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第１９章 前頭葉の症候学  
 

 

 

 

１．前頭葉の解剖学 

 

１．１ 肉眼解剖学  

 前頭葉は多数の構造的に異質な領野から構成されている。従来、前頭葉の解剖学研究は

主としてサルの脳を対象として行われてきた。近年、形態画像解析などの研究技法の進歩

に伴い、直接ヒトの脳を対象とした多くの研究がなされ、ヒト前頭葉の解剖学的知見は飛

躍的に増大した。以下その概要を述べる。  

図１９－１は左大脳半球の外側面である。中心溝より前方、外側溝より上方の部分が前

頭葉である。前頭葉は、①外側部、②内側部、③眼窩部に大別される。外側部は中心溝か

ら前方、前頭極に至る領野である（図１９－１、上）。中心溝前方にはこれに平行して走

る中心前溝があり、両者に挟まれた脳回が運動野である。運動前野の前方にはこれと平行

に運動前野がある。中心前溝の前方には上前頭溝、中前頭溝、下前頭溝の３本の溝が縦走

する。それにより上方から上前頭回（第一前頭回）、中前頭回（第二前頭回）、下前頭回

（第三前頭回）が区分される（図３－９）。これらの領野は併せて前頭前野と呼ばれてい

る。上前頭回は前頭葉の外背側部、中前頭回は吻内側部を構成する。下前頭回は外側溝の

前枝と上行枝により三つの部分に分けられる。前方から眼窩部、三角部、弁蓋部、という。

前頭葉内側部は大脳縦裂内側の領野であり、運動野、運動前野（補足運動野）、前頭前野

内側部より構成される（図１９－１、下）。前頭葉の底面は眼窩の上壁に接することから

前頭葉眼窩部と呼ばれている。眼窩野には多数の脳溝が走っているが、主要なものは内側

眼窩溝、外側眼窩溝および横眼窩溝である（図１９－２）。これらの脳溝により前眼窩回、

外側眼窩回、内側眼窩回、後眼窩回、および直回が区別される（図１９－２）。  
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図１９－１ 前頭葉外側部（上）および内側部（下）  

数字はブローカ領野（図３－１７）の番号。 
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図１９－２ 前頭葉眼窩部  

LOS：外側眼窩溝、MOS：内側眼窩溝、TOS：横側眼窩溝、POS：後眼窩溝、  

anterior orbital gyrus(AOG)：前眼窩回、 lateral orbital gyrus(LOG)：外側眼窩回、  

medial orbital gyrus(MOG)：内側眼窩回、posterior orbital gyrus(POG)：後眼窩回、  

gyrus rectus(GR)：直回  

 

 

 

 

 

１．２ 細胞構築学 
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 第３章で述べたごとく、大脳皮質の細胞構築は場所により異なり、その違いを手がかり

に皮質をいくつかの領野に分類する試みがなされている。ブロードマンの脳地図（図３－

１７）に従えば、前頭葉には以下の領野が含まれる。 

 ４野～中心前回 

 ６野～上、中前頭回後部、中心前回後下部 

 ８野～上、中前頭回後部 

 ９野～上前頭回前部 

 １０野～前頭極 

 １１野～下前頭回前部 

 １２野、４７野～下前頭回中央部 

  １３野、１４野、２４野、２５野、３２野～眼窩回 

 ４４野～下前頭回弁蓋部 

  ４５野～下前頭回三角部 

 ４７野～下前頭回眼窩部  

 

これら諸領野の細胞構築学的特徴についてはペトラドとパンジャの優れた研究がある。

その概要は以下のごとくである。 

 ８野（図１９－３、図１９－６）～上、中前頭回後部を占め、内側は旁帯状溝に至り、

後方は６野と境を接し、前方は９野となる。８野はさらに８Ａ野と８Ｂ野に分かれる。  

８Ａ野は中前頭回に対応する。Ⅱ層がよく発達し、Ⅲ層から明瞭に区別される。Ⅲ層は

中型錐体細胞が多く、下部には大型錐体がある。Ⅳ層はよく発達している。Ⅴ層、Ⅵ層は

小型～中型の錐体細胞よりなる。Ⅴa 層には少数の大型錐体細胞がある。Ⅴa 層とⅥ層の間

には狭く細胞に乏しいⅤｂ層がある。８Ａ野の腹側は背側とやや異なる。Ⅲ層にみられる

非常に大型の錐体細胞の密度は背側より腹側で密である。そこで８Ａ野は８Ａｄ（背側）

と８Ａｖ（腹側）とに分けられる。 

 ８Ｂ野は上前頭回から内側は旁帯状溝の間に位置する。８Ｂ野の細胞構築は８Ａ野に似

るが、Ⅲ層の大型錐体細胞の密度が粗であること、Ⅳ層が明瞭でないこと、によって８Ａ

野から区別される。  
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図１９－３ ヒト前頭葉の細胞構築学（１） 

Gust:味覚野、SFS：上前頭溝、MFS：中前頭溝、IFS：下前頭溝  

 

４４野（図１９－３、図１９－６）～下前頭回弁蓋部を占める。その大部分は言語表出

に関係するブローカ野に対応する。Ⅱ層の細胞密度が高く、それはⅢ層にまで及んでいる。

Ⅲ層の上部には小型、中型の錐体細胞がある。下部は大型錐体細胞によって占められてい

る。Ⅳ層は細胞がまばらである。Ⅴａ層には中型の錐体細胞があり、Ⅴｂ層ではその数が

減少する。Ⅵ層は幅が広い。   

４５野（図１９－３、図１９－４、図１９－６、図１９－７）～下前頭回三角部を占め

る。前方の４５Ａ野と後方の４５Ｂ野に分かれる。４５Ａ野は４４野の前方にありⅡ層が

よく発達している。Ⅲ層の上部には小型～中型の錐体細胞があり、下部には大型の錐体細

胞が高い密度で存在する。Ⅳ層は広く細胞密度は高い。Ⅴａ層には中型の錐体細胞がまば

らにあり、Ⅴｂ層は細胞がさらに少ない。４５Ｂ野は４５Ａ野に似るが、Ⅱ層が狭い点で

異なっている。  
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図１９－４ ヒト前頭葉の細胞構築学（２） 

SFS:上前頭溝、MFS:中前頭溝、IFS:下前頭溝  

  

９野（図１９－５、図１９－８）～上、中前頭回中央部は９野に対応する。これを９野

と９／４６野に分ける。９／４６野は中前頭回に位置する。Ⅱ層がよく発達し、Ⅲ層と明

瞭に区別される。Ⅲ層下部には多数の大型錐体細胞があり、柱状構造をなしている。Ⅳ層

は広くよく発達している。Ⅴａ層には中型錐体細胞が多少あり、Ⅵ層は細胞がまばらな点

でⅤｂ層から区別される。９／４６野の背側（９／４６ｄ）は次の点で腹側（９／４６ｖ）

から区別される。９／４６ｄでは、Ⅲ層下部にある大型錐体細胞の密度が９／４６v より

低く、Ⅳ層が９／４６ｖほど広くない。９野は上前頭回に位置する。９／４６野に比べて、

９野ではⅡ層が密でなく、Ⅲ層が比較的まばらであり、Ⅳ層が発達していない。 

 ４６野（図１９－５、図１９－８）～中前頭回中央部を占める。Ⅱ層は明瞭である。Ⅲ

層には比較的大きさの均一な小型～中型の錐体細胞がある。９野、９／４６野と異なり、

Ⅲ層の上部と下部の違いは明瞭ではない。Ⅳ層も明瞭に認められる。Ⅴ層には全層に等し

く中型の錐体細胞が分布している。Ⅲ層、Ⅴ層に大型錐体細胞がない点で４６野は９／４

６野から区別される。  
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図１９－５ ヒト前頭葉の細胞構築学（３） 

SFS：上前頭溝、MFS：中前頭溝、IFS：下前頭溝  

 

１０野（図１９－５、図１９－８）～前頭極を占める。後方は９野  、４６野、４７野

に接し、眼窩面では１１野、１４野に境され、内側は９野、３２野、１４野に境される。

１０野では全体的に細胞はまばらである。Ⅱ層、Ⅳ層は明瞭であり、Ⅲ層には小型～中型

の錐体細胞があるが、隣接する４６野ほど密ではない。Ⅲ層の細胞の大きさは比較的均一

であり、下部の細胞の大きさが上部よりやや小さいに過ぎない。Ⅴａ層には中型の錐体細

胞がまばらに分布する。Ⅵ層には小型～中型の細胞がある。外顆粒層（Ⅱ層）と内顆粒層

（Ⅳ層）の細胞密度はほぼ同じである。１０野の細胞構築は、内側、外側、眼窩面で多少

異なる。  
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図１９－６ サル前頭葉の細胞構築学（１） 

AS：弓状溝、CING S：帯状溝、Gust：味覚野、LF：外側溝、PALL:傍不等皮質、  

Pro：原等皮質、ProM：原等皮質運動野、PS：主溝、STS：上側頭溝  

 

４７野（図１９－４、図１９－７）～下前頭回眼窩部に位置し、前方は１０野に、背側

は４５野に接する。ペトライデスとパンジャはこの眼窩野にあって外側眼窩溝に伸びる領

野を４７／１２野と呼んでいる。４７／１２野では、Ⅱ層は明瞭であるがⅢ層との境がは

っきりしない。Ⅲ層の上部には小型～中型の錐体細胞があり、下部には大型の錐体細胞が

ある。Ⅳ層はよく発達し、Ⅲ層、Ⅴ層から明瞭に区別される。Ⅴ層、Ⅵ層には小型～中型

の錐体細胞が密に存在する。この層の細胞密度は隣接する４５野より高い。Ⅴｂ層とⅥ層

の境界は不明瞭である。４７／１２野はさらに４７／１２野（Ｌ）（外側部）と４７／１

２野（Ｏ）（眼窩部）に分けられる。眼窩部は、Ⅲ層下部の大型錐体細胞の密度が低く、

Ⅳ層の発達の悪い点で外側部から区別される。 
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図１９－７ サル前頭葉の細胞構築学（２） 

AS：弓状溝、CING S：帯状溝、MOS：内側眼窩溝、LOS：外側眼窩溝  

PS：主溝  

 

２４野（図１９－４、図１９－７）～２４野は左右大脳半球を結ぶ交連線維の束である

脳梁の前方に位置する。後方は６野に至り、脳梁膝（脳梁の先端部）を回って脳梁の下方

に位置する２５野に融合している。２４野のⅡ層は不規則で明瞭には認め難い。Ⅲ層には

小型～中型の錐体細胞がまばらに分布する。２４野で も特徴的な像はⅤ層に存在する中

型～大型の錐体細胞である。この層はⅣ層が存在しないため直接Ⅲ層と接している。Ⅴｂ

層とⅥ層は融合しており、小型～中型の錐体細胞を含んでいる。２４野は水平に走る明瞭

な縞によって三つの部分、２４野ａ、２４野ｂ、２４野ｃ、に区分される。相互間に若干

の細胞構築上の違いが認められる。２４野は発達的に古い領野であり、Ⅳ層を欠くなど他

の前頭葉領野とは異なっている。他の領野が共通する６層構造を有することより等皮質と

呼ばれるのに対し、２４野は原等皮質と呼ばれる。 
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図１９－８ サル前頭葉の細胞構築学（３） 

CING S：帯状溝、PS：主溝  

 

２５野（図１９―７）～前頭葉の内側、脳梁の前方に位置する。２５野の細胞構築は２

４野と同様であるが、Ⅴ層、Ⅵ層に濃く染色される細胞があり、一様な内顆粒層の印象を

与える点で異なる。２４野と同じく２５野もⅣ層を欠き、原等皮質である。 

３２野（図１９－４、図１９－８）～２４野の周囲にあり、旁辺縁皮質と呼ばれること

もある。腹側は帯状溝によって境され、背側は８野、９野によって、前方は１０野に、腹

側は１４野に接している。３２野は、２４野、２５野と同じように内顆粒層が発達してい

る。Ⅲ層は小型～中型の錐体細胞を含み、その密度は２４野より高い。Ⅲ層とⅤ層の間に

原始的なⅣ層があるが、常に認められる訳ではない。Ⅴａ層には濃く染色される細胞があ

り、その密度は２４野よりまばらである。Ⅴ層とⅥ層間には僅かに間隙がある。３２野に

は部位によって細胞構築に違いがあり、３２／８野、３２／９野、３２／１０野、３２／
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１４野に分けられる。３２野は等皮質から原等皮質に移行する領野と考えられる。 

 １４野（図１９－３、図１９－８）～１４野は前頭葉内側の腹側部に位置し、直回に対

応する。１４野は前方で１０野に接し、後方で２５野に接する。この領野はブロードマン

の脳地図（図３－１７）では１１野、１２野に対応する。１４野のⅡ層の境界は不明瞭で

ある。Ⅲ層には小型～中型の錐体細胞が一様に分布する。Ⅳ層は極めて明瞭に認められる

が顆粒細胞を欠く。Vａ層は細胞密度が高く、中型錐体細胞を含む。Ⅴｂ層には小型の細

胞がまばらにある点でⅤａ、Ⅵ層から明らかに区別される。Ⅵ層は小型錐体細胞を含む。

１４野は内側の１４野（ｍ）と眼窩部の１４野（ｏ）に分けられる。両者の違いは１４野

（ｍ）の Vａ層の細胞密度が１４野（ｏ）より低い点である。 

１１野（図１９－４、図１９－８）～ブロードマンの脳地図（図３－１７）では、１１

野は前頭葉内側の底部に位置し、眼窩面にそって後方に延びている。上述のごとく、この

領野はペトライデスとパンジャの脳地図では１４野にあたる。彼らの脳地図では、１１野

は眼窩底面で前方は１０野に接し、内側は１４野に、外側は４７野に、後方は１３野に境

する。１１野ではⅡ層は薄い。Ⅲ層では小型～中型の錐体細胞が層全体に一様に密に分布

する。Ⅳ層はよく発達している。Ⅴａ層は中型の錐体細胞を含み、その密度はⅤｂ層より

密である。Ⅴｂ層とⅥ層は小型～中型の錐体細胞を含み、両者の境界は明瞭ではない。 

 １３野（図１９－４、図１９－８）～ペトライデスとパンジャの脳地図では、１３野は

前頭葉眼窩部で１１野の後方、眼窩面原等皮質の前方に位置する。１３野ではⅡ層が明瞭

に区別される。Ⅲ層は小型～大型の錐体細胞を含み、大型の細胞は下部に位置する。Ⅳ層

は薄く、境界は不明瞭である。Ⅴｂ層はⅥ層と融合している。Ⅵ層には小型～中型の錐体

細胞が密に存在する。 

 

以上の検討から明らかなように、前頭葉の背外側部と眼窩部は細胞構築学的に大きく異

なっている。前者は明瞭な６層構造（等皮質）を示すが、後者の６層構造は明瞭ではない

（不等皮質）。前頭葉眼窩部は等皮質と不等皮質の中間的な構造を有する領野である。同

じ等皮質の中でも領野により細胞構築には違いが認められる。例えば４野、６野では内、

外の錐体細胞層の発達がよい。一方、９野、１０野、１１野、４６野、４７野などの前頭

前野ではⅣ層の発達がよい。幅も広く、顆粒細胞の密度が高い。前者のような細胞構築を

示す領野は錐体細胞から皮質下の諸核に遠心性線維を送っており、運動機能と関連が深い。

すなわち、細胞構築学からみると、前頭葉は、 

１９-12 
 



第１９章 

 １）運動野 

 ２）前頭前野 

 ３）眼窩野 

の三つの領野に分けられる。 

 

１．３ 線維連絡  

１．３．１ 感覚入力  

 前頭葉背外側部は基本的に視床特殊核や大脳皮質第一次感覚野から直接的投射は受けな

い。すなわち「生の感覚情報」を受け取ることはない。しかし前頭葉眼窩部には嗅覚、味

覚、体性感覚などの「生の感覚情報」が入力している（図１９－９）。生の感覚情報では

ないが、眼窩部には視覚や聴覚の情報 1も入力している。つまり、眼窩部には全ての感覚

情報が入力している。  

 

図１９－９ 前頭葉眼窩部への感覚入力  

 
                                                  
1 眼窩部への聴覚入力については否定的な結果も報告されている。 
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１．３．２ 前頭葉―皮質下回路  

 解剖学的ならびに生理学的に前頭葉―皮質下間には以下に示す五つの回路が存在する。

何れも前頭葉から遠心性に大脳基底核、視床、中脳に投射し、これらの諸核から前頭葉に

求心性に投射される閉回路を構成している（表１９―１参照）。  

 １）運動路～運動野、運動前野、補足運動野、体性感覚野などのニューロンを起始核と

し、被殻に投射する。被殻からは淡蒼球外節、淡蒼球内節、黒質尾外側部に投射する。淡

蒼球外節からは視床下核に投射がある。視床下核からは淡蒼球外節、線状体（尾状核、被

殻）に投射がある。淡蒼球外節と黒質からは視床の外側腹側核、前腹側核、中心核への投

射がある。これら視床諸核は運動野、前運動野、補足運動野に投射する。かくして運動に

関与する閉回路が完成する。  

２）眼球運動路～前頭眼野（８野）および前頭前野、後頭頂葉のニューロンを起始核と

し、尾状核、淡蒼球、視床背外側核に投射する。さらに、これらの諸核から前頭前野へ逆

投射される閉回路である。  

 ３）背外側路～前頭葉背外側部の９野、４６野のニューロンを起始核とする。側頭葉お

よび頭頂葉からの寄与もある。直接路は尾状核頭背外側部、淡蒼球内節を経て黒質に投射

する。間接路は淡蒼球外節を経て黒質に投射する。視床中継核は前腹側核および背内側核

である。背内側核からは９野、４６野へ逆投射がある。前腹側核からは下側頭葉に投射が

ある。淡蒼球内節／黒質からは被殻脳脚核へ投射がある。  

４）眼窩前頭路～前頭葉眼窩部１０野、１１野に起始ニューロンがあり内側回路と外側

回路がある。内側回路は線状体腹側および側座核背側部に投射する。外側回路は尾状核腹

内側部に投射する。上記二つの回路は共に淡蒼球内節と黒質に投射する。淡蒼球内節／黒

質からの線維は視床前腹側核へ投射する。ここからは前頭葉眼窩部へ逆投射がある。  

 ５）前帯状回路～前帯状回（２４野）に起始ニューロンがある。線状体腹側部（尾状核

腹側、側座核、嗅結節）に投射する。ここからの線維は淡蒼球内節、黒質に投射する。線

状体腹側部から蒼球外節への間接路もあり、これも黒質に投射する。黒質からは線状体腹

側部への逆投射がある。線状体腹側部からは視床背内側核への投射がある。視床背内側核

が前帯状回に投射することによって閉回路が形成される。  
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表１９－１ 前頭葉―皮質下回路  

        運動路       眼球運動路     背外側路  

皮質    運動野 9,6,4    前頭眼野 8      前頭前野 9,46 

求心路   頭頂葉 2,1,3,7   前頭葉 46      嗅内皮質 28  

        帯状回 24     頭頂葉 7       嗅周皮質 35 

                            上側頭回 22  

 

皮質下  CM        CM          束傍核  

求心路  VA/VL             SN          VA  

       VLP               背側縫線核            SN 

       SN 

       背側縫線核                              背側縫線核  

 

皮質下  GPi                 GPi                GPi              

遠心路  SN                  SN                 SN 

       STN                 STN               STN 

       VL,VA             MD                VA,VM 

       CM,VL             CM?               MD 

       TPC                上丘                 束傍核  

                           TPC 

 

皮質   補足運動野 6    前頭眼野 8           前頭前野 9,46 

遠心路                      下側頭葉  

 

大脳基底核、GPi：淡蒼球内節、SN：黒質、STN：視床下核、VTM：腹側被殻  

視床、   CM：中心核、MD：背内側核、VA：前腹側核、VL：外側腹側核  

         VM：内側腹側核、VP：後腹側核、VLP：後外側腹側核  

その他、  LHA：外側視床下部、LMA：辺縁脳幹部、LPOA：外側視索前野  

        PAG：中脳水道周囲白質、Parav.N：束傍核、TPC：被殻脳脚核  

数字、   ブロードマンの脳領野  
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表１９－１ 前頭葉―皮質下回路（続き）  

            眼窩前頭路                 前帯状回路  

皮質      上側頭回 22        海馬  

求心路     下側頭葉         嗅内皮質 28  

            眼窩前頭葉 10,11,12     嗅周皮質 35 

            内側前頭葉 32       上側頭回 22  

                                      眼窩前頭葉 12 

            前帯状回 24,25            下側頭葉  

前帯状回 24,25 

 

皮質下     束傍核           束傍核  

求心路     STN                     背側縫線核  

            SN                      VTA 

            VTA                     マイネルトの基底核  

            背側縫線核                扁桃体  

            マイネルト基底核  

            扁桃体  

 

皮質下     GPi                       GPi                 

遠心路     SN                       PAG 

            STN                      外側手綱核  

            VA,MD                 LMA 

            VP                   TPC 

            中隔  

            LHA,LPOA,Parav.N. 

 

皮質     前頭前野 9,46             前帯状回 24,25 

遠心路     眼窩前頭葉 10,11,12   
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１．２．４ 連合線維  

シュマーマンらは、サルを対象として MRI 拡散強調画像およびオートラジオグラフィ

ーの手法を用いて大脳皮質間の線維連絡について詳細な研究を行っている。彼らはサルの

大脳皮質を図１９－１０のごとく分類し、前頭葉と頭頂葉、側頭葉および後頭葉連合野と

の間には以下の線維連絡があることを明らかにした（図１９－１１参照）。  

 

大脳皮質（サル）

 

図１９－１０ サル大脳皮質の領野区分  

Medial：内側、Lateral：外側、Basal：腹側  
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図１９－１１ 前頭葉連合線維  

 

１）上縦束～前頭葉背内側部と頭頂葉、後頭葉を結ぶ上縦束（SLF）はその起源により

三つに分けられる。  

①  SLF1～PE 野、PEc 野、PGm 野から起こり、より背側を通過して６野（背側運動前

野、補足運動野）や８Ad 野に達する。身体位置情報に基づく運動制御に関与。  

②  SLFII～PG－OP 野（下側頭菓の尾側部）から起こり、６野、８Ad 野、９／４６d

野、４６野などに達する。眼球運動、視空間注意に関与。  

③  SLFIII～PG－OP 野の前方に位置する PF 野から起こり、より腹側を通過して６野

（腹側運動前野）、９／４６v 野、４４野などに達する。動作コミュニケーションお

よび言語を含む高次運動機能遂行に関与。  

 ２）下縦束（ILF）～OP 野や１９（V4）野から起こり、側頭葉の TEl 野、TE2 野、TE3

野、TEO 野、TF 野、TL 野、TH 野、Pro 野などに達する。また、一部は 外包（EC）を

経由して８Av 野に、鈎状束（UF）を経由して１１野や４７／１２野に達する。視覚的事

物認識に関与。  

 ３）後頭前頭束（OFF）～PG－OP 野（後頭側頭領野背側部および内側部）から起こり、
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８Ad 野、８Av 野、９B 野、９／４６d 野などに達する。視空間情報処理に関与。  

４）上側頭路（STP）～STP は以下の三つに分かれる。  

�弓状束～Tpt 野から起こり、AF を経由して８Ad 野に達する、聴空間情報処理に関与。 

② 外包（EC）～PaAt 野、TPO 野、TS3 野から起こり、EC を経由して８Ad 野、９野、

４６野、１０野、４５野などに達する、聴覚的事物認識に関与。  

③鈎状束～TSl 野および TS2 野から起こり、UF を経由して４７／１２野、１３野、１

４野、２５野、３２野などに達する、感情的色彩を有する聴覚刺激の処理に関与。  

 

１．２．５ 交連線維  

大脳皮質の交連線維は基本的に対応する領野間を連絡する。前頭葉の交連線維もこの結

合形式をとる。図１９－１２に示すように、前頭葉から出る交連線維の大部分は脳梁を経

由し、一部が前交連を通る。脳梁を通る交連線維には部位対応があり、脳の前方に位置す

る領野間を結ぶ線維は脳梁の前方を通り、後方領野を結ぶ線維は後方を通る。すなわち、

前運動野、運動野の線維は脳梁幹の前部を通り、前者が前方、後者が後方に位置する。前

頭葉背外側部の線維はこれらの線維の前方、脳梁膝を通る。脳梁の 前方（脳梁膝の下方、

脳梁吻）は前頭葉内側部（２５野、３２野）および前頭葉眼窩部の線維が通る。前頭葉眼

窩部の線維の一部は前交連を通っている。  

 

 
図１９－１２ 前頭葉の交連線維  

              CC：脳梁、AC：前交連  
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図１９－１３ 前頭葉の情報処理回路モデル  

          上：感覚情報処理、下：運動情報処理  

 

１．２．６ 前頭葉の神経回路  

 以上から明らかなように、前頭葉、特に前頭前野には外界および自己に関する全ての情

報が収斂する。前頭葉には第一次運動野が含まれている。外界に対する働きかけ、すなわ

ち運動もまた前頭葉の機能である。前頭葉は感覚情報→運動情報という情報変換の機能を

担っていることはその解剖学的構造からも十分推測される。この情報変換の具体的な機序

を明らかにすることが前頭葉研究、すなわち本書第Ⅳ部の目的である。高田と宮地は前頭

葉における情報変換を担う前頭葉の神経回路として図１９－１３のモデルを提出している。

類似のモデルは他の研究者によっても提出されている。その要点は、①前頭葉は情報の単
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一の側面ではなく複数の側面を総合的に処理する、②その結果に基づいて外界に対して能

動的に働きかける、の２点にある。結論を先取りすることになるが、本章以降で検討する

前頭葉損傷に伴う多様な症状は結局この二つの機能のいずれかの障害、もしくは両者間の

機能的連関の障害に起因するのである。  

 

２．前頭葉の神経伝達物質 2 

 

２．１ アセチルコリン  

  前頭葉は側頭葉と並んで も豊富なアセチルコリン線維の投射を受けている領野であ

る。アセチルコリン線維の終わる層は表層および深層、特に深層である。アセチルコリン

によく反応する細胞はⅢ層からⅥ層にかけて認められる。 

 アセチルコリンを微量に注入すると前頭葉外背側部のニューロンの半数以上は自発放電

が増加する。前頭葉ニューロンの自発放電増加はマイネルト基底核の電気刺激によっても

生じる。この効果はアセチルコリンのアンタゴニストであるアトロピン投与によって抑制

される。  

コリン作動性ニューロンはグルタミン酸作動性の前頭葉―線状体ニューロンおよびドー

パミンニューロンから促進を受けている。コリン作動性ニューロンは線状体の出力である

GABA 作動性中型有棘ニューロンの活動を抑制する。この作用は GABA 作動性ニューロン

の活動を促進するドーパミン作動性ニューロンの作用と拮抗する。このことはアセチルコ

リンのアンタゴニストであるベンゾトロピンの投与によってドーパミンニューロンへの拮

抗作用が弱まるとパーキンソン病の運動障害が改善することからも支持される。アセチル

コリン、ドーパミン、GABA の間には密接な相互作用が存在する。  

 

２．２ ドーパミン  

サルの前頭葉ニューロンは豊富なドーパミン線維の投射を受けている。サルにおけるド

ーパミン投射は前→後方への投射があり、前頭葉で も多く、後頭葉で も少ない。ドー

パミン線維は皮質表層および深部（Ⅴ層、Ⅵ層）に終わるものが多く、中間層（Ⅳ層）に

終わるものは少ない。ヒトの前頭葉ニューロンも同様にドーパミン線維投射を受けている。

ヒトではドーパミン線維が投射する領野と視床内腹側核から線維連絡を受ける領野はよく

                                                  
2 神経伝達物質の概要については第５章参照。 
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一致する。  

前頭葉におけるドーパミンニューロンの特徴として発火頻度が高くかつ不規則であるこ

と、アゴニストやアンタゴニストに対する反応性が低いことが報告されている。この事実

は前頭葉のドーパミンニューロンは自己受容体による制御機構を有しないことの表れと解

釈されている。  

前述した前頭葉―皮質下回路の情報伝達の主たる担い手はドーパミンである。ドーパミ

ン作動性の前頭葉―皮質下回路には次の二系統がある。  

１）黒質・線状体路～黒質緻密部および赤核後部のニューロンを起始部とし、尾状核頭

および被殻を含む線状体背側に至り、GABA 作動性の中型有棘ニューロンに投射する。こ

のニューロンには前頭葉からグルタミン酸作動性の投射がある。この経路の主たる機能は

随意運動の制御と外界への反応行動の始動である。この経路のドーパミン活動性増大は動

物において紋切り方行動を生じさせる。逆にドーパミン減少はパーキンソン病に見られる

ような運動過少を生じさせる。黒質・線状体路の役割は随意運動に必要な前頭葉から皮質

下への促進作用を恒常的に保つことにあると考えられる。これには直接路と間接路の二つ

がある。直接路は D1 受容体を介して GABA 作動性ニューロンを刺激して後シナプス性興

奮を生じさせる経路である。間接路は D2 受容体を介して GABA 作動性ニューロンを抑制

して後シナプス性抑制を生じさせる経路である。前者は行動を増強し、後者は行動を減弱

させる。かくして、行動の変化はドーパミンの増減と密接に関連する。  

 ２）内側皮質辺縁路～腹側被蓋ニューロンを起始部とし線状体腹側、中隔核、扁桃体、

分界条基底核に投射する。この経路は別途前頭葉にも投射し、皮質深層（Ⅴ層、Ⅵ層）に

分布する。いずれの経路も GABA 作動性ニューロンを興奮させる。内側皮質辺縁路ドーパ

ミンは、特に皮質下において、摂食、摂水、性行動などの欲求行動の制御と深い関連を有

する。従って動機付けや報酬の神経機構と考えられる。この経路の化学的もしくは電気的

刺激は動物の環境探索行動を増大させる。またこの経路に含まれる脳部位に電極を埋め込

み、動物がキイを押すと電流が流れる条件下（脳内自己刺激）では、動物のキイ押しは飛

躍的に増大する。ヒトの薬物嗜癖はこの経路の活動性増強によると考えられる。逆にこの

経路の活動性低下は随意行動や強化を減少させる。帯状回は内側皮質辺縁路と密接な相互

線維連絡を有している（表１９－１）。この経路を介して前頭葉は欲求、動機付けを制御

していると考えられる。ヒトでこの経路の損傷は時に極度の無感動と随意運動の欠如を特

徴とする無動性無言を生じさせる。  
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 ドーパミンを介する前頭葉と内側皮質辺縁路の相互作用は高次脳機能の制御にも関係す

る。パーキンソン病における高次脳機能障害は前頭葉ドーパミン枯渇によるところが大き

い 3。統合失調症のドーパミン仮説は古くから主張されてきた。皮質下におけるドーパミ

ン過剰は妄想、幻覚などの陽性症状に関連し、皮質におけるドーパミン枯渇は自閉、感情

鈍麻、意欲・自発性低下などの陰性症状に関連すると考えられている。剖検、形態画像解

析では、統合失調症の内側皮質辺縁路に変化を認めるとする報告が少なくない。また、前

頭葉におけるドーパミン低下は、運動プログラムの形成、作業記憶、などの高次脳機能の

障害をも生じさせる。その詳細については本章の以下の節で検討する。  

                                                 

 

２．３ ノルアドレナリン  

ファスターによれば、ラットの大脳皮質に投射するノルアドレナリン線維は両大脳半球

の前頭極から皮質内に入り、頭部→尾部の方向に走りながら分岐し、様々な領野に投射す

る。ノルアドレナリン線維は皮質の６層のいずれにも終わるが、Ⅳ層、Ⅴ層に終わるもの

が も多い。サルでも同様の分布が観察されている。ただし、サルのノルアドレナリンニ

ューロンの投射はⅡ層～Ⅳ層までの中間層に多く終わっている。サルでもノルアドレナリ

ンの濃度は後方より前方で高いが、 も高い領野は後中心回の第一次感覚野である。  

ノルアドレナリンは覚醒水準と密接な関係を有する。ノルアドレナリン作動性ニューロ

ンの活動性は睡眠中より覚醒時に活発である。刺激が提示されるとその活動性は特に増大

する。すなわち、ノルアドレナリンは注意と関係している。ノルアドレナリンの枯渇は学

習や記憶には余り影響を及ぼさない。しかし妨害刺激が存在するような複雑な学習場面で

は、ノルアドレナリン枯渇は学習を大きく障害する。前頭葉におけるノルアドレナリン作

動性ニューロンの活動性増大は課題遂行時の反応のSN比を増大させる。後に詳しく述べる

が、前頭葉の重要な機能として、計画、推論、心的柔軟性などのいわゆる遂行機能がある。

ノルアドレナリン受容体α２のアゴニストであるクロニジンやグアンファシンの投与は遂

行機能課題の成績を向上させる。α２受容体は後シナプスのヘテロ受容体および前シナプ

ス自己受容体 4として存在する。遂行機能に関連するのは前者と考えられている。α２は

作業記憶 5にも関係している。カテコールアミン枯渇や加齢によって生じた作業記憶の障

 
3 第１５章参照。 
4 ヘテロ受容体は複数の神経伝達物質の受容体として機能する。自己受容体は自らの放出

した神経伝達物質の受容体として機能する。 
5 第２１章参照。 

１９-23 
 



第１９章 

害はα２受容体アゴニストの投与によって改善される。逆にα２受容体アンタゴニストは

作業記憶関連ニューロンの活動を抑制する。なおα１受容体も作業記憶に関与している。

多量のアドレナリンの投与は作業記憶を低下させる。この効果はノルアドレナリンがα１

受容体を刺激することによると考えられている。α１受容体アゴニストを直接前頭葉に投

与した場合も作業記憶成績は低下する。すなわち作業記憶に対してα１受容体とα２受容

体は逆の作用を有する。  

 

２．４ セロトニン  

 前頭葉におけるセロトニン濃度は余り高くない。セロトニン受容体には様々の種類があ

る（表５－５参照）。前頭葉では、5-HT1A、5-HT1D、5-HT1E、5-HT2A などが存在す

る。セロトニンはドーパミンを介する前頭葉―皮質下間の相互作用を修飾する役割を担っ

ている。例えば、セロトニンはドーパミンニューロンの活動を抑制する。この作用はドー

パンミンニューロンの細胞体および軸索にある後シナプス 5-HT2 受容体を介してその放

電頻度とドーパミン放出を抑制することである。さらに前頭葉の GABA 含有錐体細胞には

5-HT1A 受容体があり、セロトニンはこの受容体を介して錐体細胞の過分極を引き起こす。 

 セロトニンは怒り、感情、記憶、性行動、欲求などに関連を有する。前頭葉損傷に伴う

多く症状の発現にはセロトニン機能の障害が関与している。欲求の低下、攻撃性や衝動性

の増大、などはいずれも前頭葉におけるセロトニン枯渇と関連を有している。  

セロトニンは鬱病の発症に深く関与している。鬱病では前頭葉および帯状回の活動低下

が認められるが、これはセロトニンの作用による 6。選択的セロトニン再取り込み阻害剤

（SSRI）は鬱病の有力な治療薬である。強迫行動を示す患者でも前頭葉眼窩部および尾状

核の活動過剰があり、この場合もSSRIは有効な治療薬である。セロトニンは統合失調症の

発症にも関与している。いわゆる「非定型抗精神病薬」は、従来から用いられてきた定型

抗精神病薬に比して、①陰性症状にも効果がある、②錐体外路症状などの副作用が少ない、

という特徴を有する。その一種であるクロザピンはD2 受容体に対する拮抗作用と共に

5-TH2 受容体にも拮抗作用を有する。その作用は前頭葉および線状体のドーパミンニュー

ロンに対するセロトニンの抑制作用の低減であると考えられている。  

                                                  
6 ただし、抗鬱薬にはセロトニンに明らかな影響を及ぼさないものもある。セロトニンだ

けが鬱病に関与している訳ではない。例えば、ノルアドレナリンも鬱病に深く関係してい

る。 
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３．要素的運動機能 

  

 脳幹部や脊髄にある運動神経核に直接投射している大脳皮質領野は前頭葉だけである。

この解剖学的特性を背景に、前頭葉は運動機能と密接な関連を有している。運動野や運動

前野の損傷は顔面、頭部、口・舌、四肢の運動麻痺、眼球運動障害を生じさせる。前頭前

野の損傷では狭義の運動麻痺は生じないが、病的反射、眼球運動障害、歩行障害などが生

じる。  

 

３．１ 反射  

３．１．１ 深部反射、表在反射  

第一次運動野の損傷では、①筋紡錘の伸展による深部反射の低下または亢進、②皮膚刺

激による表在反射の減弱または消失、③病的反射、が認められる。  

 

３．１．２ 病的反射  

 前頭前野損傷者では健常者では見られない以下の病的反射が出現する。  

 １）把握反射～病巣対側の上下肢が、患者の意志に反して対象物を把握しようとする現

象である。乳幼児には正常に認められる反射であるが、成人で認められる場合は対側の前

頭葉損傷が疑われる。  

 ２）手探り反射～患者の手から物を取り去ると、それを手探りでとろうとし、眼で追い

かける。あたかも患者の手が磁気で引かれるようである。把握反射より出現頻度は低い。  

 ３）口とがらし反射～上唇の中央を軽く刺激すると唇が突出し、唇にしわができ、とが

り口になる。この反射は前頭葉損傷のみならず錐体外路系の損傷でも認められる。  

 ４）吸入反射～口を軽く開かせ、上唇から口角にかけて刺激すると口を尖らせて乳児が

乳を飲むような運動が生じる。  

 ５）緊張性足底反射～足底反射検査 7に際して足指屈曲が生じ、刺激がなくなっても反

射が持続する。  

                                                 

 ６）交差屈曲反射～下肢または上肢を受動的に屈曲させると対側も自動的に屈曲する。  

 病的反射の出現機序は、前頭前野損傷に伴って低次の運動中枢への抑制が解除されたこ

 
7 足指の足底面や足背の打叩によって足指が足底方向に屈曲する。足底の外縁をゆっくり

とかかとから上方にこすると母指が足底方向に屈曲する（ババンスキー反射）。 
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とによると考えられている。  

 

３．２ 筋緊張（トーヌス）の異常  

 前頭葉損傷者は筋緊張に異常を来す。これは前頭葉背外側部、特に運動前野の損傷で生

じやすい。クライストの「ゲーゲンハルテン」は もよく知られている。検者が患者の四

肢を伸展（屈曲）させようとすると、患者はこれに抵抗するように四肢を屈曲（伸展）さ

せる。患者はこのことを自覚していないし、抑制することも出来ない。筋緊張の亢進であ

る「強剛」とは異なる。強剛では屈曲や伸展に際して丁度鉛管を曲げるような抵抗（鉛管

様固縮）がある。パーキンソン病では抵抗が非連続的に変化する「歯車様固縮」が認めら

れる。ゲーゲンハルテンではこのような現象は認められない。「パラトニア」、「対抗運

動」と呼ばれることもある。  

 

３．３ 運動麻痺  

第一次運動野の一側損傷では対側の片麻痺、単麻痺（上肢または下肢の麻痺）が認めら

れる。第一次運動野の両側損傷では顔面、頭部、口・舌、四肢の運動麻痺が出現する。ミ

ルナーらによれば、運動前野、前頭前野の損傷に伴う運動障害には以下の性差が報告され

ている。  

１）筋力低下～左前頭葉損傷により、男性では右手の握力、女性では両手の握力が低下

する。  

 ２）タッピング速度～女性では左右いずれの前頭葉損傷でも片手のタッピング速度は低

下する。両手で同時に遂行するタッピング速度は男女とも低下する。  

 

３．４ 眼球運動障害  

サルの前頭葉には「前頭眼野 (FEF)」と呼ばれる領野がある (図１９－１０、８A)。この

領野は眼球運動の開始や制御に密接に関係している。ヒトの前頭葉におけるFEF対応領野

の正確な位置は明らかではないが、サルと同じく８野周辺と考えられている。眼球運動中

枢は上丘である。前頭眼野は尾状核や黒質を介して直接上丘に線維投射している。前頭眼

野を中心とする前頭葉損傷は種々の眼球運動障害をもたらす。ラフェルによればその臨床

１９-26 
 



第１９章 

像は以下のごとくである。急性期には損傷対側の半側無視症状が出現するが 8、これは早

期に消失する。随意眼球運動の潜時は損傷対側で遅延する。反射眼球運動の潜時は逆に損

傷同側で遅延し随意眼球運動の潜時より遅くなる。前頭葉損傷患者では新たに提示された

刺激に注目することが少なくなる。これはFEFの機能障害の現れである可能性がある。８

野周辺の損傷に伴う前頭葉発作では、損傷対側への頭部および眼球の偏倚が生じる。  

神経学では古くから一側前頭葉損傷では損傷側へ眼球が偏倚し（共同偏視）、対側への

飛越眼球運動が障害されると考えられてきた。これについては近年種々の議論がある。ス

タイナーとメナムは左右いずれの前頭葉損傷でも共同偏視が生じることを報告した。一方、

デ・レンジらは前頭葉以外の領野の損傷でも共同偏視が生じると述べている。彼らによれ

ば、左大脳半球損傷では損傷領野に関係なく注視麻痺が生じる。右前頭葉損傷では注視麻

痺は希にしか生じない。むしろ前頭葉以外の右大脳半球領野の損傷で注視麻痺が生じ、そ

の程度は左大脳半球損傷より重度で障害の持続時間も長い。前頭葉以外の右大脳半球損傷、

例えば頭頂葉損傷や内包損傷によって注視麻痺が生じることは他の研究者によっても報告

されている。  

 

３．５ 歩行、姿勢の異常  

  第一次運動野損傷では運動麻痺に伴う歩行障害が認められる。前頭前野損傷者では運動

麻痺がないにもかかわらず時として歩行障害が認められる。小刻み歩行、前方突進 9を伴

うバランス障害、さらには歩行失行 10も認められる。歩行失行は水頭症などに脳内圧亢進

によって前頭葉が圧迫された場合に出現する。  

                                                 

 歩行中体のバランスを失って倒れる現象は「前頭葉失調」と呼ばれることがある。側方

より後方への転倒、四肢よりも体幹の障害が前頭葉失調の特徴と考えられている。  

 前頭葉損傷者は時に異様な姿勢を取ることがある。まるで蝋人形のように特定の姿勢を

取り続けることもある。これらはかって「カタレプシー」と呼ばれ、統合失調症において

多く認められた。前頭葉損傷者のカタレプシーについても報告がある。  

 

 

 
8 第９章参照。 
9 パーキンソン病で認められる。体が前方に傾くので、重心を追いかけるように次第に歩

行が速くなり、駆け足のようになる。 
10 第８章参照。 
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３．６ 排泄障害  

 前頭葉白質損傷によって失禁が生じ場合がある。これは正常圧水頭症患者で認められる。

前頭葉が括約筋の制御に関与していることを示す。前頭葉損傷者ではしばしば異常な排泄

行動の障害が認められる。患者は公の場所で平気で排泄する。両側の前頭葉内側部の損傷

者が多い。これは社会的認識および行動抑制機能の障害と考えられる。詳細は後述する。  

 

４．感覚、知覚、認識 

 

サルの前頭葉に嗅覚野が存在することは解剖学的並びに生理学的研究によって明らかに

されている。ヒトでも前頭葉に嗅覚野があることが機能画像解析の結果から確認されてい

る（図１９―１４）。この事実に対応して、前頭葉損傷は嗅覚障害を生じさせる。他方、

視覚、聴覚、体性感覚の各様相では視床特殊核から前頭葉への直接的線維投射はない。こ

の事実に対応して前頭葉損傷によってこれらの様相の狭義の感覚障害や失認は生じない。

しかしより高次の認識レベルではこれらの感覚様相でも種々の障害が生じる。  

 

 

図１９－１４ ヒト前頭葉眼窩部の嗅覚野  

嗅刺激に対する脳活動性を fMRI によって測定した１２の研究におおける 大活性化  

領野を表示した。左右いずれの眼窩部でも活性化が認められるが、右大脳半球で活性  

化を認めた研究が多い。  
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４．１ 嗅覚  

サルの前頭葉および視床の破壊は嗅覚弁別障害を生じさせる。ヒトの前頭葉損傷者でも

嗅覚障害が生じることが報告されている。嗅覚刺激の検出は保たれているが、それがどん

な臭いであるが判断出来ない「嗅覚失認」の臨床像を呈する。左右いずれの前頭葉損傷で

も嗅覚障害が生じるが、両側前頭葉損傷もしくは右前頭葉損傷でより重度の障害となる。

左前頭葉損傷者では左鼻腔に提示された刺激の弁別のみが障害されるが、右前頭葉損傷者

では左右いずれの鼻腔に提示された刺激に対しても障害を示す。なお、視床損傷でも嗅覚

障害が生じるがより軽度である。  

 

４．２ 視覚  

前頭葉損傷による視覚障害として以下の症状が報告されている。  

１） 逆転視～視覚世界の上下が逆転して感じられた症例が報告されている。CT では  

左大脳半球底部の巨大な膿瘍と右前頭葉底部の小さい膿瘍が見出された。  

 ２）視覚構成行為障害～ブロックデザイン（積み木による模様の構成）、ベンダー・ゲ

シュタルト・テスト（図形模写）などの成績は前頭葉損傷者で低下する。  

 ３）妨害刺激の影響～通常の描画課題や顔照合課題は前頭葉損傷によって障害されない。

しかし妨害刺激が提示されると成績は低下する。例えば顔照合課題で、正刺激と妨害刺激

のヘアスタイルが同じであったりすると、右の頭頂葉もしくは前頭葉損傷者は左の同じ領

野損傷者より成績が不良となる。ベンダー・ゲシュタルト・テストを制限時間なしで実施

すると健常者と同水準であるが、時間制限を設定すると成績は不良となる。  

 ４）多義的図形認識障害～ルビンの多義的図形（図１９－１５）のように二つの像（盃、

横顔）として認識可能な図形の認識は前頭葉損傷者で侵される。彼らはいずれか一方の像

しか認識出来ないことが多い。この障害は左右いずれの前頭葉損傷でも生じる。また、背

外側部、内側部、眼窩部いずれの領野の損傷でも生じる。前頭葉損傷者の成績は健常者と

の比較のみならず他の（視覚と関連が深い）領野の損傷者との比較でも低下している。単

なる知覚の障害ではなく、外的手掛かりなしに認識を変換あるいは反転することの障害と

解釈されている。  

５）プリズム眼鏡適応障害～外界が 30°傾いて見えるプリズム眼鏡を着用すると、健常

者は 初混乱するが時間経過と共に適応する。前頭葉損傷者では適応出来ない。  
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図１９－１５ ルビンの多義的図形  

杯、女性の横顔のいずれにも見える。  

 

６）空間失見当～前頭葉損傷によって見当識障害が生じるか否かは議論がある。自己中

心的定位は保たれるが外界中心的な定位は障害されるとの報告がある。フローベルは次の

実験結果を報告している。被験者は仮想的な町の地図を与えられて、架空の旅行者が出発

点からある建物に行くのにはどの路を通ればよいか尋ねられる。 初の試行では被験者と

旅行者の地図上の位置は同一に設定される。前頭葉損傷は健常者と同様に課題を遂行出来

る。第二試行以降では地図上の位置は被験者と旅行者では異なって設定される。前頭葉損

傷者は課題解決が困難になる。この結果は外界中心的な定位の障害と解釈された。  

 ７）相貌・表情の認識障害～前頭葉損傷に伴って顔や表情の認識障害が生じる。相貌に

対する純粋な視覚認識の障害である相貌失認 11と異なり、顔や表情の社会的意味の認識が

障害される。この障害は対人関係や社会生活にしばしば重大な影響を及ぼす。詳しくは第

２０章で検討する。  

 

４．３ 身体体験  

閉眼状態において自分の手足が自分のものかどうか判断出来ず、左右も弁別出来なくな

る「他人の手徴候」 12は前頭葉損傷で生じる。四肢が自己の意思とは独立に運動している

ように感じられる「無法の手」 13も前頭葉損傷者で認められる。  

 

                                                  
11 第９章参照。 
12 第９章参照。 
13 第１２章参照。 
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５．注意  

 

ヒトの前頭眼野は８野周辺と考えられている。注意課題遂行時にはこの領野の活性化が

認められる。前述のごとく、前頭眼野は眼球運動にも関係している。注意課題の多くは眼

球運動を測度としているので、注意課題遂行時前頭眼野が活性化されたとしても、それが

眼球運動に関係した活性化であるか注意に関係した活性化であるかが問題となる。メスラ

ムらは、反射的眼球運動時と刺激への選択的眼球運動時の前頭眼野の活性化の程度を比較

し、後者から前者を減じてもなお有意な活性化が残っていることを示した。かくして前頭

眼野が注意と関連を有することが確認されたが、前頭葉と注意に関する研究を概観すると、

補足運動野ならびに前頭眼野を含む前頭葉背外側部が注意に関係する領野と考えられる。  

 

５．１ 定位反応  

 予期しない新規な刺激が提示された時、生体はそれがどんな刺激であるか判別し、それ

に適切に反応する必要がある。これを「定位反応」という。前頭葉損傷者では定位反応の

障害が認められる。ナイトらによる以下の実験結果が報告されている。前頭葉損傷者にお

ける予期刺激の検出およびそれに対する反応は行動的にも電気生理学的にも健常者と異な

らない。しかし、予期しない刺激に対する反応には違いが認められる。健常者では新奇刺

激に対して事象関連電位 (ERP)の潜時 300msec.の成分（P300）が前頭葉で明瞭に認めら

れる 14。前頭葉損傷者ではこのP300 の振幅は前頭葉ではなく頭頂葉で 大であった。  

 新奇刺激が繰り返し提示されると反応は次第に減弱する。これを定位反応の「慣れ」と

いう。前頭葉損傷者では慣れが生じにくいとする報告がある。  

 

５．２ 選択的注意  

 前頭葉は選択的注意、すなわち当面の課題遂行に関係する刺激（以下関連刺激）にのみ

注意し、関係のない刺激（以下非関連刺激）に対する注意を抑制する機能に深く関与して

いる。ナイトらは前頭葉損傷者および側頭頭頂葉損傷者を対象として選択的注意課題にお

ける ERP を測定した。選択的注意課題遂行時、関連刺激に対する潜時 80～130msec.の

N1 成分の振幅は大脳皮質全般で増強される。これは非関連刺激に対する抑制機能の現れ

と考えられた。前頭葉損傷者では N1 の振幅は低下した。次に、ナイトらは刺激依存性（外

                                                  
14 第２章参照。 
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発性）反応と注意依存性（内発性）反応に対する前頭葉外側損傷の影響を検討した。右耳

と左耳へ異なる刺激が提示され、被験者は一方の耳にのみ注意するよう教示された。健常

者では非関連刺激に対する ERP 振幅が低下する。前頭葉損傷者では、損傷対側に提示さ

れた非関連刺激に対する ERP 振幅の低下は認められなかった。ナイトらはこの結果を抑

制あるいはフィルター機能の障害と解釈した。このフィルター機能障害は前頭葉損傷者に

しばしば認められる転動性亢進（非関連刺激に対する反応亢進）の原因と考えられた。ま

た、前頭葉損傷者では関連刺激に対する ERP 振幅が健常者より低下していた。これも選

択的注意障害の現れと理解された。右前頭葉損傷者では、左耳に対する選択的注意反応の

みが減弱し、右耳に対する反応は正常であった。この知見は右前頭葉損傷者に認められる

左半側無視症状（詳細は後述）に対応する。左前頭葉損傷者では左右いずれの耳への反応

も減弱していた。関連刺激に対する注意反応はこの刺激が非関連刺激の直後に提示される

場合は減弱するが、非関連刺激の直前に提示される場合は正常であった。このデータは前

頭葉が選択的注意の実行者ではなくその修飾者として機能していることを意味する。特に

右前頭葉は感覚入力のフィルターあるいは修飾者として機能している。  

前頭葉損傷者における選択的注意の障害は他の研究者によっても報告されている。ギト

ンらは、側頭葉損傷者および前頭葉損傷者を対象に、①提示された刺激と同じ方向を見る

プロサッカデック課題、②提示された刺激と逆方向を見るアンチサッカデック課題、の二

つの課題を実施した。側頭葉損傷者の成績は健常者と同じであったが、前頭葉損傷者はア

ンチサッカデック課題で成績が低下した。すなわち、刺激に対する反射的な眼球運動を抑

制することに障害を示した。この障害は背外側前頭眼野対応領野の損傷で特に顕著であっ

た。ポスらは、前頭葉損傷者を対象に、①周辺部に提示される無意味な妨害刺激を無視し

て視野中央の凝視を継続する課題、②周辺部に提示される有意味な刺激を無視して視野中

央の凝視を継続する課題、の二つの課題を実施した。腹外側損傷者は左右いずれの視野の

刺激に対しても反射的眼球運動抑制が困難であった。内側損傷者は損傷対側視野の刺激に

対してのみ反射的眼球運動抑制が困難であった。従来の研究と異なり、背外側損傷者は障

害を示さなかった。著者らは選択的注意に関して前頭葉内に機能分化があり、補足運動野

―帯状回が反射的眼球運動抑制障害の責任病巣であると考察している。  

選択的注意に関わる抑制機能のより詳細な局在については種々議論がある。ポスナーら

は前頭葉背外側部、ファスターらは前頭葉腹内側部を重視している。  

機能画像解析研究では、選択的注意課題で８野、４５野、４６野、４７野の活動性増大
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が報告されている。特に右前頭葉内側部、背外側部で活動性増大が顕著である。また活動

性増大はいかなる感覚様相でも生じ、「超様相的」な現象である。  

 

５．３ 持続的注意  

 前頭葉損傷者では持続的注意、すなわち一定時間特定刺激に注意を向け続ける働きに障

害が認められる。連続的に刺激が提示され、希に提示される新奇な刺激を検出する課題で、

前頭葉損傷者の成績は不良である。また、刺激が新奇であるか否かを判断する基準が変動

する。ウィルキンスらは連続的に提示される聴覚刺激または触覚刺激を数える課題を用い

て持続的注意について検討した。大脳前方領野損傷者、特に右前頭葉損傷者の成績が不良

であった。グッドグラスらは前頭葉損傷者では連続単純反応課題の成績が低下することを

明らかにした。成績は右前頭葉損傷者で も不良であった。左前頭葉損傷者では実験後半

の試行で誤りが増大した。これらの事実は前頭葉損傷者では持続的注意が障害されている

ことを示唆する。  

機能画像解析では、持続的注意課題で８野、４５野、４７野の活動性増大が報告されて

いる。①次第に明るさが減少していく小光点を注視し続けながら自分のつま先に与えられ

る刺激の中断を検出する課題遂行時には右前頭眼野、右中前頭回の活動性が増大する、②

連続的に提示される視覚刺激の速度、形、色彩の変化を検出する課題遂行時、外側眼窩部

の活動性が増大する、③連続的に提示される視覚刺激系列中に青い M、赤い H が続いて提

示されるのを検出する課題では前頭葉内側部の活動性が両側性に増大するが、左前頭葉の

活動性がより増大する、④１秒に１個づつ 200～300 個連続提示される数字から特定の数

字系列を検出する課題遂行時には右前頭前野の活動性が増大する、などの報告がある。  

 

５．４ 視覚的走査  

 前頭葉損傷に伴って組織的な視覚的走査が障害される。1950 年代チューバーらは、前頭

葉損傷者を対象に、視野全体にばらまかれた 48 個の異なる形態の図形の中から中央に提

示された図形と同じ図形を検出する課題を実施した。前頭葉損傷者は検出に要する時間が

延長した。特に損傷大脳半球対側に提示された刺激の検出に長時間を要した。  

 ルリアは前頭葉損傷者が状況画などの複雑な画像の意味の理解が障害されることを示し

た。彼によれば、その原因は画像の視覚的走査の障害である。積極的な視覚的走査は減少

し、走査の仕方は非組織的で画像全体を走査することが出来ない（図１９－１６）。第９
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章で述べたように、この症状は現在「背側型同時失認」と呼ばれている。  

 

 

図１９－１６ 前頭葉損傷の画像探査時の眼球運動  

    左上の画像が提示される。他は画像探査時の眼球運動である。  

    画像全体が走査されることはない。  

 

５．５ 無視症状  

５．５．１ サルにおける無視症状  

 サルの前頭眼野は８Ａ野である（図１９－１０）。その破壊は対側視野の無視を引き起

こす。破壊サルは対側視野内における刺激定位が困難となり、餌を拾うこともしなくなる。

サル前頭眼野は他の前頭葉領野、頭頂葉、側頭葉、帯状回、視床と密接な線維連絡を有す

る（図１９－１１、表１９－１）。特に、頭頂間溝外側 (LIP)、７ａ野と密接な相互線維連

絡を有し、運動前野、線状体、上丘、視床下核へは遠心性に投射している。これらの投射

は視覚走査や環境探索に必要な頭部、眼球および四肢の運動制御に直接関与している。前
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頭眼野へは視覚連合野である１９野や下側頭回からの投射がある。このことはかなり早い

段階の視覚情報処理の結果が前頭眼野に伝達されることを意味する。また、前頭眼野へは

帯状回などの大脳辺縁系からの投射もある。これらの線維連絡の存在から考えて、前頭眼

野が個体の動機づけに基づく環境探索に関与していることは十分うなずける。  

 

５．５．２ ヒトにおける無視症状  

５．５．２．１ 運動性無視症状  

ヒトでも前頭葉が無視症状に関係することは第９章で述べたごとくである。右前頭葉損

傷に伴う無視症状は当初眼球運動や頭部の偏倚によるとされた。その後の研究では、眼球

運動や頭部の偏倚は無視の原因ではなくむしろ結果であるする考えが有力である。この見

解を支持するデータとしてバターらが行った右前頭葉背側部梗塞に伴う左半側無視患者の

眼球運動に関する研究がある。バターらの実施した課題は上述のギトンらの課題と同じプ

ロサッカデック課題とアンチサッカデック課題であった。眼球運動障害の指標として、  

①左空間感覚無視～アンチサッカデック課題で左視野刺激に対する右方眼球運動の欠如、

プロサッカデック課題で左視野刺激に対する左方眼球運動の欠如。  

②左空間運動無視～アンチサッカデック課題で右視野刺激に対する左方眼球運動の欠如、

プロサッカデック課題で左視野刺激に対する左方眼球運動の欠如。  

③左空間への視線固定～アンチサッカデック課題での左方眼球運動の欠如。  

の三つが用いられた。無視患者の①の指標は発病当初は健常者より劣っていたが後に正常

化した。②の指標は５ヶ月以上持続した。③の指標は経過と共に悪化した。損傷大脳半球

同側への眼球運動の潜時と対側への眼球運動の潜時には差がなかった。頭頂葉損傷に伴う

無視患者では損傷対側への眼球運動の潜時は延長した。以上の事実から、バターらは眼球

運動に対する役割が前頭葉と頭頂葉では異なると考えた。少し単純化して表現すると、頭

頂葉損傷者の眼球運動障害は刺激布置の影響を受けるが前頭葉損傷者のそれは刺激布置の

影響を受けない。前頭葉損傷者では無視症状と眼球運動障害は相互に独立である。また、

前頭葉損傷に伴う無視症状は運動性の無視症状として出現する。  

ハイルマンらも右前頭葉損傷に伴う無視症状は左視野に対する探索障害であるとし、「一

側性運動低下」と呼んだ。彼らのグループは以下の研究結果を報告している。右運動野お

よび前頭前野損傷者では左視野に刺激が提示された場合、左右いずれの視野への眼球運動

も障害される。右視野に刺激が提示された場合、右視野への眼球運動は障害されないが左
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視野への眼球運動は障害される。この事実は刺激を認識出来ないことだけでは説明出来な

い。すなわち運動性無視症状は感覚性の無視症状とは独立に存在する。  

 

５．５．２．２ 感覚性無視症状  

前頭葉損傷に伴う無視症状が全て運動性のものとは限らない。感覚性の無視症状が出現

する場合もある。スピヤーらはてんかん患者の術前評価の目的でワダ法 15を実施した。右

頸動脈へのバルビタール投与に伴い文字抹消課題で左視野の成績が低下した。この左視空

間無視症状に伴って右前頭葉の脳波が徐波化した。無視症状の消失と共に徐波も消失した。

両耳分離聴検査 16でも左耳入力の無視が出現した。  

両側に刺激が提示されると病巣対側の刺激を無視する「消失」は各感覚様相で認められ

る 17。右前頭葉血腫に伴って視、聴、触覚の各感覚様相で消失を示した症例が報告されて

いる。前頭葉損傷に伴って図形模写、刺激抹消などの課題で半側無視症状を示すが、純粋

な運動課題では視野間に差が認められない症例も報告されている。  

 前頭葉損傷によって何故感覚性の無視症状が出現するか。以下の仮説が提出されている。 

 １）前頭葉―頭頂葉間の線維連絡の離断～深部白質損傷により視覚、触覚において無視

症状を呈した症例が報告されている。  

 ２）視空間認識に関する左右大脳半球機能差～視空間認識は一般的には右大脳半球優位

とされているが 18、前頭葉では左が優位であるとの報告がある。例えばヴェラーとペルミ

の報告では半側無視の出現率は、  

   中心溝後方損傷～右損傷者 67％、左損傷者 45% 

中心溝前方損傷～右損傷者 20％、左損傷者 75% 

である。視空間認識は左前頭葉と右頭頂葉が関連している。左前頭葉は視覚表象の生成に

も関与している。第９章で述べたごとく、視覚表象生成の障害は無視症状を引き起こす。

左前頭葉損傷によって視覚表象生成障害が生じるなら、二次的に無視症状が出現する。  

３）選択的注意障害～前頭葉は選択的注意に関与している。連続的に提示される刺激か

ら新奇刺激を検出する課題の成績は前頭葉損傷者で低下する（上述）。一側前頭葉損傷に

よってこの選択的注意の障害が損傷対側空間に生じれば、半側無視の症状が出現する。  

                                                  
15 第６章参照。 
16 第６章参照。 
17 第９章参照。 
18 第９章参照。 
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６．知能 

 

６．１ 一般知能  

第１６章および第１８章で述べた変性疾患に伴う認知症を除いて、前頭葉の限局性損傷

によって狭義の一般知能障害は生じない。すなわち前頭葉損傷者では通常の知能検査成績

は低下しない｡ウェリントンらは脳損傷部位と WAIS 成績との関係について多数の症例を

対象に詳細な検討を行った。結果は表１９－２に示すごとくであった。左右いずれの左前

頭葉損傷者においても大きな IQ の低下は認められない。他の研究者の報告でも前頭葉損

傷者の WAIS 成績の平均は 100 前後である。ビネー式知能検査の成績も受障直後は多少低

下するが、その後ほぼ正常（IQ100 前後）にまで回復する例が多い。  

 

表１９－２ 局所脳損傷者の WAIS 検査成績  
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６．２ 情動的知能  

それでは、前頭葉損傷によって知的機能が全く障害されないのかと言うとそうではない。

近「情動的知能」と言う言葉がよく聞かれる。情動的知能は「他者や自分の感情・動機

を理解し、適切に処理する能力」と定義される。前頭葉損傷者ではこの情動的知能が大き

く障害され、通常の社会生活を営めなくなる。情動的知能は知能検査の測定対象である「言

語的知能」、「数理的知能」、「空間的知能」などとは異なる。しかし情動的知能は一種

の知的機能であり、「社会的知能」あるいは「社会的認識」とも呼ばれる。前頭葉損傷に

伴う情動的知能あるいは社会的知能の障害については第２０章で検討する。  

 

６．３ 遂行機能  

ヒトの知的機能の中で問題解決や意思決定は も高次な機能であろう。知能検査の創始

者であるビネーは知能の働きとして次の三つをあげた。  

１）指向性～目的に対して適切な手段を発見する過程。ビネーの言葉では「目的は常に

コントロールされていなければならない。人は方向をもった観念によって働かなければな

らない。・・・・思考の複雑さと持続性は思考の持つ方向指示能力の表れである」。 

 ２）訂正と批判～ビネーは次のように述べている。「知能はコントロール装置であり、・・・

いわば一歩退いて外界をよく見きわめる働きであり、同時に、どういう手段をとれば目標

を手に入れることが出来るかを判断するために、自己の内部で熟考する働きでもある。・・・

この選別作用がなくては、適応は成功しない」。 

 ３）適応～ビネーは言う。「人間が進化するためには、ちょうど四つ角で路を選ぶよう

に、常にいくつかの状況、いくつかの観念、いくつかの手段の中から、どれかを選ぶ必要

があるが、そこに思考が成立するのである」。 

 現在このような機能は「遂行機能」と呼ばれている。前頭葉損傷者では遂行機能が強く

障害される。これについては第２２章で詳しく検討する。  

 

７．記憶 

 

７．１ 短期記憶  

  １）言語および空間短期記憶～前頭葉限局性の損傷で言語短期記憶や空間短期記憶が障

害されるか否かは賛否両論ある。短期記憶が障害されたとする報告で用いられている課題

１９-38 
 



第１９章 

の多くは、情報を短時間保持するだけではなく、何らかの情報処理をも含む課題である。

近の用語では作業記憶課題である。情報を短時間保持する課題自体は前頭葉損傷では障

害されないと考えられる。作業記憶については第２１章で詳しく検討する。  

 ２）嗅覚短期記憶～右前頭葉切除者で嗅覚情報の短期的保持（２０分程度）が障害され

たとの報告がある。ただし、この障害が嗅覚弁別や嗅覚認識の障害による二次的な障害で

あるか否かは明確にされていない。  

 

７．２ エピソード記憶  

 前頭葉損傷者では狭義のエピソード記憶の想起障害、すなわち健忘症状は生じない。こ

のことは第１１章で述べたごとくである。しかし前頭葉損傷者のエピソード記憶は完全に

保たれている訳ではない。前頭葉損傷者のエピソード記憶については以下の事実が報告さ

れている。  

 前頭葉損傷者は記銘の段階で刺激の重要な側面を適切に処理することが出来ない。想起

の段階でも想起の手がかりを適切に利用することが出来ない。すなわち前頭葉損傷者は記

憶成績を向上させる適切な戦略を用いることが出来ず、結果として自伝的記憶などのエピ

ソード記憶の想起が障害される。例えば、意味的にいくつかの群に分類可能な多数の項目

を記憶する場合、健常者は自発的に項目を意味グループに分類して課題を容易にする戦略

を採用する。前頭葉損傷者は項目が意味グループに分類可能なことに気がつかず、気がつ

いてもそれを想起に役立てようとしない。そのため想起の成績が低下する。  

 前頭葉損傷者では条件連合学習、すなわち一群の刺激中の特定の刺激と一群の反応中の

特定の反応とを結びつける課題で障害を示す。ペトライデスらは、一側前頭葉もしくは側

頭葉切除例を対象として、六つの空間位置と六つのカードを連合させる課題を実施した。

健常者と比較して、左右前頭葉損傷者の成績は低下していた。記憶材料が言語的か空間的

かに関係なく障害が認められ、左右いずれの前頭葉損傷者も障害を示した。一方、側頭葉・

海馬領域切除例では、右側切除例は空間刺激で障害を示し、左側切除例は言語刺激で障害

を示した。類似の結果は他の研究者によっても報告されている。  

第１１章で述べた HERA 仮説によれば、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。スタスらによれば、語リストの再生課題において右前頭葉損傷者

の成績は試行毎に大きく変動する。これは HERA 仮説を支持する結果である。  

 前向抑制は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
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る現象である 19。前頭葉損傷者は健常者より前向抑制を受けやすい。類似した刺激材料リ

ストの学習を続けた後、刺激材料を変えると成績が向上する。これは「前向抑制からの解

放」と呼ばれる。前頭葉損傷者は前向抑制からの解放が生じにくいことが報告されている。

これは前頭葉損傷者では課題に無関係な外的刺激の排除が困難であることを意味する。シ

マムラらはこれを「フィルタリング機能の障害」と呼び、前頭葉損傷に伴う記憶障害は基

本的にフィルタリング機能の障害に起因するとしている。  

 第２０章で詳しく述べるように、前頭葉眼窩部は感情と密接に関連している。日常経験

からも明らかなように、強い感情と結びついた体験は記銘されやすいし、再生されやすい。

前頭葉眼窩部損傷に伴い、強い感情と結びついた体験の記銘や再生が障害されることが報

告されている。彼らは過去を生き生きと追体験することが出来ない。レビンらの研究によ

れば、健常者に比較して、前頭葉眼窩部損傷者は自伝的記憶の内的体験（何を認識したか、

どのように感じたか、など）を詳細に想起することが困難であるが、外的事実（日時、場

所）の想起は比較的保たれていた。外的事実の想起が健常者より優っている場合もあった。

前頭葉眼窩損傷は自伝的記憶の感情的および自己関連的側面の再体験を障害する。  

 

７．３ 意味記憶  

脳損傷に伴う意味記憶障害については第１８章で述べた。前頭葉損傷者では種々の意味

記憶障害が認められる。前頭葉損傷者では、①「東京オリンピックは何時開催されたか」

のような公共的事実の想起、②著名人の顔の想起、などが障害される。特に再認に比して

再生の成績が低下する。シマムラらによれば、前頭葉損傷者の意味記憶の構造自体は健常

者と異ならない。従って、彼らの示す意味記憶障害は意味記憶の走査、検索の障害に起因

すると考えられる。  

 

７．４ 感覚運動学習  

 感覚運動学習は非宣言的記憶の一種であり、エピソード記憶などの宣言的記憶とは異な

る記憶と考えられている 20。前頭葉損傷に伴う感覚運動学習障害についてはチューバーら

の古典的研究がよく知られている。彼らは暗室内で赤色の直線を提示し、レバーを走査し

てそれを垂直にする課題を実施した。前頭葉損傷者は座っている椅子を右に傾けると直線

                                                  
19 前向抑制、前向抑制からの解放については第１１章参照。 
20 第１１章参照。 
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を左に傾け、椅子を左に傾けると直線を右に傾けた。椅子を傾けない条件ではこの誤りは

生じなかった。チューバーらはこの結果を次のように解釈した。体が傾くとその情報は自

己受容感覚を介して大脳皮質感覚運動野に伝えられ、直線の垂直性の判断の基準となる枠

組み生成に寄与する。体が右へ傾いていれば、実際には垂直の直線が左に傾いて見えるの

で、これを補正する必要がある。前頭葉損傷者ではこの補正が出来ない。すなわち感覚―

運動間の機能統合を学習することが障害されている。  

 前頭葉損傷者では迷路学習が障害される。ミルナーらは、大脳切除を受けたてんかん患

者を対象に、掩いをかぶせて視覚から遮蔽された迷路を試行錯誤により学習する課題を実

施した。頭頂葉切除例、左側頭葉切除例の成績は健常者と差がなかった。右側頭葉切除例、

右側頭・頭頂・後頭葉切除例、前頭葉切除例の成績は健常者より低下していた。前頭葉切

除例の誤りは記憶性（迷路を記憶出来ない）ではなく、規則違反性（斜めに移動してはい

けないなどの学習規則を守らない、誤りを知らせる警告を無視する）の誤りであった。  

 視覚や蝕覚を手がかりとする感覚運動学習が前頭葉損傷者で障害されること、その際規

則違反性の誤りが多いことは他の研究者によっても確認されている。  

 

７．５ 発生源記憶  

出来事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。これが「発生源記憶」である 21。前頭

葉損傷者では発生源記憶に障害があることは多くの研究者により報告されている。例えば、

次の実験結果が報告されている。被験者はコンピュータ画面上の人物と対話する。後で会

話の相手および会話の内容について質問する。前頭葉損傷者は会話の内容の想起に比して

会話の相手の想起の成績が不良である。また刺激が女声あるいは男声で提示された場合、

前頭葉損傷者は刺激内容の想起は可能であるが、刺激が女声で提示されたか男声で提示さ

れたか正しく想起出来ないことがある。  

 

７．６ 時間順序の記憶  

 前頭葉損傷者では刺激の生起順序の判断（二つの刺激のいずれが 近提示されたか判断

する）が障害されることは第１１章で述べた。一般に前頭葉損傷者では事象の時間的順序

の記憶が障害される。ミルナーらは二つの語が書かれているカード 184 枚を連続的に提示

                                                  
21 第１１章参照。 
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し、被験者に語が以前提示されたかどうか（再認課題）、あるいは二つの語のいずれが

近提示されたか（新近課題）を判断させた。健常統制群に比して、左側頭葉損傷者は再認

課題が障害されていた。左前頭葉損傷者は新近課題が障害されていた。語を図形に替えた

条件では、右側頭葉損傷者は再認課題が障害されていた。右前頭葉損傷者はやはり新近課

題が障害されていた。類似の結果は他の研究者によっても報告されており、①特に前頭葉

背外側損傷者で新近課題の成績が低下する、②刺激材料が言語、非言語いずれの場合でも

成績不良となる、③言語刺激の場合は左前頭葉損傷者で非言語刺激の場合は右前頭葉損傷

者で特に成績不良となる、ことが明らかにされている。  

 さらに前頭葉損傷者では、①過去に生じた事象の頻度の記憶、②過去に生じた事象と将

来生じると予想される事象の弁別、③過去に自分が行った行為の順序の記憶、などでも障

害があることが報告されている。  

 

７．７ 記憶の検証  

 ある事象が想起された場合、過去の体験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。前頭葉損傷者ではこの「記憶の検証」の過程が障害される。

不適切なあるいは誤った記憶を拒否することが出来ない。たまたま心に浮かんだ記憶を無

批判に再生してしまう。言わば「記憶の衝動性」が出現する。右前頭葉損傷者は、語リス

トの自由再生課題において、刺激リストに含まれない語を繰り返し再生する誤りが多いこ

とが報告されている。  

 第１１章で述べたように、自伝的記憶を再認あるいは再生することが「リメンバリング」、

自分が確かにそのような経験をしたと自覚することが「ノーイング」である。前頭葉損傷

者はリメンバリングには障害がないがノーイングには障害を示す。実際に経験した出来事

をそれと認識出来ず、逆に実際に経験していない出来事を経験したと判断してしまう。こ

れは「偽記憶」と呼ばれている。記憶実験において、前頭葉損傷者では提示されていない

刺激を提示されたと判断する「偽再認率」が高いという報告がある。例えば次のような実

験データが報告されている。「枕」、「ベッド」、「いびき」のような「睡眠」に関係し

た語を記銘する課題を被験者に課す。ただし「睡眠」は刺激には含まれない「おとり刺激」

である。再認実験を行うと前頭葉損傷者ではおとり刺激を提示されたと判断する誤りが健

常者や健忘患者より有意に多数出現した。実際に提示された語、睡眠に関係ない提示され

なかった語の再認率は健常者と差がなかった。  
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７．８ 健忘関連症状  

健忘患者に認められる作話、病態失認などの症状は前頭葉損傷との関連が指摘されてい

る。前者については第１１章、後者については第９章で述べた。  

 

７．９ 記憶における前頭葉の役割  

 以上のごとく、前頭葉損傷に伴い種々の記憶障害が認められる。しかし、前頭葉が記憶

機能そのものに関与していると考えている研究者は少ない。これまでに述べた症状は前頭

葉損傷により生じた何らの高次脳機能障害による二次的なものであるとする考えが一般的

である。これをモスコビッチは「前頭葉は記憶と共同で働く」と表現している。具体的に

どのような高次脳機能障害であるかは種々の見解がある。バルビージェは「知的戦略の遂

行を支配するプログラムの抑制」を考え、ルリアは「想起のための動機の形成や能動的努

力の維持の障害、および記憶項目間の転換能力の障害」を考える。エカンとアルバートは

「想起することを忘れること」と述べ、スタスは「記憶項目間の干渉作用に対する感受性

の亢進」をあげている。シマムラらは前頭葉損損傷に伴う記憶障害は基本的に記憶の走査、

検索の障害であり、それは記憶に必要な情報をそうでない情報から区別する「力動的フィ

ルター」の障害によると述べている。  

 

８．発話、言語 

 

８．１  無言  

 無言、すなわち自発性発話が全く認められない状態は前頭葉損傷でしばしば認められる。

前頭葉腹内側部の損傷が問題となる。両側性もしくは一側性の補足運動野や帯状回損傷に

よる無言が報告されている。左右いずれの前頭葉損傷でも生じ、左右差は認められない。

両側性損傷の場合は回復が遅れる。前大脳動脈・動脈瘤破裂例が多い。  

 

８．２ 構音障害、音声障害、プロソディア障害、吃音  

 前頭葉運動野の損傷により麻痺性の構音障害、音声障害、プロソディア障害（イントネ

ーション、アクセントの障害）が出現する。左右いずれの前頭葉損傷でも認められる点で

失語と区別される。前頭葉損傷により吃音が生じる場合もある。  
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８．３ 反復言語（パリラリア）  

自己の発話を何回か繰り返す現象である 22。ピック病 23などの前頭葉変性疾患で出現す

る。  

、帯状回や補足運動野も言語と関連が深く、言語の感情的側面や構音に関

している。  

スペリングも不良

ある、などを特徴とする。文字に関する意味記憶障害と解される。  

葉が重視されている 24。しかし前頭葉損傷に伴う失書が存在す

ことは明らかである。  

示す。語流暢性の低下は他の

                                                 

 

８．４ 失語  

 第６章で述べたごとく、前頭葉損傷に伴う失語にはブローカ失語、超皮質性運動失語、

純粋語唖がある。左前頭葉腹外側部の諸領野は言語機能に密接に関連している。特に音素

を結合して語を生成し、語を結合して文章を生成する過程で重要な役割を果たしている。

前頭葉腹内側部

与

 

８．５ 失読  

 第三の失読または前頭葉性失読とも呼ばれる症状が報告されている。第７章で述べたよ

うに、第三の失読は、①文字呼称が障害される、②語の読解は保たれる、③重度の失書を

伴い写字も不良である、④綴りを聴いても意味を理解出来ずオーラル・

で

 

８．６ 失書  

 純粋失書の責任病巣としてエクスナーは第三前頭回を指摘した。今日では純粋失書の責

任病巣としてはむしろ頭頂

る

 

８．７  語流暢性  

 所定時間内に生成される語数を指標とする語流暢性の検査は前頭葉機能の評価法として

しばしば用いられる。発話量は正常で構音障害もなく、発話内容も正常であるのに与えら

れた語と、①同じ意味の語の生成、②同じ語頭音の語の生成（音韻語流暢性）、③同じカ

テゴリーの語の生成（意味語流暢性）、などの課題で障害を

 
22 第６章参照。 
23 第１６章参照。 
24 第７章参照。 
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言語表出能力が保たれている症例で特徴的に認められる。  

 特定カテゴリーの語を検索することは日常でもありうるが、語頭音による検索は非日常

的課題である。従って前頭葉損傷者では後者の成績がより低下すると予想される。実際、

こ

り、失語性のものと判断された。剖検では左４４ /

４

は意味の言語化あるいは

言

語流暢性課題遂行時の機能画像解析で

左前頭葉のかなり広範な領野が活性化される。  

８

詞に比して動詞の処理においてより重度の障害が認めら

れる症例が多い 26。  

の予想を支持するデータが報告されている。  

品詞特異的な語流暢性障害が報告されている。バクらは認知症を伴う運動ニューロン変

性疾患例で動詞の生成が特異的に障害された症例を 6 例報告している。このような動詞の

生成障害は麻痺性構音障害とは異質であ

５野の病変が共通して認められた。  

語流暢性障害には二つの機序が考えられる。一つは概念あるい

語的表現の障害である。他の一つは発話開始の障害である。  

語流暢性は一側性もしくは両側性の前頭葉損傷者で障害される。左前頭葉損傷者の成績

は右前頭葉損傷者より低い。両側前頭葉損傷者の成績も右前頭葉のみの損傷者より低い。

課題別では、左の背外側および腹内側損傷者では音韻語流暢性、意味語流暢性いずれもが

障害される。右の背外側および腹内側損傷者では意味語流暢性が障害される。語流暢性の

前頭葉内のより詳細な機能局在は明らかではない。

は

 

．８ 文法障害  

左前頭葉損傷者では失語とは異なる（失語の診断基準を満たさない）文法処理障害が認

められる場合がある。ロビンソンらは、左ブローカ野損傷に伴って文章の生成が著しく障

害された症例を報告した。彼らはこの症例をルリアの力動性失語 25の典型例と見なし、複

数の互いに拮抗する反応から一つを選択することが障害されるため、文章を生成すること

が出来ないと考察した。トンプソン・シルらも左ブローカ野損傷者では拮抗する反応から

適切な反応を選択することが障害されることを報告している。彼らの課題はCRT上に提示

された名詞に対応する動詞を想起することであった。名詞に対応する動詞が多数ある場合

左ブローカ野損傷者の成績は低下した。彼らはこの結果を拮抗する反応から一つを選択す

ることの障害である考察した。名

                                                  

葉損傷に伴う文法障害は逆に動詞より名詞の処理で重度の障害を呈する症例が

25 第６章参照。 
26 左側頭
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前頭葉損傷に伴う特異な文法障害として、①書き取りでは名詞に比して動詞の成績が不

良であるが、音声表出では名詞／動詞間に差が認められなかった症例、②音声表出におい

て動詞の活用は可能であるが、名詞の複数形の使用で障害を示した症例、などの報告があ

る。  

 

８．９ 談話  

 談話は「一定の形式に従って構造化された複雑な構文を産出する過程」と定義される。

物語を作る、作業手順を記述する、冗談を言う、などがその具体例である。左右いずれの

前頭葉損傷者でも談話の障害が認められる。左前頭葉損傷者は文章中の語数や話題数が減

少する。文法構造は単純になり同じ文章を繰り返す。特に左前頭葉前方損傷で生じやすい。

右前頭葉損傷者では談話内容のまとまりがなくなり、話下手となる。文章全体の主題と関

係のない話題が話される。作話様の文章が話されることもある。状況にそぐわない不適切

な冗談、言葉使いがなされる。右中前頭回損傷、右下前頭回損傷で生じやすい。  

 以上の症状は音韻、語、文章などの処理障害である狭義の失語症状とは明らかに区別さ

れる。その一部は超皮質性運動失語、特に力動性失語で認められる。前頭側頭型認知症 27

の症状の一部として認められる例も少なくない。  

 

８．１０ 言語による行動制御  

パブロフの条件反射学においては、言語は「第二次信号系」と呼ばれ、行動を制御する

機能を有する。前頭葉損傷者では、言語による行動制御機能が障害される。ルリアの研究

はよく知られている。前頭葉腫瘍患者に「バルブを握れ」という教示を与えると、 初は

教示通りにバルブを握るが次第に反応が減少し、ついにはバルブを握ることを止めてしま

う（図１９－１７、A）。検者が「バルブを押してない」と注意すると、患者は「押して

います」と答えるが、実際にはバルブを押さない。また、ベルが鳴ったら「握る」と言い

ながらバルブを握る課題で、ベルが鳴ると患者は「握る」と言語応答はするが、実際にバ

ルブを握る動作は適切に行われない（図１９－１７、B）。類似の現象はハンフリーらに

よっても報告されている。前頭葉損傷者は「皿の上にソーセージを載せる」のような言語

命令を与えられると命令とは逆の反応（ソーセージの上に皿を載せる）をしてしまう。こ

                                                                                                                                                                
多い。 
27 第１６章参照。 
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の時命令を復唱させると正しく復唱する。日常の行動場面でも、前頭葉損傷者では言語と

実際の行動の乖離が生じることが報告されている。詳細は第２０章で述べる。  

  

 

 

  B.

）は常に生じているが、バルブ押し反応の大きさ（ａ）は非常に

不安定である。  

．行為、動作 

は、運動麻痺、病的反射、失調、不随意運動などに起因しない高

の運動障害である。  

ち「一側性運動無視」あるいは「一

図１９－１７ 前頭葉損傷に伴う言語による行動制御の障害

   A.「バルブを握る」という言語命令に対する反応は次第に減少する。  

ベルに対し「握る（Squeeze）」という言語反応とバルブ押しを同時に遂行する課

題。言語反応（ｂ

 

９

 

 本節で取り上げる症状

次

 

９．１ 一側性無動、一側性運動減少  

 前頭葉損傷に伴い運動麻痺とは異なる一側性の運動障害が出現する。一つは損傷大脳半

球対側空間における運動開始や運動遂行の障害、すなわ
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側性運動低下」である。これについては前述した 28。  

他の一つは損傷大脳半球対側の上下肢に生じる運動開始や運動遂行の障害、すなわち「一

側性無動」および「一側性運動減少」である。前頭葉損傷に伴う一側性無動は 1907 年ハ

ルトマンらによって 初に報告された。患者は脳梁前方の腫瘍例で、一側性無動は失行及

び右半側空間無視と合併して出現した。病変は左前頭葉および右前頭葉内側にまで拡がっ

しばしば認められる。第１５章で述べたごとく、パ

路の損傷が一

性運動減少の機序と考えられる。  

動減少は感覚性の無視症状とは独立に出現する。  

 

べたごとく、一定の運動状態を維持することが出来ない症状である。右大脳

球病変で生じるとされ、特に右前頭葉（中心溝領野、運動前野）損傷との関連が指摘さ

障害の因子、②運動遂行の惰性に関す

る

                                                 

ていた。その後、30 例程度の報告例がある。大多数の症例で前頭葉内側の補足運動野病変

が認められている。  

 一側性運動減少はパーキンソン病で

ーキンソン病の主病巣は大脳基底核である。前頭葉―大脳基底核間の反響回

側

 一側性無動や一側性運

９．２ 運動維持困難  

第８章で述

半

れている。  

 

９．３ 保続  

 前頭葉損傷者では一旦ある行動を開始すると停止することが出来ない保続が出現する。

佐久間と鹿島によれば、保続には、①全般的脳機能

因子、③運動プログラミングの惰性に関する因子、の３要因が関与している。前頭葉損

傷に関係が深いと考えられるのは②と③である。  

ルリアは前頭葉損傷に伴う保続について詳細に検討した。患者 Kur は円を描けという教

示に際して、円を際限なく書き続けた（図１９―１８、A）。これは②に対応する症状と

考えられる。ルリアの記載している症例 Kryl は「十字」の教示に対しては十字を描いた

が、その後教示が「円」になっても十字を書き続けた（図１９－１８、B）。同じ現象は

他の前頭葉損傷者でも認められた（図１９－１８、B）。この自発描画で保続を示す症例

Kryl に図形模写をさせると保続は生じない（図１９－１８、C）。この症例では単純に刺

激と同じ運動をする課題では保続は示さないが、自らどのような運動をするかをプログラ

 
28本章第５節参照。 
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ミングする課題で保続が生じる。佐久間と鹿島の③に対応する症状である。この患者では

②に対応する症状は認められない。一方、症例 Step は円を描けと教示されると三つの円

を描き、その後一つの円を描けと教示されると二つの円を重ねて描いた（図１９－１８、

B 。この症例では教示が変わると完全ではないが描く図形も変化している。②に対応す

る症状はあるが③は軽度である。佐久間と鹿島の②と③は共に前頭葉損傷により生じるが、

相互に独立した症状である。  

 

）
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図１９－１８ 前頭葉損傷者の描画における保続  

 

９．４ 連続動作の障害 

 ルリアによれば、前頭葉損傷者では表１９－３に示す連続動作の遂行が障害される。前

葉損傷に伴う連続動作の障害はレオナルドらによっても報告されている。彼らの課題は

円盤追跡 29で、片手動作および両手動作が実施された。両手動作では左右の尖筆で同時に

円盤 者は側頭葉もしくは前頭

あったが、

いた。左右差は認められなかった。片手動

意を向ければよい。両手動作では、左右の手の動作の

仕方 行する必要が

ある 。これ

前頭葉損傷者で障害される連続動作（ルリア） 

と右２回・左 1 回を５回繰り返す）。 

                                                 

頭

の異なる部位に異なる順序で触れることが要求された。被験

葉切除を受けたてんかん患者であった。健常者に比して患者群の成績は不良で

両手動作の成績は前頭葉切除例で特に低下して

作では被験者は個々の動作のみに注

についてあらかじめ内的なプログラムを作成し、それに従って動作を遂

。前頭葉損傷者では、この動作遂行の内的プログラムの形成が障害されている

が著者達の結論である。  

 

表１９－３ 

１）検者の１回の合図には２回、２回には１回机を叩く。 

  ２）検者の 1 回の合図には右手で 1 回、２回には左手で 1 回机を叩く。 

  ３）検者の指には拳、拳には指を出す。 

  ４）後出し負けジャンケン。 

５）手の叩打（右 1 回・左２回

６）土曜から日曜までの曜日を暗誦しながら１から 10 までの数字を書く。 

 
29回転する円盤の一定部位を尖筆で触れ続ける課題。 
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  ７）○□△×を「まる、しかく、さんかく、ばつ」と言いながら５回書く。 

 

９．５ 行為・動作流暢性  

 語流暢性課題に対応する非言語課題として「デザイン流暢性課題」がある。これは一定

形

繰り返し生成する誤りである。  

語流暢性課題に「身振り流暢性課題」がある。一定時間内に、①手指を用

前頭葉損傷者、頭頂葉損傷者間に差は見ら

グラトンは、道具の使用法を出来るだけ多数列挙する課題で、前頭葉損

傷 の成績は健

常

頂葉傷であるが 30、左前頭葉損

に伴う観念運動失行例が報告されている。  

の動作巧緻性の障害である肢節運動失行は運動前野および中心

回領野損傷で生じる 31。サルの運動前野を破壊すると動作の巧緻性が障害される（図１

成する課題が前頭葉損傷によって障害される。  

                                                 

時間内に出来るだけ多数の互いに異なる無意味図形を生成する課題である。右前頭葉損傷

者の成績が も不良であり、左前頭葉損傷者、左右の側頭葉損傷者、頭頂後頭葉損傷者の

成績低下はこれに次ぐ。右前頭葉損傷者の誤反応で も多いのは保続、すなわち同じ図

を

 類似した非言

いて出来るだけ様々な形を生成する、②出来るだけ多数の意味のある動作を生成する、な

ど課題である。生成された身振り数は健常者、

れなかった。しかし、前頭葉損傷者は同じ身振りを繰り返し生成する誤りが多く、従って

身振りの種類が少なかった。成績低下は左右いずれの前頭葉損傷者にも認められた。  

 エスリンガーと

者の成績が低下することを報告した。左右の背外側および内側前頭葉損傷者

者や大脳後方損傷者より低下していた。この場合も も多い誤りは保続であった。  

 

９．６ 失行  

 １）観念運動失行～観念運動失行の責任病巣は通常左頭

傷

 ２）肢節運動失行～四肢

前

９－１９）。  

３）顔面失行～前頭葉内側領野損傷に伴う顔面失行例が報告されている。  

４）構成障害～ベントンらによれば、右もしくは両側の前頭葉損傷に伴い、三次元構成

行為が障害される。ミルナーらによれば、右前頭葉損傷者では抽象図形を模写した後、再

度それを想起して描画することが障害される。ミラーらの報告では、マッチ棒を用いて様々

の形を構

 
30 第８章参照。 
31 第８章参照。 
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１０． 環境依存症候群 

１０．１ 概念  

 前頭葉損傷者では、外部環境に強く依存する異常行動が発現する。ルリアはこれを「病

的惰性」と名付け、レールミッテらは「環境依存症候群」の概念を提唱した。現在はレー

ルミッテの概念が広く受け入れられている。ただし具体的にどの様な行動を環境依存症候

群と分類するかについては諸家の見解に相違がある。本書ではこの概念を も広義に使用

した。  
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図１９－１９ サル前頭前野破壊に伴う上肢運動巧緻性障害  

 

１０．２ 反響現象  

 両側前頭葉損傷の患者では、以下の反響現象が認められる。  
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１）反響行為～検者の行為を反射的に繰り返す。  

２）反響言語～検者の話かけや質問に対して、それに適切に答えることなく、話しかけ

や質問をオウム返しにそのまま発話する現象。  

３）反響書字～言語刺激に対してオウム返し的に書写する現象。これには、①視覚性反

響書字～書かれた文字を見て書写する、②聴覚性反響書字～聞こえたものを書きとめる、

の二型がある。  

４）強制読字～眼にする文字を全て音読する。  

 

１

と言語化するものをいう。患者は異常に気付いていて、禁止された場合

に

０．４ 把握行動  

手を置き患者の手に触れると患者が反射的に検者の手を握る行動で

じ行動を行う。

と、喫煙者はタバコを吸う行動をするが、非喫煙者はタバコを吸わな

。  

動に関する実験的検討を行った。被験者の右または左にコーヒーカ

０．３ 強迫的言語応答  

 物品や検者の動作が提示された時、強迫的にことばで応じてしまう症状である。物品の

場合は呼称し、手を振る動作のときは「バイバイ」、チョキの時は「チョキ」、「Ⅴ」あ

るいは「に」など

止めようとし、また自ら止めたいという意思を示すが抑制することは困難である。  

 

１

 患者の眼前に検者の

ある。重症例では、検者が手を動かすとそれに合わせ立ち上がって検者に近づいたりする。

患者に手を握らないように指示しても患者の運動を止めることは出来ない。  

 

１０．５ 利用行動  

周りにある物品を患者が勝手に使ってしまうことである。患者は目前にあるコップで水

を飲んだり聴診器を触ったりする。物品の使用を禁じてもしばらくすると同

理由を尋ねられると「物品を差し出されたので使用しなければならないと考えた」と答え

る。この行動は強迫的なものではなく、患者の意思にある程度左右される。タバコのケー

スとライターがある

い

リドックらは利用行

ップを置く。被験者の課題はカップが右にあれば右手でカップを取り、左にあれば左手で

カップを取ることである。前頭葉損傷者はカップの取手が右にあるとその置かれた位置に

関係なく右手でカップを取り、取手が左にあると左手でカップを取る誤りを示した。カッ
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プを伏せて提示する条件、筒状の物体に取手を付けた刺激を提示する条件ではこの誤りは

減少した。すなわち、利用行動は刺激の親近性、および課題と関連した刺激の布置に依存

して出現する。  

 類似の現象として、物に触れるか物を見ることで本人の意思とは関係なくそれを使用し

ずれかの前頭葉病変で生じる。皮質下損傷でも利

行動が生じることが報告されている。特に前頭葉皮質下の変性疾患で多く認められる。  

葉前下方領野、②前頭葉背外側部、③前頭前野内側および外側部、など諸説あり、一致は

見られていない。  

 

１０．７ 行動反復  

 前頭葉損傷者における環境依存性亢進は単一の動作や行動のみならず、複雑な目的的行

動にまで及ぶ場合がある。森は次の例を記載している。患者は、手洗いを見つけると中に

入り、水道の栓をひねり、石鹸で手を洗い、タオルで手を拭く、という一連の行動を反射

では、水道の栓が再びトリガーとなり一連の行為が同様 さ

れた。患者は異常に気付いていて、止めたいという意思を示す場合が多いが、注意の転導

困難

てしまう行動を森らは「道具の強制使用」として報告している。  

利用行動について、レールミッテは患者の環境への依存性の亢進であると考えた。患者

は環境からある行動をするよう命令されているように感じ、そのように行動してしまう。

これは人間の行動自律性の障害であるとされる。欲求がないのに行動だけが生起してしま

う症状である。  

利用行動は通常両側性あるいは左右い

用

 

１０．６ 模倣行動  

 患者が指示なしに検者の行為を模倣する行動である。頭をかく、指で鼻の頭を触る、足

でリズムを取る、など様々な行為が模倣される。患者は自分で不適切と判断した行為は模

倣しないが、「こんな事はしてはいけない」と言いながら不適切な行為（公共の場所での

放尿など）を模倣する例もある。何故模倣するのか訊ねられると、「先生がしているから」

とか「真似しないといけないと思った」などと答える。患者は行為が不適切であることは

認識しており、模倣するよう求めると却って模倣を拒否する場合もある。  

 前頭葉損傷と関連することは明らかであるが、責任病巣の詳細については、①両側前頭

的に行った。この症例 に繰り返

性が高いために外的刺激に不必要に注意が向いてしまい、また抑制を維持することも
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で、同じ一連の動

、画一的な行動戦略に基づいて常同的、滞続的、強迫

ため行動計画能力は保たれていることによると考えられる 33。  

作を何度も繰り返すことになる。  

 ピック病 32では、短絡的、固定的

的、脱抑制的とみえる行動が実行される。池田は次の例を記載している。患者は決まった

時間になると決まった道順で必ず散歩に行く。あるいは孫宅を訪ねる時、必ず決まった店

で決まった数量だけ決まった巻き寿司を買い土産とする。この行動を常に繰り返す。池田

は、おそらく 初は目的適合的であった行動がその目的が達成された後でも繰り返されて

しまうのであろう、と考察している。  

 

１０．８ 強制収集  

 環境依存性亢進の結果として、必要のない物品を多数収集して保管する行動が出現する。

コーエンらは前大脳動脈・動脈瘤破裂後 10 年間にわたって自動車を盗み続け、自宅に保

管していた症例を報告している。患者は多数の自動車を盗んでも売却することなく保有し

ていた。窃盗罪で何度か懲役刑に処せられたが自動車窃盗を止めることはなかった。ヴォ

ッラらの症例は両側性の眼窩部および前頭極病変例で様々の家電製品を多数自宅に保管し

ていた。彼の自宅の全ての部屋は家電製品で埋まっていた（図１９―２０）。これらの患

者はむやみやたらに何でも収集する訳ではない。特定の対象だけを収集する。前頭葉背外

側部が損傷されていない

      

図１９－２０ 強制収集患者の居間に並ぶ家電製品の山  

１０．９ 環境依存症候群の機序  

 レールミッテによれば、環境依存症候群は通常の検者―患者関係よりも複雑な状況で生

                                                  
 第１６章参照。 

 行動計画の立案とその遂行は前頭葉背外側部に関係する。詳細は第２２章参照。 

32

33
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じやすい。彼の自宅を訪問した患者は絵が壁から外れているのを見て釘とハンマーで絵を

壁に固定した。寝室を見せると、衣服を脱いでベッドに寝てしまった。まるで自宅にいる

かのごとく振る舞った。患者は、①自分の置かれている状況が理解出来ず（状況無視）、

②環境刺激からの影響を排除出来ない（環境固着）。この事実は環境依存症候群が診察室

でのみ見られる特殊な現象ではなく、日常生活でも出現する現象であることを意味する。  

 ピロンとデゥボアは次のように考察している。環境依存症候群は前頭葉損傷者で生じる。

それは行動の自律性の喪失である。患者の行動は環境刺激によって容易に誘発され、患者

はそれを抑制出来ない。前頭葉は刺激―反応の結合を抑制して目的適合的な行動へ変容す

る働きをする。この時、自己の内的状態（大脳辺縁系および眼窩野で処理される）と環境

からの情報（頭頂葉の感覚連合野および前頭葉背外側部で処理される）の両者に配慮する

必要がある。すなわち前頭葉と頭頂葉の間の力動的な相互作用が必要である。前頭葉損傷

者ではこの相互作用が失われて頭頂葉からの情報のみによって自動的な行動が触発され

る。環境依存症候群は前頭葉―頭頂葉間の相互抑制過程の障害による接近―回避不均衡に

起因する症状である。  

 

１１．前頭葉症状  

   

心理学ではその人らしさ、個人の特徴をパーソナリティあるいは人格と呼ぶ。前頭葉損

傷者ではこのパーソナリティあるいは人格に大きな変容が生じる場合がある。この変容を

「前頭葉症状」と呼ぶ。本章で述べた種々の症状はパーソナリティあるいは人格を構成す

る下部機構の障害（道具的障害）である。前頭葉症状はそれらの下部機構を統括して個人

として統一のとれた行動をすることの障害である。比喩的に個人をオーケストラに喩える

と、これまで述べた症状はバイオリン、フルート、トランペットなどの個々の楽器奏者に

支障が生じた状態である。前頭葉症状はオーケストラの指揮者に支障が生じた状態である。

前頭葉症状の研究は神経心理学の中心的主題の一つである。その内容は広範に渡るので、

章を改めて検討する。 
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