後述のごとく、アルツハイマー型認知症では

重度の記憶障害が認められる。フォークトによれば、この記憶障害は帯状回後方の損傷に

よる海馬と大脳皮質連合野の離断に起因する。  
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５．１．７ 扁桃体  

扁桃体も記憶と関連があるとされる部位である。スターとマーコウィチの詳細な総説に  

よると、  

１）てんかん治療を目的としてなされる扁桃体切除例では、限定された範囲の遠隔記憶

の再生や再認障害が見出されたという報告があるが、記憶障害は見られなかったという報

告もある。  

 ２）扁桃体の電気刺激では個人の情動的体験に関連した記憶が再生される。  

 ３）扁桃体の活動を記録すると、過去の出来事の再生に伴って活動性増大が見られる。

特に情動体験に結び付いた記憶で活動が活発となる。  

 ４）強い記憶障害を示すアルツハイマー型認知症で扁桃体に損傷が見出される。  

などの知見がある。彼らは、扁桃体は情動と結び付いた記憶に関係すると述べている。一

般に強い情動反応を伴う体験の記憶は情動を伴わない体験よりもよく記憶される。これに

は扁桃体が関連しているとされる。情動反応を引き起こす刺激は縫線核からノルアドレナ

リンを放出させる。ノルアドレナリンは扁桃体を刺激し、さらに扁桃体と海馬の線維連絡

（図１１－２１）を介して海馬における記銘作用を促進すると考えられている。ハールマ

ンらは先天性代謝障害であるウルバック・ヴィーテ病の患者を対象に情動の記憶への影響

について検討した。この疾患では脂質と糖タンパクが結合したヒアリンと呼ばれる物質が

皮膚粘膜に沈着する。脳では両側扁桃体が選択的に損傷される。健常統制群では正の情動

反応を伴う体験の再生は情動を伴わない体験の想起より良好、負の情動反応を伴う体験の

再生は不良である。ウルバック・ヴィーテ病の患者ではこの違いは認められない。  

動物実験の結果では扁桃体破壊は刺激―報酬連合の形成を障害する。また刺激と情動と

の連合形成も障害される。結果として動物は情動刺激に異常反応を示し社会的行動を正常

に遂行出来なくなる。  

 

５．１．８ 大脳皮質  

５．１．８．１ 前頭葉  

前頭葉限局性の損傷で典型的な健忘症状が生じるか否かについては古くから議論がある。

この問題については大橋、コルブとウィショー、ストラスとベンソン、ペトライデシスな

どによる詳しい文献的検討がある。その結果をまとめると前頭葉損傷によって明らかな健

忘症状は生じない。しかし、前頭葉損傷者の記憶は全く正常ではない。詳細は第１９章で
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述べるが以下の事実が知られている。  

想起課題において、提示されていない刺激を再生する、あるいは提示されたと判断する

誤りを偽記憶という（本章第２節参照）。偽記憶は前頭葉損傷例で生じやすい。シュナイ

ダーらは前頭葉眼窩部ならびにこの領野と線維連絡を有する前脳基底部、扁桃体、嗅周皮

質、視床下部の損傷例で偽記憶が生じることを報告した。シャクターらは右前頭葉損傷例

で偽記憶の割合が高いことを報告した。ラップサックらも前頭葉眼窩部および前脳基底部

の両側損傷例で健常者の偽記憶率（11%）より有意に高い偽記憶率（41%）を認めている。  

この他、前頭葉損傷に伴って種々の記憶課題が障害される。前頭葉背側部の損傷では、

①刺激の生起順序の判断（二つの刺激のいずれが最近提示されたか判断する）、②遅延反

応（刺激に対応するキイを遅延時間後に押す）および遅延交代反応（左右のレバーを遅延

時間後交互に押す）、③刺激の提示回数の判断、④刺激リストの再生（多数の語を同時に

再生する）、⑤情報発生源（情報を何処でどのように入手したか）の想起、⑥条件学習（複

数の刺激のそれぞれに特定の反応を連合させる）、などの課題の遂行が障害される。前頭

葉腹側部の損傷では、①条件学習、②逆転学習（学習過程の途中で反応すべき正刺激と反

応を抑制すべき負刺激が逆になる）、などの課題で成績が低下する。これらの障害は一次

的な記憶障害ではなく、前頭葉損傷に伴って種々の高次脳機能が障害され、それによって

結果として記憶障害が生じたと考えられている。  

最近前頭葉と記憶との関連において最も注目されているのは「作業記憶」である。第２

章で述べたように、サル前頭葉背外側部の主溝周辺部の破壊で遅延反応の障害が生じる。

ゴールドマン・ラキッチはこの障害を作業記憶の障害として説明した。一方、バッドレィ

は彼のヒト情報処理モデルにおいて作業記憶の概念を提唱し、やはり作業記憶が前頭葉と

関連することを指摘した。それ以降、前頭葉と作業記憶に関する多数の研究がなされ活発

な議論がなされている。前頭葉と作業記憶との関連についは第２１章で詳しく検討する。  

 

５．１．８．２ 側頭葉  

海馬損傷を伴わない側頭葉のみの損傷でも記憶障害が出現する。側頭葉切除例、外傷例、

脳炎後遺症例などで逆行性健忘が認められている。左右いずれの側頭葉が損傷されるかで

症状が異なることは本章第２節で述べたごとくである。サルでは側頭葉前方ならびに嗅周

皮質は腹側視覚系に含まれ物体認識に関係する。この領野を破壊されたサルは術前に学習

した遅延非見本課題を遂行出来なくなる。嗅周皮質のみを破壊されたサルも遅延非見本課
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題を遂行出来なくなる。ただし再学習は可能である。これに類似した現象として、無酸素

症に伴う嗅周皮質損傷を有する小児では意味記憶の学習が障害される。  

 以上の事実は側頭葉が海馬とは独立に記憶に関与していることを示している。  

 

５．１．８．３ 頭頂葉  

健忘は通常頭頂葉損傷例では認められない。しかし頭頂葉は記憶と無関係ではない。頭

頂葉は想起された記憶のリハーサルや意識化に関係する。ディビッドソンらは頭頂葉損傷

者と健常者を研究対象として種々の記憶課題の比較研究を行い、以下の知見を得た。頭頂

葉損傷者では、自伝的記憶の外的側面（日時、場所など）の記憶は健常者と同程度であっ

たが、内的側面（どの様な体験をしたか、その時どの様に感じたか、など）の記憶は健常

者より有意に低下していた。また、再認記憶（本章１節参照）のうちノーイング反応が有

意に低下していた。ベリーヒルらは両側頭頂葉病変例２例において特異な自伝的記憶の障

害を認めた。患者は自伝的記憶の自由再生では僅かな出来事しか想起出来なかったが、検

者の質問に回答する出来事の想起では障害は認められなかった 35。  

 

５．１．９ 前脳基底部  

前脳基底部は間脳と大脳皮質の結合部位であり、中隔、ブローカの対角体、側座核、無

名質（マイネルトの基底核を含む）、嗅結節、分界条、視索前野、などから構成されてい

る（図１１－２５）。視床、側頭葉と並んで記憶に密接な関連を有する部位である。  

前脳基底核損傷に伴う記憶障害としては前交通動脈・動脈瘤破裂例およびアルツハイマ

ー型認知症がよく知られている。前交通動脈・動脈瘤破裂例は健忘、人格変化、作話、病

態失認などを呈する。これらの症状は前脳基底部の損傷に起因する。内側中隔からは海馬

へのアセチルコリン線維の投射があり、海馬の活動水準はアセチルコリンによって制御さ

れている。前脳基底部のアセチルコリン分泌ニューロンの損傷の損傷はアセチルコリン分

泌減少により海馬の活動水準を低下させ、記憶障害を生じさせる。  

アルツハイマー型認知症では重度の記憶障害が見られる 36。その責任病巣として前脳基

底部無名質にあるマイネルトの基底核が注目されている。この部位からは大脳皮質に広範

な線推連絡があるが、その主たる伝達物質はアセチルコリンである。そこで前脳基底部の
 

35 ベリーヒルらは、保持されている記憶を随意的に想起出来ないという意味で、知覚領域

における半側無視になぞらえ、この症状を「記憶無視」と名付けた。  
36 詳細は第１３章参照。  
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損傷によるアセチルコリンの減少がアルツハイマー型認知症の記憶障害の原因ではないか

とする説が提出された。実際、アルツハイマー型認知症ではアセチルコリンの分解酵素で

あるアセリルコリン・エステラーゼ活性が海馬、扁桃体、大脳皮質で低下している。2005

年アセリルコリン・コリンエステラーゼ抑制剤である塩酸ドネペジルがアルツハイマー型

認知症の記憶障害の進行抑制剤として認可された。この薬物が記憶障害の進行を有意に抑

制することは実証されている。 

コルサコフ症候群でも前脳基底部の損傷およびアセチルコリンの活性の低下が報告され

ている。  

記憶に関する海馬の活動はアセチルコリンに依存していることは以下の事実からも確認

されている。アセチルコリン遮断薬であるスコポラミンは鎮痛剤として用いられる。その

投与はしばしば記憶障害を生じる。アセチルコリン・コリンエステラーゼの遮断薬である

フィジスチグミンの投与はこの記憶障害を解消する。  

 

 
図１１－２５ 上段の大脳半球矢状断に示した前脳基底部の前額断  

ＢＮＭ：マイネルトの基底核、ＤＢＢ：ブローカの対角体、Ａ：扁桃体（ｂｌ：基底部、

ｃｍ：中心内側部、ｅ：前脳基底部への延長）、Ｐ：被殻、Ｃ：尾状核、Ａｃｃ：側座核、

ＧＰｅ：淡蒼球外節、ＧＰｉ：淡蒼球内節、Ｔｈ：視床、ｆ：脳弓、ＣＣ：脳梁  
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他方、アセチルコリン以外の神経伝達物質の関与も指摘されている。ドブキンとハロン

は前脳基底部前方および尾状核損傷に伴う健忘症状がドーパミン作動薬ブロモクリプチン

の投与で改善したことを報告している。彼らは前脳基底部から線条体へのドーパミン投射

系の損傷が健忘の原因であると考察している。  

 

５．１．１０ 線条体及び小脳  

 山鳥らによれば、パーキンソン病患者は鏡像文字の読み技能の修得に障害を示す。パー

キンソン病の主たる病変部位は線条体である 37。鏡像文字の読みのような手続き記憶の獲

得には線条体が関与している可能性がある。  

 動物実験の結果によれば小脳破壊によって種々の学習障害が生じる。ヒトでも小脳損傷

例では眼瞼条件づけが障害される。図１１－２の非宣言的記憶のうち古典的条件づけには

小脳が関与していると考えられている。小脳損傷例では運動学習も障害される。  

 

５．１．１１ 脳梁膨大  

視床前核の主たる投射野は後帯状回と脳梁膨大である。脳梁膨大は海馬と密接な相互線

維連絡を有する。その損傷は典型的な健忘症状を引き起こす。この部位には左右大脳半球

差が存在する。高橋らは右脳梁膨大損傷で地誌的記憶障害を示した症例を報告した。ヴァ

レンスタインらは左脳梁膨大損傷で特に言語記憶が障害された症例を報告している。  

 

５．１．１２ 記憶系  

 以上から明らかな如く、記憶を特定の脳部位に局在させることは困難である。そこで、

いくつかの部位がたがいに連絡し合って一つの機能系を構成して記憶に関係しているとい

う「記憶系」の考えがいくつか提出されている。  

１）ペーペスの回路～海馬→脳弓→乳頭体→乳頭視床束→視床前核→帯状回→海馬の閉

回路はペーペスの回路と呼ばれている（図１１－１９）。バルビージェは彼の軸性健忘は

この回路の両側性損傷により生じると考えた。ゴールデンバークはペーペスの回路は乳頭

体の系と海馬の系とに分離しうるとして、図１１―２６のようなモデルを提出している。

このうち海馬、乳頭体、乳頭視床束、視床前核などの損傷によって記憶障害の生じること

は前述のごとくである。帯状回については前交通動脈・動脈瘤破裂による健忘でこの部位

 
37 第１５章参照。  
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の損傷があると考えられる。キムらはウェルニッケ脳症に伴う記憶検査の成績と左乳頭体

―視床前核との機能的線維結合との間に高い相関関係が存在する（再生： r=0.77、再認：

r=0.82）ことを報告している。  

 

図１１－２６ ゴールデンバークの記憶回路モデル  

 

２）ホレルの回路～ホレルによれば、側頭葉新皮質一側頭茎一視床背内側核の回路が記

憶に関与する（図１１－２７）。海馬、乳

頭体は記憶と関係ない。この説は発表当初

から批判が多く支持する研究者は少ない。

側頭茎の限局性病変による健忘例も報告さ

れていない。  

３）ミシュキンの回路～ミシュキンは主

として動物実験の結果から大脳皮質→海馬

→扁桃体→視床背内側核・視床前核→視床

正中部→大脳皮質という回路を考え、その

各部位の損傷で記憶障害が生じること、複

数の部位の同時損傷では障害がより増強さ

れることを確認した（図１１－２８）。そ
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の後、嗅周皮質破壊でも扁桃体破壊と同様の障害が出現することが明らかにされた。嗅周

皮質が保存されている場合は海馬破壊サルと海馬＋扁桃体破壊サルの記憶障害の程度に差

が認められなかった。このことは嗅周皮質が単に扁桃体から海馬への入力の中継としての

役割だけでなく、記憶に独自の役割を果たしていることを意味する。このことから、ミシ

ュキンの学説は図に示すに変更された。扁桃体および嗅周皮質は独立した二重の処理系を

形成する。  

ミシュキンの説は動物実験のデータに基づくものであり、損傷部位の局在に関しては説

得力を持つ。しかしその対象としている記憶障害は感覚特異性のものであり、コルサコフ

症候群のような（汎性）健忘にどの程度まで応用しうるかは今後の課題である。  

 

 

図１１－２８ ミシュキンの記憶回路  

 

５．２ 逆行性健忘の責任病巣  

前向性健忘を伴わない逆行性健忘が存在することは既に述べた。当初は脳波、画像解析

いずれにおいても所見なしと報告された。その後、選択的逆行性健忘例で、①CT および

MRI では所見がないが脳波で左側頭葉の異常、②PET および MRI で前側頭葉の異常、③

PET で両側帯状回後方の活動性低下、④PET で両側側頭葉領野の活動性低下、などの所

見が報告された。これらの症例の形態画像解析では局所的病変の存在を示唆する所見は得

られなかった。これらの事実から選択的逆行性健忘は心因性ではないかとする説が提出さ
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れた。しかし、その後明らかな局所的病変を認める症例が相次いで報告された。①外傷例

で両側側頭葉、中脳損傷、②右大脳半球の広範な損傷（側頭葉全般、前頭葉下内側、下頭

頂葉）と左大脳半球の限局性病変（外側溝、島回、前頭葉腹内側）、③右大脳半球の側頭

極、前頭・基底部、側頭葉外側部、左大脳半球の側頭・頭頂葉の損傷、海馬は損傷なし、

④海馬を含む両側側頭葉損傷、特に左大脳半球で損傷大、⑤両側側頭葉前方損傷、海馬は

損傷なし、⑦前頭葉右下外側、扁桃体・海馬領域、左前頭・側頭葉領野の損傷、などの報

告がある。藤井らは詳しい文献的検討から逆行性健忘と損傷部位との関連について次のよ

うに考察している。  

１）海馬限局性病変では自伝的記憶、公的出来事いずれについても逆行性健忘は生じな

い。特に海馬 CA1（図１１－２１）の損傷では自伝的記憶の逆行性健忘は生じない。  

 ２）海馬、海馬台、海馬采（図１１―２１）などの両側性病変では自伝的記憶の逆行性

健忘が生じる。その範囲は 10 年から 50 年に及ぶ場合がある。逆行性健忘の範囲は側頭葉

内側の損傷程度に比例する。  

 ３）公的出来事の逆行性健忘の程度も側頭葉内側の損傷程度に依存する。しかし側頭葉

内側の影響は自伝的記憶においてより大である。すなわち側頭葉内側損傷例では自伝的記

憶の障害程度は公的出来事の記憶障害より重度である。  

 ４）自伝的記憶や公的出来事の逆行性健忘は海馬損傷を伴わない両側側頭葉損傷例でも

出現する。この場合両者の障害程度の違いは海馬損傷のある症例より小さい。  

選択的逆行性健忘の責任病巣に関する左右大脳半球病差については種々議論がある。当

初の側頭葉内側切除例の検討では、左側頭葉切除例では術後公的出来事（著名人の名前、

テレビ番組）の逆行性健忘が生じたが、右側頭葉切除では生じなかったと報告された。コ

ーぺルマンらは、脳炎後遺症による健忘の検討から、左大脳半球損傷例に比して右大脳半

球損傷例でエピソード記憶の逆行性健忘は重度であると述べた。エスリンガーは、エピソ

ード記憶の逆行性健忘は左大脳半球損傷で生じ右大脳半球損傷例では生じないと述べてい

る。バラーは、右大脳半球は自伝的記憶の想起に関係し、左大脳半球は公的出来事の想起

に関係すると考察している。  

諸家の見解は様々であり、結論は得られていない。  
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５．３ 作話の責任病巣  

スタスらは作話を示す健忘症例５例において、ルリアの系列検査、語流暢性検査、ウィ

スコンシンカード分類検査、などの諸検査 38 の障害のほか、言語反応における具体性、保

続、刺激結合性、構成行為における図形の組織化と統合の困難さ、などを見出し、これは

作話が前頭葉の機能障害と関連することを意味すると考えた。CTにおいても前頭葉損傷の

所見が得られた。クーパーとコーランは作話の量の低下は前頭葉機能検査の成績の向上と

対応することを見出した。サピロらも前頭葉損傷例で作話が見られることを報告している。

これに対し、レビンとグレックは作話を含む妄想反応は前頭葉損傷と必ずしも結びつかず、

むしろ右大脳半球損傷との関連が深いとしている。ベリらは左右大脳半球脳腫瘍例におけ

る作話を検討した。右大脳半球腫瘍例は僅かの事実から物語を作り上げる傾向がある。左

大脳半球腫瘍例は細かい事実を次々と話すがそれらを纏めて物語を作ることはない。ベリ

らは「作話らしい作話」は右大脳半球腫瘍例で出現すると述べている。  

 

表１１－５ 原疾患と作話の重症度  

         作話の内容  

原疾患            中度  重度 判定困難   全症例数  

前大脳動脈・動脈瘤      １４  ４５   ６     ６５  

帯状回外科的切除       １０   ８   ０     １８  

コルサコフ症候群       ２６  １２  ３７     ７５  

脳腫瘍            １４  ２０  ６３     ９７  

脳血管障害          ３０  １５  ３１     ６６  

その他             ２   ４   ４     １０  

                   （ジョンソンらによる文献例の検討結果）  

 

2000 年ジョンソンらは作話患者の損傷部位について詳細な文献的検討を行った。以下そ

の結果を紹介する。作話は帯状回切除、コルサコフ症候群、脳腫瘍、前交通動脈・動脈瘤、

脳血管障害、外傷などで明瞭に認められるが、脳炎による海馬損傷、側頭葉切除などによ

る健忘では認められない（表１１－５）。損傷大脳半球は両側損傷例 64 例、一側損傷例

58 例でほぼ同数である。後者では左大脳半球損傷例 29 例、右大脳半球損傷例 29 例であ

 
38 これらの検査の詳細については第２２章参照。  
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る。左右差は認められない。損傷部位の分布は表１１－６に示すごとくである。約９割近

い症例で帯状回、前脳基底部、前頭葉眼窩部、前頭葉および視床のいずれかに一カ所以上

の損傷が認められた。このデータに基づきジョンソンらは作話を次のように分類している。 

１）前頭葉腹内側部損傷に伴う作話。  

２）前脳基底部などの損傷に伴う作話。   

３）前頭葉腹内側部と視床背内側核および扁桃体との離断に伴う作話。  

４）前帯状回、前脳基底部、前頭葉の損傷に伴う作話。  

 

表１１－６ 作話患者の損傷領野  

          損傷領野           作話患者数  

前帯状回              １８  

前脳基底部             １０  

前頭葉眼窩部                ７  

前脳基底部および前頭葉眼窩部     １  

前頭葉               ４０  

前頭葉および周辺領野        ２９  

視床                 １０  

内包                 １    

脳室                 ７  

側頭葉                ２  

頭頂・側頭葉             ２  

後頭葉                １  

中脳                 ２  

頭頂葉                １  

 

 2002 年ギルボアとモスコビッチも作話症例 79 例の損傷部位について詳しい検討を行っ

ている。基礎疾患は 47 例が前交通動脈・動脈瘤、14 例が頭部外傷、他は脳血管障害、多

発硬化症、髄膜炎、コルサコフ症候群などであった。一側性病変例は左 13 例、右 12 例で

左右差は認められなかった。64 例（81%）に前頭葉損傷が認められた。内訳は、背外側部

（３例）、前頭極部（６例）、眼窩部（25 例）、帯状回を含む内側部（25 例）、詳細不
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明（５例）であった。次に多くの症例で病変が認められた部位は前脳基底部で 26 例（32%）

に病変があった。前頭葉損傷例 64 例中 20 例では前脳基底部にも損傷が認められた。31

例では前脳基底部に損傷はなく内側側頭葉、間脳に損傷が認められた。ギルボアとモスコ

ビッチは、前頭葉内側部損傷が作話発症の十分条件であり、他の部位の損傷は健忘の責任

病巣ではあっても作話の責任病巣ではないと結論している。   

 

５．４ 潜在記憶障害の責任病巣  

 前述のごとく、健忘患者ではしばしば潜在記憶が保たれる。一方、潜在記憶が選択的に

障害される場合もある。  

１）大脳基底核損傷～ハンチントン舞踏病 39患者では運動学習、知覚学習が障害される、

パーキンソン病では連続単純反応課題（SRTT）学習 40のような手続き記憶が障害される。  

２）側頭・後頭葉損傷～視覚プライミングが障害される。  

３）小脳損傷～手続き記憶が障害される。  

などの事実が報告されている。顕在記憶と潜在記憶は神経機構が異なり、後者は大脳基底

核、小脳、運動・感覚皮質と関連が深い。  

 

５．５  刺激特異性健忘の責任病巣  

 １）言語性記憶障害～左側頭葉内側病変で生じる。①左後大脳動脈虚血性病変に伴う言

語長期記憶障害、②左海馬および海馬傍回損傷に伴う純粋失読例で認められた言語長期記

憶障害、などの報告がある。特に左海馬との関連が深い。左視床限局性病変でも言語長期

記憶が選択的に障害される。  

 ２）非言語性記憶障害～空間的位置の記憶、顔、旋律、無意味図形などの記憶は右大脳

皮質損傷で生じる。右視床損傷でも同様の記憶障害が生じる。  

 なお、最近サリンは側頭葉てんかんに伴う記憶障害に関する詳細な文献研究を基に、①

言語性記憶課題、非言語性記憶課題ともその内容は等質ではなく言語性あるいは非言語性

記憶一般の障害は存在しない、存在するのはある言語性あるいは非言語性記憶課題特異的

な障害である、②側頭葉てんかん症例では左側頭葉損傷→言語性記憶障害、右側頭葉損傷

→非言語性記憶障害という単純な図式は成立しない、左側頭葉損傷により非言語性記憶課
 

39 第１７章参照。  
40 例えば赤刺激には右手で青刺激には左手で出来るだけ早く反応する課題を連続的に行

う。課題に習熟するにつれて次第に反応時間が速くなる。  
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題で障害を呈した症例、右側頭葉損傷により言語性記憶課題障害を呈した症例が少なから

ず存在する、の二点を指摘している。  

 

５．６ 短期記憶障害の責任病巣  

５．６．１ 視覚短期記憶障害  

クレモニーニらは視覚記憶について左右大脳半球損傷例間の比較を行い、視覚記憶のう

ち、短期記憶は左大脳半球損傷例で障害され、長期記憶は右大脳半球損傷例で障害される

ことを明らかした。ロスは両側後大脳動脈領域梗塞により視覚短期記憶のみが障害され、

聴覚短期記憶、触覚短期記憶は保たれていた症例を報告し、これは視覚野と短期記憶に関

係する側頭葉との離断症状として理解しうると述べている。他の研究者の報告では視覚短

期記憶障害は右大脳半球損傷と関連することが明かにされた。①右後頭葉切除例で右扁桃

体と右脳弓の損傷、②右中大脳動脈・動脈瘤破裂に伴う右前頭・側頭葉損傷例、③右後頭

葉損傷例、などの視覚短期記憶の選択的障害例が報告されている。  

最近、右頭頂葉領野の損傷による視覚短期記憶障害が注目されている。この障害は 1960

年代ウェリントン、ミルナーらによって報告された。２１章で詳しく述べるように、近年

作業記憶概念が大きな研究課題となり、頭頂葉損傷に伴う視覚短期記憶障害を作業記憶障

害の観点から検討した研究が多数報告されている。研究手続きとしては、視覚刺激が連続

的に提示され、刺激の種類や提示位置が直前の刺激と同一か否かを判断する課題が用いら

れている。右頭頂葉損傷者では刺激の種類の異同判断、位置の異同判断のいずれの課題も

障害されることが明らかにされている。症例毎に検討すると、①刺激の種類に関する異同

判断は障害されるが位置に関する異同判断は保たれている症例、②逆の症例、③両方の課

題が障害されている症例、いずれの類型も報告されている。左頭頂葉損傷者はこれらの課

題で障害を示さないとされるが、詳細は不明である。  

検者が指示した順序と同じ順序で視覚刺激を指示する課題（コーシー課題）の成績も頭

頂葉損傷者では低下する。左右差に関しては、右頭頂葉損傷者では常に成績低下が認めら

れるが、左頭頂葉損傷者については成績低下を認める研究と認めない研究いずれもが報告

されている。  

いくつかの視覚刺激を連続的に提示し、その順序を再生させる課題あるいは特定の時間

的順位（二番目、三番目、など）に提示された刺激を再認する課題も頭頂葉損傷者では障

害される。報告例は両側頭頂損傷者である。  
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ベリーヒルらは再生課題と再認課題の二つの視覚短期記憶課題を両側頭頂葉損傷者に実

施し、再認課題においてのみ成績低下を見出した。ベリーヒルらはこの結果を次のように

考察している。頭頂葉損傷は視覚短期記憶の保持過程ではなく想起過程を障害する。より

具体的には想起された記憶が新しいか古いかの認識過程が障害される。この障害は短期記

憶のみならず長期記憶の想起においても認められる。その証拠としてベリーヒルらは頭頂

葉損傷に伴い自伝的記憶の想起障害を示す症例の存在（上述）をあげている。  

 

５．６．２ 言語短期記憶障害  

ミルナーは３子音からなる語の再生や数字を用いた直接記憶課題において、左側頭葉切

除例の成績は右側頭葉切除例に劣ること、特に海馬を含む切除例で成績低下が著しいこと

を見出した。同様の結果は他の研究者によっても報告されており、左側頭葉切除例では物

語の記憶、語の対連合学習、語や数字の再認、無意味音節の再生などが障害される。また、

左側頭葉に焦点を有するてんかんでも言語短期記憶の障害がみられることが知られている。

フェディオとヴァン・ヴレンは左側頭葉の電気刺激で言語刺激の記銘、再生が障害される

ことを報告した。側頭葉前方の刺激では記銘が障害され、後方の刺激では再生が障害され

た。  

左下頭頂葉、特に縁上回損傷も言語短期記憶障害を生じさせる。リッセらによる 20 例

の左大脳半球損傷例の検討によれば、言語短期記憶障害は左下頭頂葉損傷に関連し前頭葉

損傷および基底核損傷との関連は乏しかった。ヴァラーらの報告した言語短期記憶の特異

的障害例 LA では左下頭頂葉、左中および下側頭葉に病変が認められた。症例 TO では左

前運動野およびローランド溝領野の皮質下、側脳室周辺領域損傷、島回前部に損傷が認め

られた。ヴァラーとパパグノの文献的検討によれば、言語短期記憶の選択的障害例の大部

分に左頭頂葉病変が認められる。特に左縁状回病変例が多い。  

与えられた言語刺激を繰り返し唱えることにより短期記憶に保持することをリハーサル

という。本章第２節で述べたごとく、リハーサルが適切に遂行出来なければ言語短期記憶

が障害されることになる。リハーサル遂行障害による言語短期記憶は前頭葉損傷と関連す

る。右小脳の損傷でリハーサルが障害された例も報告されている。  
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５．７ 外傷性健忘の責任病巣  

上述のごとく、海馬は記憶において重要な役割を果たす。コタプカらの検討によれば、

頭部外傷例の剖検所見では 90%以上の症例で海馬の虚血性病変が認められた。この海馬病

変が外傷性健忘の発症に関連を有する可能性は高い。しかし、当然のことながら、頭部外

傷では海馬以外の部位も損傷を受けている。外傷性健忘の責任病巣を海馬のみに限定する

ことは出来ない。  

閉鎖性頭部外傷に伴う脳損傷は前頭葉及び側頭葉で生じやすい。外傷後健忘を呈する症

例では側頭葉に血腫が存在する例が多い。語の再生課題で障害を示す症例では前頭葉に損

傷が認められる例が多い。  

 開放性頭部外傷に伴う外傷性健忘の損傷部位についてはサラザールらのベトナム帰還兵

を対象とした研究がある。橋、視床下部、視床腹部、海馬尾側、側頭葉白質、内包に病変

が認められた。  

頭部外傷に伴う高次脳機能障害の機序として「汎性軸索損傷」が重視されている。外傷

性健忘でも皮質－皮質間連合の離断、特に前頭葉―側頭葉間の連合の離断が注目されてい

る。しかし従来のMRI技法では軸索損傷を画像化することは困難であった。近年拡散強調

画像 41が開発されそれが可能になった。マッケリーの 38 例の頭部外傷例を対象とした研究

では、出血性軸索損傷は 15 例（38%）に認められ、非出血性軸索損傷の所見は４例（11%）

に認められた。多くの頭部外傷例に軸索損傷があることは確認されたが、それが外傷性健

忘とどのような関連を有するかは不明である。  

頭部外傷例を対象とした記憶課題遂行時の機能画像解析の結果は以下のごとくである。

フォンテーンらによれば、頭部外傷例の言語刺激再生の成績は左前頭葉内側、左前頭葉背

外側、左後帯状回のグルコース代謝と関係する。マックアリスターらによれば、ｎ・バッ

ク課題 42 のような作業課題遂行時、頭部外傷例の脳活動性の変化は健常者と異なったパタ

ーンを示す。難易度が高くなると健常者では両側前頭葉の活動性が増大した。頭部外傷例

では右前頭葉背外側部と右頭頂葉の活動性が増大した。  

 

 
41 第２章参照。  
42 「０、１、０、２、１、０、・・・」あるいは「Ａ、Ｂ、Ｆ、Ａ、Ｄ、・・・」と連続

的に数字や文字を提示する。１・バック課題では現在提示されている数字や文字が直前に

提示された数字や文字と同じかどうか判断する、２・バック課題では現在の数字や文字が

２個前に提示された数字や文字と同じかどうかを判断する。詳細は第２１章参照。  
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５．８ 記憶課題の機能画像解析  

５．８．１ エピソード記憶  

５．８．１．１ 記銘  

想起成績が良好な被験者では記銘時前頭葉領野の活動性増大が顕著である。記銘時にお

ける前頭葉の活動性増大には刺激特異性が認められ、言語刺激では左前頭葉、非言語刺激

や馴染みのない言語刺激では右前頭葉の活動性が増大する。前頭葉前方の４５野、４７野

は、①単に刺激が過去に提示されたか否かを記銘する課題では余り活性化されない、②刺

激およびその提示順序をも記銘する困難な課題では活性化される、③与えられた情報が少

なく、被験者が再生に備えて積極的に多くの情報を記銘する努力を必要とする課題では活

性化が大である、などの特徴を有する。  

 

 

図１１－２９ エピソード記憶課題遂行時活性化される脳領野  

 

意外なことに、当初記銘時における海馬の活動性増大は余り報告されておらず、活動性

は変化しないとする報告もなされた。しかしその後海馬が記銘に関係していることを示す

種々の研究報告がなされている（図１１－２９参照）。スパーリングらは海馬領域（海馬、

海馬台、嗅内皮質）で記銘時に活動性増大を認めた。海馬傍回では有意な活動性増大は認
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められなかった。一方、他の研究グループは記銘時に海馬領域のみならず海馬傍回でも活

動性増大を認めている。記銘時海馬領域の活動性が増大することは明らかであるが、海馬

傍回の活動性も同様に増大する。記銘が海馬固有の機能かどうかは必ずしも明らかではな

い。そこで、海馬の役割は記銘ではなく、記憶痕跡形成に必要な情報処理であるとの仮説

が提唱され、これを支持する報告もなされている。  

例えば項目間の連合形成を必要とする記銘課題では海馬の活動性が増大することが報告

されている（図１１－２９）。また、繰り返し提示される刺激を記銘する課題と初めて提

示される刺激を記銘する課題を比較すると、海馬および海馬傍回の活動性は後者で増大す

る。海馬は個々の記憶項目の記銘ではなく、記憶発生源の記銘に関与するという学説もあ

る（図１１－２９）。デバッチらの報告によれば、記憶発生源の再生成績は記銘時の両側

海馬および左海馬傍回の活動性と関連していた。個々の記憶項目の再生成績は記銘時の左

嗅内皮質の活動性とのみ関連していた。著者らは海馬および海馬傍回は記憶発生源の記銘

に関連し、嗅内皮質は記憶項目の記銘に関係していると考察している。同様の結果は他の

研究者によっても報告されている。  

被験者に、刺激提示時「この刺激は記憶せよ」あるいは「この刺激は忘れよ」と教示す

る。刺激の想起率は前者で高い。後者の条件で活動性増大を示す領野は記銘に関係すると

考えられる。 fMRI による検討では、下前頭葉内側および側頭葉内側で活動性増大が認め

られた。下前頭葉内側の活動性増大は右大脳半球で生じ、側頭葉内側の活動性増大は両側

大脳半球で認められた。  

 

５．８．１．２ 想起  

想起に際して前頭葉が活性化することは多くの研究において認められている。注目すべ

きは言語刺激の想起に際して右前頭葉が活性化されることである。①右前頭前野、前楔部

が活性化、②右背外側前頭葉、両側頭頂葉、左帯状回前方が活性化、③正しい想起時の活

動性は前頭葉、側頭葉、皮質下で右より左で大、などの報告がある。左前頭葉は検査刺激

を正しく想起した場合にも攪乱刺激（記銘時に提示されなかった刺激）を正しく判別した

場合にも活動性を増大させる。  

 頭頂葉特に前楔部、外側頭頂葉（上頭頂回、下頭頂回）も想起時に活性化される。外側

頭頂葉は想起成功時に高い活動性を示す。この活動性増大は特に左頭頂葉で顕著である。

また再認課題では、外側頭頂葉の反応は攪乱刺激より検査刺激（記銘時に提示された刺激）
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に対して大である。  

側頭葉内側の海馬領域も想起時活性化するが（図１１－２９）、上記の領野ほど明瞭で

はない。①エピソード記憶再生時に左側頭葉活性化、②視覚呈示された語再生時に右側頭

葉活性化、③物体の空間的位置再生時に右海馬傍回活性化、④視覚刺激再生時に海馬支脚

活性化、などの報告がある。側頭葉内側の活動性は再生時には増大するが、再認時におけ

る活動性増大は余り明瞭ではない。  

先に海馬は項目の記銘よりも記憶発生源の記銘に関係することを示唆する研究を紹介し

た。想起においても海馬の活動は記憶発生源の想起に関係するという研究報告がある。ド

ビンらによれば、海馬領域および海馬傍回は記憶項目の提示順序判断時より記憶発生源の

判断時に活動性が増大した。嗅内皮質および周内皮質はその逆であった。  

刺激属性との関連では、視覚刺激の想起では、①側頭葉、後頭葉領野、②左紡錘状回、

の活性化、が報告されている。聴覚刺激の想起では上および中側頭葉領野の活性化が報告

されている。  

 

５．８．１．３ リメンバリングとノーイング  

本章第１節で述べたように再認記憶の測度としてはリメンバリングとノーイングがある。

俗にいう「度忘れ」とは記憶が存在することは知っているがその具体的内容を思い出せな

い状況である。ノーイングは保たれているがリメンバリングが失われている。すなわち、

両者は解離することがある。機能画像解析の結果でも、両者に違いが認められる。ヘンソ

ンらの研究結果は以下のごとくである。リメンバリング課題で新しい項目より古い項目に

対して活動性が増大した領野は左下前頭回前方（８野および９野）、外側頭頂葉（４０野、

１９野）、帯状回（２４野）および左海馬であった。他の研究者の結果も合わせると、リ

メンバリングにおける活動性増大は頭頂葉、海馬及びその周辺領域で顕著であり、特に被

験者の反応が正答であった場合顕著となる。また刺激属性との関連では、言語課題では左

大脳半球の活性化が、空間・視覚課題では右大脳半球の活性化が顕著である（上記ヘンソ

ンらの研究では言語刺激が用いられた）。  

ノーイング課題では右前頭葉背外側部（４６野）、前帯状回（９野、３２野）、頭頂葉

内側（７野）の活動性増大が報告されている。ヘンソンらは、ノーイング課題で嗅内皮質

／周嗅皮質、海馬を含む側頭葉内側の活動性増大を認めている。  

ワイズは、 fMRI を用いた研究を対象として、側頭葉内側部諸領域が再認記憶にどのよ
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うに関与しているかをメタ解析した。それによれば、①海馬～記銘時、再生時共にノーイ

ング反応よりレメンバリング反応で活性化大、②嗅周皮質～記銘時、再生時共リメンバリ

ング反応よりノーイング反応で活性化大、③海馬傍回～記銘時および再生時ともノーイン

グ反応よりリメンバリング反応で活性化大、の結果であった。  

 

５．８．２ 短期記憶  

１）視覚短期記憶～①右視覚連合野、下頭頂葉（４０野）、前頭前野（４７野）で活動

性増大、③右後頭葉、後頭頂葉、前頭前野の活動性増大、などの報告がある。  

２）言語短期記憶～①アルツハイマー型認知症を対象とした PET による検討では左大脳

半球の前頭葉、下頭頂葉、上側頭葉で活動性増大、②健常者を対象とした PET による検

討では下頭頂葉、運動前野で活動性増大、③リハーサルを伴う課題では左前頭葉４４野、

６野の活動性増大、などの報告がある。  

 

５．８．３ プライミング  

1992 年スクエアらは、PET を用いた研究において、語幹完成課題では練習課題で提示

された刺激に対する活動性が腹側側頭・後頭葉領野で低下することを報告した。その後の

研究でもプライミングでは繰り返される刺激に対する活動性が低下することが確認されて

いる。活動性が低下する領野はプライミング課題によって異なる。知覚的プライミングで

は刺激様相に対応した第二次感覚野の活動性が低下する。複数の感覚様相に関連するプラ

イミングでは左前頭葉の活動性が低下する。概念的・意味的なプライミングでは左下前頭

葉の活動性が低下する。一般に馴染みのある刺激の方が馴染みのない刺激よりもプライミ

ング効果は大きい。これに対応して、繰り返し刺激に対する活動性の低下は馴染みのある

刺激でより大である。以上の事実をスクエアは次のように解釈している。繰り返し刺激に

対する活動性の低下は刺激の処理が容易であることを意味する。それらの刺激はより効率

的に処理され、結果としてプライミングが生じるのである。  

 

５．８．４ 知覚学習  

鏡映文字判読課題では、大脳基底核、ブローカ野、紡錘状回、下側頭回、上頭頂小葉、

縁上回、小脳のなどの活性化が報告されている。ポルドラックらによれば、鏡映文字判読

訓練後尾状核の活動性増大が認められた。訓練後、ブローカ野、右小脳、左下側頭回、紡
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錘状回の活動性も増大した。ドングらの研究では上頭頂小葉の重要性が指摘されている。

望月らの研究によれば、判読時間の短縮と両側紡錘状回の活動性増大間に有意な相関が認

められた。知覚学習では大脳基底核の被殻の活性化も報告されている。  

 

５．８．５ 運動学習  

 一定の順序で提示される異なる刺激に対して異なる運動で反応する課題の遂行時、被験

者が刺激の提示順序が一定であることを認識していない場合（すなわち無意識的な潜在学

習である場合）、PET、 fMRI いずれによる解析でも大脳基底核の被殻の活性化が認めら

れる。聴覚的フィードバックを伴う手指運動の試行錯誤学習では、前述の潜在学習の場合

より前方の部位（尾状核、被殻前方）の活性化が認められる。すなわち、意識的学習には

線状体前方が関係し、無意識的学習には線状体後方が関係する。  

 

５．８．６ 記憶の検証  

 ある記憶が想起された場合、過去の出来事や現在の状況に照らしてそれが正しいか否か

を判断することが必要である。機能画像解析研究によれば、この記憶の検証には前頭葉、

特に右前頭葉背外側部が関係している。被験者に、①各刺激が以前提示されたか否かの判

断、および②その判断にどの程度自信があるかの判断、の二つの課題を遂行させると、判

断に自信ありと答えた被験者では右前頭葉背外側部の活動性が大であった。また右前頭葉

背外側部活性化の時間経過を検討すると、記憶検索時あるいは検索後活動性増大が顕著で

あった。  

 

５．８．７ 半球非対象仮説  

タルヴィンはエピソード記憶に関する機能画像解析研究を文献的に検討し、左右前頭葉

はその役割が異なるとする仮説を提唱した。左前頭葉はエピソード記憶の記銘に関係し右

前頭葉は想起に関係する。この仮説を「半球非対象仮説（HERA）」仮説という。この仮

説を支持するデータが機能画像解析研究から得られている。図１１－３０に示すごとく、

言語刺激の記銘時には左下前頭回の活動性が増大する。想起時には刺激に関係なく右前頭

葉が活性化される。  

１１-105 
 



第１１章 
 

 

図１１－３０ 言語刺激の記銘（左）、想起（右）時の活性化部位  

            上：矢状断、右が前方、下：水平断、右が前方  

 

一方、HARA 仮説に反するデータも報告されている。カベラらの詳しい総説によれば、

非言語刺激の記銘時には両側下前頭回もしくは右下前頭回の活動性増大を認める研究が多

い。これは HERA 仮説と一致しない。そこでペトライデスらは次の仮説を提出した。右中

前頭回は各刺激様相共通に刺激の監視に関係する。想起そのものではなく想起された内容

を作業記憶に一時的に保持し、その内容を監視することがその機能である。この仮説を立

証するため彼らは以下の実験を行った。被験者の課題は以前学習した語リストの再生であ

る。これとは別に被験者は簡単な対連合学習の再生課題も遂行する。いずれの課題でも中

前頭回の活動性が増大したが、左下前頭回の活動性は語リストの再生課題でのみ増大した。

ペトライデスらは、この結果を中前頭回は想起された記憶の監視に関係し、下前頭回は再

生に関係することを意味する、と解釈している。  

ピオリーノらの研究では、自伝的記憶の想起には左前頭葉が関係し、右前頭葉は実験室

課題（後述）における想起には関係するが、自伝的記憶の想起には関係しない。彼らはPET

を用いて測定された脳局所血流量（rCBF）と自伝的記憶想起の成績との相関を検討し、
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左背外側前頭葉と左前頭葉眼窩部の活性化が自伝的記憶の想起成績とに相関することを明

かにした 43。  

記憶に対する関与の仕方は左右前頭葉で異なることは明かである。しかし、HERA 仮説

はそのままの形では支持されない。  

 

５．８．８   エピソード記憶と実験室課題  

 タルヴィンは長期記憶を意味記憶とエピソード記憶に分けた。この時、エピソード記憶

の特徴として、  

１）記憶しようと意図しなくても記憶することが可能である。  

２）一度の体験で記憶が成立する。  

３）自分自身の体験であるという強い認識を伴う。  

の３点を指摘した。自伝的記憶は確かにこの条件を満足する。しかし、エピソード記憶の

測定・評価を目的として実施されている実験室課題の多くはこの３条件を満たさない。例

えば、対連合学習、語リストの再生課題などの実験室課題について考えてみよう。これら

の課題は常に意図的に遂行される。記憶材料の一度だけの提示では完全な記憶は成立しな

い事が多い。自分自身の体験であるという強い認識は余り伴わない。実験室課題の記憶と

自伝的記憶は明らかにその性質が異なる。タルヴィンもこの事には気がついていたが、最

終的には実験室課題をエピソード記憶に含めることを容認した 44。  

 マックダーモットらは実験室課題および自伝的記憶課題において活性化される脳領野に

違いがあるかどうかについて機能画像解析研究のメタ解析を行った。結果は図１１－３１

に示すごとくであった。実験室課題で活性化された領野は、両側の下頭頂葉、前楔部、後

帯状回、左中および下前頭回、右中前頭回、左後海馬傍回、左前頭葉弁蓋部であった。自

伝的記憶課題で活性化された領野は、前頭前野内側、左前運動野、後帯状回／脳梁膨大部、

角回、両側海馬／海馬傍回であった。両課題とも共通する領野の活性化が認められるが、

情動あるいは自己認識に関連するとされる領野の活性化は自伝的記憶課題で顕著であった。 

 
43ピオリーノらは、自伝的記憶も想起の様式によっては右前頭葉が活性化することも報告

している。  
44多くの研究者がエピソード記憶の測定・評価に実験室課題を用いている。多勢に無勢で、

タルヴィンも実験室課題をエピソード記憶に含めることを容認せざるを得なかったのであ

ろう  
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図１１－３１ 記憶課題別の脳活性化領野  

 

2002 年の論文において、タルヴィンは、エピソード記憶の想起は過去の事実がありあり

とした知覚表象、特に視覚表象として再体験されることを特徴的とすると強調した。この

考えを背景として、ピオリーノらは自伝的記憶の再生課題を用いて過去の事実の明瞭な再

体験時に活性化される領野を PET により検索した。左大脳半球の諸領野（前頭葉、側頭

葉、頭頂葉、前帯状回、紡錘状回、皮質下諸核）および両側の後帯状回、小脳、海馬の活

性化が認められた。海馬の活性化は新しい自伝的記憶の想起より古い自伝的記憶の想起で

大であり、特に右海馬においてこの違いは顕著であった。古い自伝的記憶想起の成績は両

側海馬および左内側前頭眼窩部の局所脳血流量（rCBF）と密接に関連していた。被験者

は 30 年以上以前の体験をごく最近の体験と同様ありありとした視覚表象として再体験し

た。高年齢者では最近の自伝的記憶よりも古い自伝的記憶を想起することが容易であると

言われる。これは実験的研究により否定されているが、ピオリーノらは次のような考察を

述べている。高年齢者は非常に古い体験をありありとした視覚表象として再体験出来るの

で、古い体験の記憶が最近の体験の記憶より保たれていると感じるのである。  
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