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第２章  神経心理学の方法 

 

 

 

 

１．症例研究 

 

１．１ 症例研究の目的 

 神経心理学における症例研究、すなわち脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷、脳変性疾患な

どの脳疾患に伴う高次脳機能障害の有無、性質、程度を明らかにすることを神経心理学的

評価と呼ぶ。神経心理学的評価の目的は二つある。第一は脳疾患の診断と治療であり、第

二は高次脳機能の神経機構の解明である。 

神経心理学的評価の第一の目的は医学的介入の一環、すなわち脳のどの領野にどのよう

な病変が存在するかを明らかにし、治療やリハビリテーションの方策を決定することであ

る。かつて高次脳機能障害の存在は原因脳疾患の診断および病変部位の同定のための有力

な手がかりであった。現在でも認知症などのように高次脳機能障害が診断の有力な手がか

りとなる脳疾患もある。しかし大部分の症例では、原因疾患の診断や病変部位の同定は画

像解析、神経学的検査、生化学的検査などの所見に基づいて行われる。現代の神経心理学

的評価は脳疾患の診断よりも高次脳機能障害の存否の診断およびその治療やリハビリテー

ションのための情報を収集することを目的として行われる。残念ながら、現時点では高次

脳機能障害の治療やリハビリテーションのための十分効果的な方法が確立されているとは

言い難いが、神経心理学的評価は患者の「生活の質」の向上、すなわち患者の健康状態の

回復や社会復帰に役立つデータの収集であることを常に念頭において行うことが重要であ

る。この目的を達成するためには、単に高次脳機能の障害があるかどうか、どの程度の障

害・異常であるかを評価するだけでは不十分である。高次脳機能障害によって患者の日常

生活がどのような影響を受けるかを評価することも重要である。学業や職業を継続出来る

のか。家族は患者にどのように対処すべきか。介護保険、障害年金などの公的援助の対象

となるか。これらの点について適切な判断をするための情報を収集することは神経心理学

的評価の重要な目的である。 
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 神経心理学的評価の第二の目的は高次脳機能の神経機構の解明である。心理学の目的が

「こころ」の解明にあるとすれば、神経心理学は脳疾患に伴う高次脳機能障害の解析を通

してこの目的に貢献することが可能である。これには、 

１）脳各領野の機能局在の解析。高次脳機能障害の臨床症状とその責任病巣との対応関

係を明らかにする。 

２）高次脳機能の心理学機序の解析。高次脳機能障害の解析を通じて健常者において高

次脳機能がどのような機序で営まれるかを明かにする。 

の二つのアプローチがある。両者の役割は多少異なる。前者の役割は高次脳機能障害を発

現させる病理解剖学的並びに病態生理学的過程を明らかにすることであり、後者はメンタ

ル・アーキテクチャーの構成と妥当性の検証である。前者は神経心理学の伝統的アプロー

チであり、次項で詳細に検討する。後者は 1970 年代の認知心理学の発展と共に神経心理

学に導入されたアプローチである。認知心理学では、ヒトをコンピュータと同じように入

力情報をいくつかの情報処理過程を経て出力する情報処理系とみなし、どのような情報処

理過程があるかをモデル化する試みがなされる。この情報処理モデルをメンタル・アーキ

テクチャーという。メンタル・アーキテクチャーの当否をどのように判断するか。通常の

心理学的研究方法では観察出来るのは出力だけである。中間の情報処理過程については違

いがあっても出力に違いのないメンタル・アーキテクチャーが複数提案された場合、いず

れが妥当であるか判断することは困難である。脳損傷者の場合、損傷された領野が異なれ

ば障害される情報処理過程も異なると予想される。各メンタル・アーキテクチャーから脳

の特定領野の損傷によりどの高次脳機能のどの情報処理過程が障害されるか、それにより

どのような症状が生じるかを予想する。予想と実際の症状が一致したメンタル・アーキテ

クチャーは妥当性が高いと判断される。従来の神経心理学では、まず患者の症状を観察し、

その死後病変部位を確認して両者の対応関係を検討した。これは帰納的アプローチである。

現代の神経心理学では、まず脳損傷によって生じる高次脳機能障害について仮説をたて、

その妥当性を症例研究によって検証する。これは仮説・演繹的アプローチである。現代の

神経心理学における症例研究は仮説検証の場でもある。 

 以上、便宜的に神経心理学における症例研究の目的を二つに分けて論じたが、実際の症

例研究では両者は密接に関連しあっている。科学研究の目的は現象の予測と制御である。

かつては「この患者には失語がある」「この患者の視覚失認の責任病巣は左後頭葉である」

と診断すれば神経心理学者の仕事は終わりであった。現在では失語に対する言語治療をは
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じめとして様々の高次脳機能障害を対象としたリハビリテーションの試みがなされている。

アルツハイマー型認知症に対する薬物治療も始められた。効率的な治療やリハビリテーシ

ョンを行うには高次脳機能障害がどのような機序によって生じてくるのかを解明すること

が極めて重要である。現代の神経心理学における予測と制御とは高次脳機能障害の機序の

解明と患者の生活の質の向上である。 

 

１．２ 高次脳機能の機能局在：臨床解剖学的アプローチ 

 前述のごとく、神経心理学における症例研究の重要な目的は高次脳機能障害を発現させ

る病理解剖学的並びに病態生理学的過程を明らかにすることである。前章で詳しく述べた

ように、神経心理学は失語の研究に端を発する。ブイヨやブローカは患者の臨床症状を詳

しく観察し、患者の死後その脳を解剖してその病変部位を確認し、両者の対応関係を検討

した。そして前頭葉に損傷がある患者では言語表出に障害があるが、他の領野の損傷はあ

るが前頭葉に損傷がない患者では言語表出が障害されないことから、言語表出は前頭葉の

機能であると結論した。この症状と脳損傷部位との対応関係を明かにする研究方法を臨床

解剖学的アプローチという。このアプローチは「解離（dissociation）」という考え方を背

景にしている。解離には「単純解離」と「二重解離」がある。 

ある脳の領野Ｘの損傷で高次脳機能Ｆ１に関係する課題Ｔ１は障害されるが、高次脳機能

Ｆ２に関係する課題Ｔ２は障害されない場合、単純解離という。これは一見ＸがＦ１に関係

しＦ２には関係しないことを意味するように見える。しかし、Ｔ１とＴ２は課題の難易度が

異なり、Ｔ１は難しい課題であるためＸの損傷で障害されたが容易な課題Ｔ２は障害されな

かった可能性もある。単純解離ではＸとＴ１さらにはＦ１とが関連があるとは言えない。 

 もう一つの単純解離は領野Ｘの損傷ではＴ１が障害され領野Ｙの損傷ではＴ１が障害さ

れない場合である。上記ブローカの推論はその具体例である。この場合、Ｔ１の障害はよ

り一般的な機能（例えば一般知能や意識）や要素的機能（例えば筋力や感覚機能）の障害

によって生じたという解釈も成立する。実際、前述のごとく、マリーはブローカの症例の

言語障害は一般知能障害による二次的なものであると主張した。 

このように単純解離だけでは高次脳機能の機能局在を確定出来ない。そこで単純解離に

代わって提出された概念が二重解離である。領野Ｘの損傷でＴ１が障害されるがＴ２は障害

されない。領野Ｙの損傷ではＴ１は障害されずＴ２が障害される。二重解離とはこの両条件

が同時に成立ことである。この場合、Ｔ１とＴ２は課題の難易度が異なるとは言えない。何
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故ならＴ１がより困難な課題であるなら常にＴ２より強く障害されるはずであるが、実際は

そうではないからである。また、Ｔ１とＴ２の障害が一般知能障害や要素的機能障害によっ

て生じたのではないことも明らかである。もしそうであるなら両者の障害の程度に正の相

関が認められるはずであるが、二重解離の場合には負の相関となる。すなわち二重解離の

原則が成立すればＸの損傷はＴ１を障害し、ＹはＴ２を障害すると結論出来る。このことを

敷衍すれば、ＸはＴ１の背景にあるＦ１に欠くべからざる領野であり、ＹはＴ２の背景にあ

るＦ２に欠くべからざる領野であると言える。臨床解剖学的アプローチにおける高次脳機

能の機能局在とはこのことを意味する。 

図２－１は左大脳半球損傷者群と右大脳半球損傷者群に言語性知能検査と視覚認識性知

能検査を実施した結果である。縦軸は知能指数(ＩＱ)で健常者の平均が 100 となるよう基

準化してある。この図は典型的な二重解離を示している。左大脳半球損傷者群では言語性

ＩＱは低下しているが視覚認識性ＩＱは低下していない。逆に、右大脳半球損傷者群では、

言語性ＩＱは低下していないが視覚認識性ＩＱは低下している。この結果は左大脳半球損

傷が言語機能を障害し、右大脳半球損傷が視覚認識機能を障害すること明瞭を示している。 

 

 

図２－１ 左右大脳半球損傷群の知能検査結果  

 

二重解離の原則は 1955 年アメリカの心理学者チューバーによって提唱され、以後神経

心理学において高次脳機能の脳局在を証明するための「絶対的基準（golden standard）」

となった。 
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症例研究に二重解離の原則を適用する場合、用いられる課題は困難度が等しい必要があ

る。しかし困難度が等しい課題を準備すること（あるいは困難度が等しいことを証明する

こと）は実際上非常に困難である。そこで、通常は年齢や社会経済的背景等が脳損傷患者

と等しい健常者に課題を遂行させ、患者の成績を健常者の成績で基準化する方法が用いら

れる。各課題において、患者の成績をｘ、健常者の平均値をｍ、標準偏差をσとすると、

患者の標準得点ｚは次式で定義される。 

z＝10(m－x)/σ+100 

課題間で標準得点を比較することにより障害程度を比較することが出来る。図２－１に示

したデータはその具体例である。 

課題が同じでも、刺激属性によって障害程度が異なる形で二重解離が認められる場合も

ある。伝導失語という失語類型がある 1。伝導失語では、他の課題に比して復唱が特に障

害される。６例の伝導失語を対象として、復唱すべき語が有意味語か無意味語かによって

成績が異なるかどうかを検討した。結果は図２－２に示すごとくであった。有意味語より

無意味語で正答率が高い症例と逆に無意味語より有意味語で正答率が高い症例がいること

が判る。刺激属性の違いが二重解離を生じさせたのである。病変部位を検討すると、有意

味語で正答率が低い症例では頭頂・側頭葉領野に損傷があり、無意味語で正答率が低い症

例では前頭葉領野に損傷が認められた。 
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          図２－２ 語の有意味度と復唱正答率 

                             
1 第６章参照。 
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１．３ 機能局在の単位：モジュール 

 前述のごとく、クライストは徹底的な脳局在論者であり、話す、聞く、読む、書くなど

の言語機能をはじめ、認識、行為、記憶さらには道徳心や信仰心まで脳の特定領野に局在

すると考えた（図１－５）。クライストは極端な例であるが、かつての脳局在論者の多く

は言語機能であれば「語を話す」「語を書く」のような課題、視覚的認識であれば「顔」

「色彩」のような対象を機能局在の単位と考えていた。「語を話す」ことと「語を書く」

ことは別の課題であるから当然異なる脳の領野がその機能を担っていると考え、「発話中

枢」や「書字中枢」を想定したのである。 

この考え方はちょっとおかしくはないか。例えば文字を知らない個人も当然存在する。

この人達の「書字中枢」はどんな機能を担っているのか。書字中枢は例えば感覚情報を運

動情報に変換する機能を担っており、情報が文字である場合書字という運動に変換される。

局在の単位は課題や対象ではなく、課題を遂行するあるいは対象に何らかの働きかけを行

う「情報処理過程」とすべきであろう。ここで現代の神経心理学における機能局在を考え

る上で極めて重要な概念「モジュール」が登場する。 

モジュール（module）とは本来「単位」という意味であり、工学では一定の機能を遂行

するいくつかの下位機能を集めたまとまりのある機能を持った部品を意味する。全体的な

システムはいくつかのモジュールから構成されるが、その組み合わせを変えることによっ

て様々な機能を持つシステムを作ることが可能となる。神経科学にモジュールの概念を導

入したのはフォーダーである。時期は 1980 年代初頭である。彼によれば、モジュールは

遺伝的に規定された入力過程や出力過程に固有の情報処理機構であり、脳の特定領野に局

在する。モジュールは反射的自動的に機能し、その内容が意識されることは殆どない。聴

覚、視覚、運動などのモジュールがある。それに対し、記憶、問題解決、推理などは固有

のモジュールではなく、脳の特定領野に局在していない。 

このモジュール概念はその後多くの神経心理学者に受け入れられ、更に発展させられた。

現代の神経心理学では、入力過程、出力過程のみならずあらゆる情報処理の基本がモジュ

ールであり、各モジュールが脳の特定領野に局在すると考える。またモジュールはフォー

ダーが考えたように全て遺伝的に規定されてはおらず、発達の過程で種々のモジュールが

生じて来ると考えられている。言語、行為、記憶などの高次脳機能は複数のモジュールの

組み合わせによって営まれる。例えば「音韻情報を構音運動に変換するモジュール」を考

える。これは種々の音声を話すために口、舌、喉頭、咽頭などの筋肉を動かす命令を発す
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るモジュールであり、「構音モジュール」と呼ぶことにする。構音モジュールは他のモジ

ュールと共同で作動することにより様々な高次脳機能を遂行する。文構成のモジュールと

共同することにより自発発話が生じ、音声受容モジュールと共同することにより復唱がな

される。従って、構音モジュールが障害されれば、自発発話、復唱など様々の高次脳機能

が障害されることになる。古典局在論における「〇〇中枢」と現代の「〇〇モジュール」

はどこが違うか。ある症状、例えば発話障害があればそれに対応して「発話中枢」がある

と考える。これが古典局在論である。現代では、症状の成立機序を詳細に検討する。そこ

で明らかにされた機序に対して「〇〇モジュール」を想定することになる。各症状固有の

モジュールが想定される場合もある。上記の構音モジュールのようにいくつかの症状に共

通するモジュールが想定される場合もある。どのようなモジュールが存在するか、各モジ

ュールが障害された場合どのような症状が生じるかを明らかにすることが現代の神経心理

学の課題となる。 

 

１．４ 機能系 

第１章で述べたように、1970 年代以降数々の画像解析技法が開発された（詳細は次節参

照）。これらの技法を用いることにより、課題遂行時の「健常な脳」の活動を評価するこ

とが可能になった。その結果、殆どの場合、高次脳機能関連課題遂行時に活動性増大を示

す領野はその損傷によって当該高次脳機能障害をもたらす領野と同一であることが確認さ

れた。ブローカは左前頭葉に言語表出の中枢があると主張した。実際、言語表出時左前頭

葉の活動性が増大することは健常者を対象とした実験で確認された。しかし、同時に言語

表出時活動性増大を示す領野は左前頭葉に限局されないことも明らかにされた。インダー

フェイらは 1999 年までに報告された音声表出時の脳活動性に関する 32 件の研究報告の結

果を次のように要約している。  

 １）左前頭葉では 32 件中 22 件で、右前頭葉では 32 件中 2 件で活動性増大が認められ

た。  

２）左側頭葉では 32 件中 20 件で、右側頭葉では 32 件中 12 件で活動性増大が認められ

た。  

３）左頭頂葉では 32 件中 4 件で、右頭頂葉では 32 件中 3 件で活動性増大が認められた。  

４）左後頭葉では 32 件中 11 件で、右後頭葉では 32 件中 5 件で活動性増大が認められ
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た。  

すなわち脳のかなり広範な領野が言語表出に関与している。古典局在論はそのままの形で

は成立しないことは明らかである。脳の機能局在に関する新たな理論的枠組みが必要とな

った。そこで登場したのが機能系の概念である。 

常識的に考えても、言語や記憶のような複雑な高次脳機能が脳の限局された領野のみで

営まれているはずがない。そこで次の考え方が提案された。特定の高次脳機能の遂行には

様々の領野が関与しているが、領野によって関与の仕方が異なる。多数の領野の活動が統

合されて高次脳機能が営まれる。この特定の高次脳機能に関与する領野全体を機能系と呼

ぶ。最もよく知られている機能系は記憶に関するペープスの回路である（図２－３）。類

似のモデルは様々な高次脳機能について提案されており、その詳細については以下の各章

で検討する。 

 

図２－３ ペーパスの記憶機能系 

当初、ペーペスの回路は帯状回、視床前核、乳頭体、海馬より構成され、情動に関する機

能系として提案された。後に新皮質、視床下部、扁桃体などを含む記憶に関する機能系と

して理解されるようになった。詳細は第１１章参照。 
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高次脳機能を心理学的概念、モジュールを生理学的概念、機能系を解剖学的概念、と見

ると、健常者における高次脳機能の機能局在は次のようになる。それぞれの機能系で営ま

れる種々のモジュールの活動が統合されて高次脳機能として発現する。前述したメンタ

ル・アーキテクチャーは本来心理学的概念であるが、神経心理学から見れば、機能系、モ

ジュール、高次脳機能、の三者の関連性に関するモデルとして措定される。 

 

１．５ 場所局在論と位相局在論 

実は、今述べた機能系の考えは神経心理学において目新しいものではない。神経心理学

の黎明期において、機能系の考えは既に明瞭に示されている。ウェルニッケの失語模式図

（図１－２）を見てみよう。彼は複数の言語中枢を想定し、それら中枢間の相互作用によ

って言語機能が営まれると考えた。ウェルニッケは言能に関する機能系の概念を明瞭に持

っていたのである。 

ところで、ウェルニッケのモデルでもう一つ注目すべき点がある。彼は言語中枢の損傷

だけではなく、中枢間の線維連絡によっても失語が生じると考えた。この考えを積極的に

拡大したのがゲシュヴィンドである。彼は、1965 年の論文において、神経心理学的症状は

大脳皮質領野間の線維連絡の離断により生じると考え、「離断症候群」の考えを提唱した。 

ウェルニッケの時代はもちろんゲシュヴィンドの論文が発表された当時も個々の症例に

ついて皮質領野の損傷なのか領野間の線維連絡の離断なのかを実証する方法は存在しなか

った。従って、彼らの考えはあくまでも仮説に止まっていた。次節で詳しく述べるように、

近年における画像解析技法の発展は著しく、領野間の連絡線維の走行やその損傷を画像化

することが可能になった。その結果、神経心理学的症状が実際に領野間の線維連絡の離断

によって生じることが明らかになってきた。模式的に表現すれば、神経心理学的症状は「皮

質領野の損傷」ではなく「皮質領野間の線維連絡の損傷」に起因する。カタニらは前者を

「場所局在論」、後者を「位相局在論」と呼び、位相局在論からのアプローチの重要性を

強調した（図２－４参照）。 

ウェルニッケによって提唱された考えは百数十年の時を経てやっと実証的研究の対象と

なったのである。神経心理学の歩みの遅さを感じざるを得ない。反面、ウェルニッケの慧

眼に改めて驚かされる。 
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図２－４ 臨床解剖学的研究における場所論的アプローチと位相論的アプローチの違い 

場所局在論的アプローチ（Ａ）では、同じ神経心理学的症状を示す４人の患者（１、２、

３、４）に共通する損傷領野（ｂ）をその症状の責任病巣と見なす。位相論的アプローチ

（Ｂ）では、４人全員で損傷されているＡ―Ｃ間の連絡線維の損傷によって当該の症状が

生じたと考える。 

 

２．画像解析 

 

２．１ 主要な画像解析技法 

神経心理学における画像解析研究の歴史的経緯については第１章で簡単に触れた。画像

解析には主として脳の形態を解析する形態画像解析と機能を解析する機能画像解析がある。

現在この分野は発展著しく、新しい撮像技法や得られた画像の高度の処理技法が次々と開

発されつつある。ここでは方法論が確立されており、研究報告も多い画像解析技法を紹介

する。形態画像解析技法としてはコンピュータ断層撮影および磁気共鳴画像、機能画像解

析技法としては陽電子断層撮影法、単一フォトン断層撮影法、機能的核磁気共鳴、脳磁図

および脳波を取り上げる。 

 

２．１．１  コンピュータ断層撮影（CT）  

CT（computed tomography）は、通常のＸ線画像と同じように、身体を通過したＸ線

を検出器で捉えて画像化する方法である。通常のＸ線撮影ではＸ線は一つの方向からのみ

照射される。CT では様々な方向からＸ線が照射される。Ｘ線の吸収率（通りにくさ）は

組織によって異なり、吸収率が高い組織（骨など）は白く表示され、吸収率の低い組織（内
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臓など）は黒く表示される。Ｘ線がどの方向から照射されるかによって得られる画像は異

なって来る。影絵で光を当てる方向が異なると陰が違って見えるのと同じ原理である。多

数の検出器から得られたＸ線吸収率を基に方程式を立てこれを解くと身体を輪切りにした

画像（断層画像）が得られる。これが CT である（図２－５）。  

  

 

図２－５ 脳の CT 画像 

 

CT は 1971 年イギリス EMI 社のハウンスフィールドによって開発された。従来の方法

では画像化し得なかった脳血管障害や脳腫瘍による脳内の変化が映像化されたことは医学

の世界に極めて大きい衝撃を与えた。  

それから 30 年余りが経過して CT は大きく進歩した。その一つは撮影速度の向上である。

CT では「被検者は撮影中動かない」という前提で計算をする。CT 画像を得るための計算

は被検者を様々の方向から同時に撮影したデータを基に画像を再構成する手続きであるか

ら、撮影中に被検者が動くと再構成画像が乱れてしまう。これに対しては、走査中に呼吸

を止めるなどの努力である程度の解決が計られてきたが、心臓や消化器官など意識的に動

きを止めることが出来ない臓器に関しては適用に限界があった。その解決策の一つがＸ線

を電気的にスキャンさせるタイプの超高速 CT の出現である。また、一時に複数の画像を

撮影するマルチスライス CT も開発された。これらの方法により１秒から数秒程度で多量

の断層画像が得られるようになった。  

 もう一つの発展は解像度の向上である。通常の CT では、１回の撮影で得られるのは数
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ミリメートルないし 1 センチメートルの厚さの一断面であり、大きな臓器全体についての

情報を得るためには、一断面ずつずらしながら繰り返しデータ取得を行なっていた。これ

には複数回の走査が必要となるため、撮影には十数分以上という相当の時間を必要とする

し、断面と断面のすりあわせも位置精度が不十分であった。その解決策として開発された

のが「らせん CT」  （ヘリカル CT、スパイラル CT などとも呼ばれる）である。らせん

CT では、Ｘ線管を患者の周りで連続的に回転させ、そのなかを通り抜けるように患者の

体を移動させることにより、体軸方向（頭から足への方向）にも連続的な画像を得ること

が可能になった。  

 CT の利点は、①検査が短時間で終了、②磁気を利用しないのでペースメーカーなどの

金属使用者にも適用可能、③アーチファクト（画像の乱れ）が少なく、広範囲の撮影が可

能、④出血巣・骨などが明瞭に描出される、⑤（MRI と異なり）騒音がない、などである。

欠点は、①放射線被曝がある、②軟部組織（筋肉など）の変化が余り描出されない、③脳

底、下顎などの骨に囲まれた部分はアーチファクトが出やすい、④消化器官などの中空の

器官の撮影には造影剤が必要である、などである。  

 

２．１．２ 磁気共鳴画像（magnetic resonance imaging、MRI）  

MRI は生体で生じる核磁気共鳴現象を利用して、その構造を画像化する方法である。物

質は原子から構成されている。原子は中央に原子核があり、その周りを電子が公転してい

る。水素原子の原子核であるプロトンは電荷を有しており、回転運動をしている。この原

子核の角運動量を核スピンという。核スピンを持つ原子核はそれによって極めて小さい磁

気を持つが、その方向は通常原子核によって異なっている。しかし、強い外部磁場が存在

すると核スピンは一定の方向へ整列する。この時、磁場強度に比例した周波数の電磁エネ

ルギーを吸収・放出する。これを核磁気共鳴（NMR）という。放出エネルギーの強度は被

検者の回りに配置した受信コイルで検出出来る。これを NMR 信号という。核磁気共鳴の

起こるエネルギーはちょうラジオの電波がもつエネルギーと同程なので実際の核磁気共鳴

にはラジオ波が用いられる。これを励起パルスと呼ぶ。放出される信号の振幅は原子核間

の互いの磁場の影響によりスピンの位相にばらつきが生じることで次第に弱くなる。この

過程を T2 緩和、横緩和、スピン−スピン緩和などと呼ぶ。この時の時定数（信号が最初の

強さの 36.8%まで減衰するのに要する時間）を横緩和時間（T2）と呼ぶ。T2 は 10 秒から

100 秒程度であるが、実際には磁場の不均一性による減衰の影響を受けずっと短くなる。
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一度信号を出した後、次に共鳴周波数のラジオ波を照射して信号を出させるためには元の

状態まで戻らなければならないため、それまでの回復時間が必要である。この回復過を T1

緩和、縦緩和、スピン−格子緩和などといい、その時の時定数を縦緩和時間（T1）と呼ぶ。

T1 は 100 ミリ秒から１秒で程度である。  

核磁気共鳴によって組織から放出されるエネルギーは組織の水分子含有量によって異な

るので NMR 信号から組織の情報が得られる。水分子の含有量によって T1 も変化する。

通常、脂質が多い組織は比較的短い T1 を示し、炎症を起こしたりしている組織は長い T1

となる。この違いを画像として再構成することにより、診断に使うことが出来る。MRI で

位置情報を得るために例えば被検者の足から頭の方向に向かって次第に強度が強くなる磁

場（傾斜磁場）をかける。これによって身体の場所により異なった周波数の電磁波がかけ

られることになる。フーリエ解析という手法を用いて NMR 信号を解析すればどの周波数

帯域で巨視的磁化が生じているかが判り、位置情報が得られる。これらの情報を CT と同

じ方法で処理する。得られた画像が MRI 画像である（図２－６）。  

 

 

図２－６ 脳の MRI 画像  
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T1、T2、TR（パルスの繰り返し時間）、TE（パルスをかけてから最大の信号が得られ

るまでの時間）、の四つのパラメータによって次のような画像が得られる。  

 １）T1 強調画像～TR と TE を共に短くすると、主として縦緩和の信号が強調された画

像が得られる。皮下脂肪、骨髄、脂肪組織の信号強度が最も高くなる。水のプロトンの緩

和時間は長いので、脳室、くも膜下腔の脳脊髄液は最も信号が低くなる。白質は灰白質よ

り水分が少ないため、やや高輝度となる。  

 ２）T2 強調画像～TR と TE を共に長くすると、横緩和の信号が強調された画像となる。

脳脊髄液が最も高輝度となり、灰白質は白質よりやや高輝度となる。同じ白質でも水分含

有量の違いによって信号強度が異なってくる。  

  ３）プロトン強調画像～TR を長くし TE を短くすると、プロトン密度の差を強調した画

像が得られる。脂肪組織の輝度が高い点は T1 強調画像に類似するが、脳脊髄液の信号輝

度が高くなる点や灰白質が白質より高い輝度となる点は T2 強調画像に類似する。  

 ４）フレア法～T2 強調画像では脳脊髄液のような長い緩和時間を有する部分は高信号に

なる。この高信号を抑制する撮像法がフレア法である。これによって脳溝近傍の病変（高

信号）が検出しやすくなる。  

 ５）拡散強調画像～信号読み取り前に、正負の同じ強さの傾斜磁場をかけることにより、

組織における水のブラウン運動の強さを信号強度に反映させる方法である。脳梗塞では健

常な部位に比して梗塞部位が高輝度画像として造影される。  

  ６）拡散テンソル画像～生体構造が一定の方向を持つ際に水分子の拡散方向が制限を受

ける。神経細胞に比べて神経線維は水含有量が少ないので、拡散強調画像では神経細胞に

比べ神経線維は拡散量が少なく高輝度になる。テンソル解析という数学的手法を用いてこ

の拡散の異方性を画像化したものが拡散テンソル画像である。これ方法により神経線維の

走行やその損傷を画像化することが可能である。これを「（拡散テンソル）トラクトグラ

フィー」という。  

MRI の利点は、①放射線被曝がない、②骨の影響を受けない、③軟部組織の変化を捉え

易い、⑤造影剤を必要としない、などである。欠点は、①撮影時間が長い、②ペースメー

カーなど金属使用者には適用出来ない、③撮影時に著しい騒音が生じる、⑤狭い装置内に

被検者を固定するため閉所恐怖がある個人には適用困難、などである。  
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２．１．３ 陽電子断層撮影法（positron emission topography、PET）  

  物質を構成する原子は原子核とその周囲を回転する電子から構成されている。通常電子

は負に帯電しているが、正に帯電している電子が存在する。陽電子（ポジトロン）である。

PETは陽電子を放出する放射性同位元素 2 （核種）で標識（印をつける）された薬物を被

検者に投与し、放射能の臓器内の分布を検出器（コリメータ、後述）によって検出して画

像化する方法である。  

PET で用いられる電子放出核種にはフッ素（ 18F）、酸素（ 15O）、炭素（11C）などが

あり、小型サイクロトロン（粒子加速装置）で製造される。いずれも生体を構成する元素

であり、生体活性物質などを標識することが容易である。核種で標識されたガスを吸入さ

せるか蒸留水に溶かして静注すると、心臓から動脈を介して体内組織に蓄積されて行く。

8～10 分後には臓器に入る放射能と出ていく放射能が物理的に平衡状態に達する。核種は

不安定な物質でエネルギーの高い状態から低い状態に移ろうとして陽電子を放出する。陽

電子は組織内の自由電子と結合して消滅する。この時二つのガンマ線（光子）が互いに反

対方向に放出される。そこで被検者の周囲に多数の検出器を図２－７のように円形に並べ

ガンマ線を観測する。例えばＡとＢでガンマ線が検出されたらＡとＢを結ぶ直線上にガン

マ線を放出した核種があることを意味する。多数の検出器からのデータを収集して解析処

理を行い画像化する（図２－８）。現在 PET を用いて測定されている生体現象と使用さ

れる核種は表２－１のごとくである。   

       

 

図２－７ PET におけるガンマ線検出器配置の模式図  

 

                             
2 同一元素に属する（すなわち同じ原子番号をもつ）原子の間で原子量が異なる原子を同

位元素であるという。18F のように表記され、左肩の数字は原子量である。このうち放射線

を出す能力すなわち放射能をもつ同位元素を放射性同位元素と呼ぶ。 
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図２－８ PET による脳グルコース代謝画像（上段）および同一領野の剖検

（Post-mortem）、CT（X-ray CT）および PET 画像（PET/FDG）の  

     対応関係（下段）  
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表２－１ PET の測定対象と使用される核種  

１）脳循環測定  

ａ）脳血液量～11CO、C15O     

ｂ）脳血流量～H15O、C15O2、62Cu-PTSM 

    ｃ）代謝  ～酸素代謝：15O2 

グルコース代謝：18F-FDG 

アミノ酸代謝：11C-メチオニン  

２）神経伝達物質測定  

   ａ）ドーパミン～ドーパミン代謝貯蔵：18F-フルオロドーパ  

          D1 レセプター：11C-SCH23390 

           D２レセプター：11C-メチルスピペロン、11C-ラクロプライド  

          再取り込み部位：11C-ノミフェインシン  

  ｂ）アセチルコリン～ムスカリン性レセプター：11C-デキセチミド  

            ニコチン性レセプター：11C-ニコチン  

  ｃ）オピオイド～μ レセプター：11C-カーフェインタニル  

   ｄ）セロトニン～5-HT２レセプター：11C-ケタンセリン  

          再取り込み部位：11C-シアノイミプラミン  

  ｅ）ヒスタミン～Ｈ１レセプター：11C-ピリラミン、11C-ドキセピン  

  ｆ）ベンゾジアゼピン～中枢性レセプター：11C-フルマゼニル  

  ｇ）モノアニン酸化酵素～MAO-A：11C-クロルジリン  

              MAO-B：11C-デブレニル  

 ３）その他  

  ａ）脳血液関門～68Ga-EDTA 

  ｂ）腫瘍～18F-FDG、11C-メチオニン  

 

PET の利点は、①空間解像能が高い（理論的な最大分解能は 2～5mm 程度）、②解像

度は脳の部位に殆ど依存しない、③ガンマ線のエネルギーが高いために吸収の影響が小さ

く、また吸収補正が容易に行える、などである。欠点は、①サイクロトロンの設置など装

置の導入に多額の費用を必要とし、年間の運用経費も高額である、②時間分解能が数分～

十数分と極めて不良である、③放射線被曝があるため繰り返し測定出来ない、などである。  
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２．１．４ 単一フォトン断層撮影法（single photon emission tomography、SPECT）  

  SPECT は PET と同様に体内における核種の分布を画像表示する方法である。PET との

違いは SPECT で用いられる核種が違う点である。SPECT の核種は１個のガンマ線を放出

して崩壊する単一フォトン放出核種である。このガンマ線はあらゆる方向に放出されるの

で、ある特定の位置から見てガンマ線がどの方向から飛来したかを解析し（コリメーショ

ン）、核種の分布状態を画像として表示した画像が SPECT である（図２－９）。  

                       

 

             図２－９ SPECT による脳血流量画像  

 

SPECT や PET の画像処理装置がコリメータである。核医学で最も一般的に用いられる

コリメータは平行多孔型コリメータであり、これは厚さ 1～4 cm 程度の鉛板に多くの穴を

平行に開けたものである。ほとんどの平行多孔型のコリメータでは、この穴は検出器の面

に対して垂直に開けられている。この穴を通じて飛来してくるガンマ線を光電子増倍管に

よって検出し、その結果を演算回路に導いて画像再構成を行う。通常の SPECT 専用装置
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ではコリメ－タを被検者の周囲に２～５個設置し、これを患者の周りで回転させることに

よってデータの収集を行っている。  

 

表 ２－２ SPECT の測定対象と使用される核種  

１）脳循環測定  

ａ）脳血液量～99mTc-RBC、99mTc-HSA 

ｂ）脳血流量～133Xe、123I-IMP、99mTc-ECD、99mTc-HMPAO   

２）神経伝達物質測定  

   ａ）ドーパミン～D1 レセプター：123I-SCH23982 

         D２レセプター：123I-IBZM、123I’-ヨードスピペロン  

          再取り込み部位：123I-β-CIT 

  ｂ）アセチルコリン～ムスカリン性レセプター：123I-QNB 

  ｃ）ベンゾジアゼピン～中枢性レセプター：123I-イオマゼニエル  

３）その他  

ａ）脳血液関門～98mTcO4、98mTc-DTPA、99mTc-HSA 

ｂ）腫瘍～98mTcO4、201TI-TICI 

 ｃ）脳脊髄液循環動態～111In-DTPA  

 

PET と比べて SPECT には、①サイクロトロンを必要としない、②装置導入の経費が廉

価である、③撮影時間が短い、などの利点があるが、①空間解像度が低い、②S/N 比（信

号と雑音の比率）が小さい、などの欠点を有する。  

 

２．１．５ 機能的核磁気共鳴（ functional MRI、 fMRI）  

MRI を利用して、脳の局所血流量の変化を測定する方法が fMRI である。脳の細胞活動

が活発になると脳血流量（CBF）が増加する。局所の CBF が増加することは、毛細血管

や静脈中の還元ヘモグロビンの量が相対的に減少することを意味する。酸化ヘモグロビン

は磁気モーメントを持たないが、還元ヘモグロビンは磁気モーメントを持つ。還元ヘモグ

ロビンの磁性はまわりの水のプロトンのスピンースピン緩和過程を促進するので、還元ヘ

モグロビンが増えると、見かけ上 T2 は長くなる。そこで T2 強調画像では、血流量の増加

した部分はより明るくなることになる。静脈血中の還元ヘモグロビンは、その磁気モーメ
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ントにより、MRI の静磁場内（励起パルスが付加されていない状態）で赤血球の周りおよ

び血管の外に帯磁率の相異からくる磁場の歪を生じさせる。MRI 画像のボクセル（画像単

位）内ではこの磁場の歪の分布が出来、検出される信号の位相に分散が起きる。水の見か

けの横緩和時間 T2 を短縮し信号減衰を速める。従って、ベクトル和で与えられるボクセ

ル内での信号の総和が小さくなる。これに対して、動脈の血液には反磁性である酸化ヘモ

グロビンだけがあるで、赤血球の内外および組織体との間に帯磁率の相異がなく磁場の歪

が表れない。脳活動に伴う血流の増加は、組織の酸素消費量の変化が比較的少ないため酸

素供給量の余剰をもたらし、静脈血中のヘモグロビンの酸素吸収度が上り、これに相応し

た磁場の歪の減少から信号強度の上昇がもたらされる。これは「ボールド効果」と呼ばれ

ている。 fMRI はこのボールド効果を画像化する技法である。  

図２－１０は音声（Speech）および雑音（Noise）を提示した時の左一次聴覚野および

左言語野の fMRI 信号の変化である。左一次聴覚野は音声、雑音いずれの刺激時にも信号

増大を示すが、言語野は音声刺激時にのみ信号が増大している。  

 

図２－１０ 音声および雑音刺激時の fMRI 信号の変化 

              上：左第一次聴覚野、下：左言語野 
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fMRIはPETのように放射性元素を含んだ化合物を静注する必要がなく繰り返し測定を

行うことが可能であり、空間分解能も 1.5mmと高い。当初時間分解能は不良であり、刺激

が与えられてから信号が発生するまで２秒から３秒を要した。最近では 0.5 秒程度の速い

神経活動を捉えることも可能になりつつある。fMRIの問題点はボールド効果が神経細胞活

動のどの側面を反映しているかの解明が未だ完全ではない点である 3。 

 

２．１．６ 脳磁図（magnetoencephalophy、MEG） 4 

 これまで述べてきた PET、SPECT、fMRI などは脳血量や脳代謝過程を測定する方法で

あり、神経細胞の活動を直接測定する方法ではない。MEG と次に述べる脳波は神経細胞

の活動を直接記録する方法である。  

 脳における電気活動の多くは錐体細胞の活動に由来する。錐体細胞には視床その他の皮

質下細胞や他の皮質細胞からの線維連絡がある（図２－１１A：表在視床皮質投射および

深部視床皮質投射）。これらの投射線維は錐体細胞の樹状突起先端部に興奮性シナプス電

位を発生させる。すると、樹状突起がプラスの荷電を持ち、細胞体がマイナスの荷電を持

つ電流双極子となって細胞内、細胞外に電流が流れる（図２－１１B）。前者を第一次電

流、後者を体積電流という。電流が流れると磁場が発生する。磁場の方向は電流の流れる

方向に進む右ねじれの回転となる。脳磁図に寄与するのは第一次電流であり、体積電流は

相互に打ち消し合って脳磁図には寄与しないと考えられている（図２―１１C、D）。星状

神経細胞は樹状突起が対称に拡がって閉回路を構成するので外部に電流は流出しない（図

２－１１E）。抑制性シナプス電位は細胞膜内外の電位差が小さいので電流の流入／流出

はない（図２－１１F）。頭皮に対して平行に存在している電流双極子（正の電流源と負

の電流源が一定距離離れて存在する状態）では、その周りに時計回りに磁場が出来て頭皮

に磁場の吹き出しと吸い込みが出来、磁場の測定が可能となる。頭皮に対して垂直に向う

電流双極子では、大きな電位勾配が出来るため脳波上大きな電位変動が記録出来るが、磁

場はほとんど記録出来ない。２個の互いに逆向きの電流双極子がある場合には、電流は電

流双極子の近傍だけを流れるため、頭皮上から記録される脳波には電位差は殆ど生じない

が、磁場は重なり合って強く表れる。MEG は脳の電気現象を脳波とは異なる側面から測

                             
3ボールド効果は神経細胞の膜電位（第４章参照）の変化に伴う細胞膜周辺に発生する電場

電位の反映であるとの説が有力である。 
4 以下の記述における用語の詳細は第３章および第４章参照。 
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定していることになる。電流がつくる磁場の大きさは、電流回路を小部分に分けて、その

各部分が一つの点で作る磁場の大きさをベクトルとすると、磁場全体の大きさは、小部分

の磁場を回路に添って積分することによって与えられる。  

 

    
           図２－１１ 脳磁図発生機序の模式図  

Apical dendrite：樹状突起、EPSP：興奮性シナプス電位、IPSP: 抑制性シナプス電位  

Pyramidal neuron：錐体細胞、Stellate neuron：星状神経細胞、Thalamus：視床  

Superficial T-C projection：表在視床皮質投射、Deep T-C projection：深部視床皮質投射  

 

以上のような機序で発生する脳の磁場は地磁気の一億分の一から十億分の一という極め

て微弱な現象（約 10 ｰ 14Ｔ）であり、その測定が可能になったのは 1970 年代である。図

２－１２は脳磁場計測装置の構造である。装置の中心をなすのは超伝導量子干渉素子

（SQUID）と検出コイルであり、デュワー瓶と呼ばれる筐体内に収められている。デュワ

ー瓶中には真空層を挟んで液体ヘリウムが溜めてあり、内部の装置を 4.2°K に冷やしてい

る。底部の外側は凹みになっており、この部分をヒトの頭部に密着させることにより、脳

磁場を計測する。デュワー瓶の底部に、多数の超伝導状態の検出コイルが設置されており

（図２－１２A）、直径 14cm の範囲の頭部表面から磁場変化を拾うことが出来る。検出

２-22 

 



第 2 章 

コイルの面は頭部表面に対して平行に設置されており、頭部表面に対して垂直な磁場の変

化（図２－１２B、Br）を検知するようになっている。また、互いに逆方向に巻いた検出

コイルを直列に繋ぎ、空間的な差分をとることにより、地磁気の変動、あるいは都市雑音

などの遠来のノイズを軽減し、脳由来の信号だけを検知する工夫がなされている。検出コ

イルによって拾われた磁場は、超伝導トランスを介して SQUID に伝えられる（図２－１

２、A）。SQUID は超伝導を利用した超高感度磁気センサーであり、磁気変化を電圧変化

に変換して出力する。  

 

 

 

図２－１２ 脳磁図測定装置とその原理  

 

 神経心理学では種々の課題遂行時の MEG 電位を評価することになる。課題に関連した

MEG 電位は小さく通常は検出出来ないが、多数回のデータを加算すると、課題に関連の

ない変動は互いに相殺し合って課題に関連した電位変動が明らかになってくる（図２－１

３）。MEG は時間分解能、空間分解能ともに優れ、脳の活動を実時間で測定しうる点で

極めて有用である。  
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図２－１３ 聴覚刺激提示時における加算脳磁図  

 

 

図２－１４ 核磁気共鳴スペクトロスコピー画像  
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２．１．７ 核磁気共鳴スペクトロスコピー（magnetic resonance spectroscopy、MRS） 

MRI 技法の一つである。分子中の原子核の磁場は付近に存在する原子核によって作られ

る磁場の影響を受け、同じ原子核であっても周囲の環境によりわずかに共鳴周波数の違い

が生じる。これを「化学シフト」という。シフトの大きさと信号強度から生体内の分子の

種類・成分などを検出／測定することが可能である。原子核の中でプロトン１H を利用し

たものを 1H-NMR スペクトロスコピー、31P を利用したものを 31P-NMR スペクトロスコ

ピーという。現在、主としてコリン（Co）、クレアチン (Cr)、N アセチルアスパラ銀酸（NAA）

を対象とした測定が多く行われている（図２－１４）。  

 

２．１．８ 脳波（electroencephalography、EEG）  

 脳の活動は基本的に電気現象である。頭皮上に電極を置き、そこから導出された電気活

動を交流増幅器によって約一万倍に増幅して表示したものを脳波という。脳波が如何なる

機序によって発生するかは未だ完全には解明されていない。電極の周囲数千個の神経細胞

の活動の総和であろうと考えられている。脳波の変動は睡眠／覚醒のサイクル、てんかん

発作など密接な関連を有し、古くから脳疾患診断のための有力な情報を提供してきた。  

神経心理学では高次脳機能課題遂行時における脳波の変化が問題となる。視覚、聴覚、

体性感覚などの末梢感覚器への刺激に対応して、脳波に生じる電位変動を誘発電位（EP）

という。通常 EP は小さいため、刺激に関係しない電位変動に隠れてこれを検出すること

は出来ない。しかし、1960 年代ドーソンによって平均加算法と呼ばれる EP の記録法が開

発された。刺激開始時点を基点としてその後の脳波を加算すると、刺激に関係のない成分

は相互に打ち消し合い、刺激に対応した信号成分が明瞭に表れてくる。この平均加算法の

出現によって、EP の研究は基礎、臨床両面において急速に進歩した。  

図２－１５は聴覚誘発電位の例である。（A）では、出現頻度の高い刺激（ frequent）

および低い刺激（rare）に対する EP が、被験者が刺激の数を数えることを教示された場

合（attend）、本を読むことを教示された場合（ ignore）の各条件で記録された（このよ

うな実験手続きを「オッズボール（変異）課題」と呼ぶ）。“attend”条件では、“rare”に

する EP に潜時 300 ミリ秒付近に大きな陽性成分が認められるが、“frequent”に対する EP

ではこの成分は殆ど認められない。このことは“rare”から“frequent”を減じると（“rare - 

frequent”）より明瞭となる（図右、P3b）。“ignore”条件でもこの陽性成分は認められる

が（図右、P3a）、振幅は“attend”条件の方が大である。記録部位別に検討すると（図２
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－１５、B）、振幅は前頭葉（Fz）で最大となる。この成分は 1965 年サットンらによっ

て最初に報告された。以来、脳における情報処理過程を直接的に反映する現象として注目

され、今日までに非常に多数の研究報告がある。この成分は内因性誘発電位あるいは事象

関連竜位（ERP）と呼ばれている。特に刺激提示後 300 ミリ秒付近で出現する成分は後期

陽性成分（LPC）、P300、P3、などさまざまな名称で呼ばれている。注意、認識、記憶

などの高次脳機能を反映する成分と考えられている。  

通常の脳波の記録は時定数（増幅器の出力が 1/e、約 36%に減少するまでの時間）が 0.1

～0.3 秒の交流増幅器を用いて行われる。直流増幅器あるいは時定数の大きい（３秒以上）

交流増幅器で記録すると、より緩徐な脳波変動を記録出来る。これには、一定の時間間隔

をおいて二つの刺激を提示し、第一の刺激が第二の刺激の予告となる条件で出現する随伴

陰性変動（CNV）、随意運動時に記録される運動関連電位などがある。  

 

 

図２－１５ 事象関連電位 
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図２－１６  心的回転課題（第９章参照）遂行時の脳波周波数成分 

のトポグラフマッピング 

各周波数帯域（図の下部に記載）のパワー値（１０秒間の脳波振幅位の積分値）を表示。

赤は高いパワー値、青は低いパワー値を意味する。上方が頭蓋前方に対応。右頭頂葉領野

で 10Hz 以上の帯域の脳波のパワー値が高い。  

 

脳波、誘発電位、事象関連電位などの頭皮上の電位分布を頭部に似せた図上に表示する

方法を脳波トポグラフマッピングあるいは脳波マッピングという。まず多数の電極（32 カ

所、6４カ所、あるいはそれ以上）から脳波を記録する。脳波の場合にはフーリエ解析と

いう数学的手法を用いて周波数帯域別に電気活動の大きさ（電位）を算出する。誘発電位
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や事象関連電位の場合は加算を行って成分を同定し、その大きさを算出する。電極を置い

てない部位については周囲の電極の電位から電位の大きさを推定する（補間）。等しい電

位の部位を結んで等電位図を作成し、頭部に似せた図形上にカラー表示したものが脳波ト

ポグラフである（図２－１６）。多数の電極から記録された脳波、誘発電位、事象関連電

位の情報量は膨大で、その特性を直感的に理解することは困難である。脳波トポグラフマ

ッピングにより、脳の電気活動の時間的・空間的特性をコンパクトな視覚情報として表示

し、脳の電気活動の全体像を直感的に理解することが可能となった。  

 脳波には、①PET、 fMRIなどに比較して空間解像度で劣る 5が時間分解能で優る、②脳

の活動性を実時間で測定出来る、③比較的廉価で記録装置が導入可能である、などの利点

がある。種々の画像解析法が開発された現在でも有力な研究方法である。  

 

２．２ 画像処理  

 画像解析により得られた画像データを処理するための様々な方法が提案されている。こ

こでは最も広く使用されている SPM(Statistical Parametric Mapping)について紹介する。

これはロンドンの“Institute of Neurology”から配布されている画像処理のフリーソフト

である。図２―１７に示した画像処理を行う。まず撮像機器から取り込まれた画像データ

（ デ ー タ セ ッ ト ） か ら 体 動 な ど に よ る ア ー チ フ ァ ク ト を 除 去 す る た め の 補 正

（Realignment）を行う。次にガウスフィルターによって平滑化する（Smoothing）。こ

の個人データが標準脳（タライラックの脳図譜が用いられることが多い）に変換される

（Normalization）。次に脳全体を 0.5ｃｍ３程度の小立方体（ボクセル）に分割し、操作

した変数が脳の形態や活動性に有意な影響を及ぼしているかどうかをボクセルごとに統計

的に検定する (Statistical inference)。この手続を容量計測法という。有意な所見を示した

ボクセルは多数の被験者のデータを平均して構成された３D 脳画像に貼り付けて表示され

る（図２―１８）。また、同一の特性を有する被験者群や同一の課題を遂行した複数の被

験者のデータを統合して、共通する所見を可視化する解析も行われている。  

 他の画像解析ソフトもほぼ同様の論理によって操作変数が有意な影響を与えた領野を可

視化している。  

 

                             
5 128 チャンネル、256 チャンネルなどの高い空間解像度を有する脳波記録装置も開発さ

れている。 
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図２―１７ SPM におけるデータ処理の流れ  

 

 
図２－１８ SPM 処理結果の３D 表示  

 作業記憶課題遂行時、健常者に比して軽度認識障害患者で有意に活性化が大であった  

 領野が赤で表示されている。  
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２．３ 脳疾患患者を対象とする画像解析  

 脳疾患患者を対象とした画像解析の目的は二つある。一つは言うまでもなく脳損傷部位

の診断である。一時は気息奄々であった神経心理学が今日の隆盛を見るに至ったのはひと

えに CT や MRI などの脳損傷部位診断技法の進歩による。現在ではその空間解像度は 1mm

以下に向上し、脳の血管さえも画像化することが可能になった。MRI によって神経伝導路

の画像化も可能となっている。今後もこの分野の技術革新はさらに続くであろう。  

脳疾患患者を対象とした画像解析の役割の第二は脳損傷に伴う脳活動性の変化である。

脳の損傷部位が特定されても、高次脳機能障害がどのような機序によって出現したかは判

らない。脳損傷によって脳活動性がどのように変化したかを知る必要がある。この時、機

能画像解析は有力な武器となる。研究の具体例を以下に紹介する。  

第１章で述べたように、フォン・モナコフは脳損傷による高次脳機能障害を説明するた

めに機能解離の概念を提出した。脳に局所的損傷が生じると、損傷部位から神経線維を受

けている神経細胞が一過性に機能障害に陥る現象である。機能画像解析の結果から、脳疾

患患者では損傷部位以外の領野の活動性も低下している場合があることが確認された。フ

ォン・モナコフの主張は実証されたのである。多くの高次脳機能障害は次第に回復する場

合が多い。どのような機序で回復するのか。失語の場合、損傷された左大脳半球の機能を

右大脳半球が代償すると考える「代償仮説」が既に 19 世紀には提出されていたが、その当

否を証明する方法がなかった。機能画像研究から失語回復例では右大脳半球の活動性が実

際に増大していることが確認された。この事実は失語のリハビリテーションに多くの示唆

を与える。画像解析は高次脳機能障害の機序解明のための極めて有力な手段である。 

 

２．４ 健常者を対象とする画像解析 

健常者を対象とする画像解析の目的も二つある。第一は脳疾患患者の比較対照である。

脳疾患によって脳の機能にどのような変化が生じているかを明らかにするためには当然健

常者との比較が必要である。神経心理学的評価においては健常者のデータを用いて評価結

果を基準化する必要がある。画像解析においても脳疾患患者のデータを健常者のデータと

比較することにより、より妥当な解釈が可能となる。 

健常者を対象とする画像解析の目的の第二は健常者における高次脳機能の機序の解明で

ある。言語、行為、認識、記憶のような高次脳機能の背景にどのような神経機構が存在す

るか。機能画像解析はこの点について質量共に豊かな情報を提供してくれる。脳疾患患者
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を対象とする研究と比較して、健常者を対象とする研究には次の利点がある。 

 １）学校などで多数の研究対象者を比較的容易に集めることが可能である。 

 ２）性、利き手、その他脳の構造、機能に関連する要因を統制しやすい。 

 ３）刺激、反応様式などの統制が容易である。 

逆に言うと、このような要因が脳の活動性にどの様な影響があるかを詳細に検討すること

が可能である。具体例として大脳半球機能差の性差に関する研究を紹介する。男性と女性

で大脳半球機能差の方向や程度に差があるか否かについては古くから様々な議論がある。

機能画像解析は興味深いデータを提供している。ビンダーらは fMRI を用いて言語課題遂

行時の脳活動性を男女各 50 名の健常者間で比較した。結果は図２－１９に示すように男

女とも左大脳半球の活動性が著しく増大した。性差は認められなかった。 

 

 

図２－１９ 言語課題遂行時有意に活動性が増大した部位 

              上：女性 下：男性 

 

２．５ 画像解析の課題 

 脳の領野はその構造によって定義される。第３章で詳しく述べるように、大脳の表層、

すなわち大脳皮質は種々の神経細胞によって構成されている。神経細胞の並び方を細胞構

築という。細胞構築の違いを基準にして領野は定義される。一方、画像診断で特定出来る

損傷部位や活動部位はその形態や脳画像上の位置で同定され、領野の定義とは異なる。両
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者がよく対応していれば問題はないのであるが、実際にはかなりの食い違いがある。手術

時に開頭された脳を見るとよく解るように、脳の形や大きさは個人差が大変大きい。従っ

て、外見だけから各部位がどの領野に対応するかを判断することは実は非常に困難である。

領野の定義と同定方法との違いは画像解析研究において重大な問題であることは多くの研

究者によって指摘されており、両者を対応させる方法も種々提案されている。しかし、現

時点では問題の解決には至っていない。 

機能画像解析では、統制課題に比べて実験課題で有意な活動性増大を示す部位があれば、

その部位が実験課題遂行に関係していると見なす。あるいは、図２－１０に示すように、

活動性の変化が刺激の特性と対応している部位は当該刺激の処理に関係すると見なす。症

例研究の項で述べたように、これは単純解離に相当する。前者については統制課題より実

験課題の難易度が高かったため当該部位の活動性が増大した可能性を否定出来ない。後者

については、当該刺激の処理に特異的な活動性増大なのか情報処理に伴う一般的な活動性

増大であるのか厳密に区別することは困難である。機能画像解析も二重解離の原則に基づ

いてなさるべきである。課題Ｔ１遂行時、部位Ｘの活動性は増大するが部位Ｙの活動性は

変化しない。課題Ｔ２遂行時部位、Ｘの活動性は変化しないが部位Ｙの活動性は増大する。

この時ＸとＴ１、ＹとＴ２との関連を論じることが可能になる。この方法を用いた画像解析

研究も報告されているが、その数は僅かである。 

  よく指摘されるように、機能画像解析で明らかになるのは「課題遂行に関連がある部位」

であって「課題遂行に必須の部位」ではない。「課題遂行に必須の部位」を知るためには

脳疾患患者を対象とする臨床解剖学的研究が不可欠である。かつて症状局在は機能局在と

異なり、臨床解剖学的研究は機能局在を明らかに出来ないと批判された。機能画像解析は

機能局在の研究法として開発されたが、その結果から機能局在を論じるためには臨床解剖

学的研究の助けが必要である。何たる皮肉であろうか！。 

  かくのごとく画像解析には種々の課題がある。とは言え画像解析が神経心理学の研究領

域を大きく拡大したことは大きな貢献である。ただ、私見であるが、現時点ではこの拡大

は量的拡大に留まっている。今後質的拡大をも達成出来るかどうかは上記諸課題をどのよ

うに解決するかにかかっている。 
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３．動物実験 

 

 科学では、事象Ｘａが事象Ｙの原因かどうかを確定するためには以下の３条件が満たさ

れる必要がある。 

 １）Ｘａを組織的に変化させた時、Ｙにも組織的変化が生じる。 

 ２）Ｘａ以外の事象Ｘｂ、Ｘｃ、Ｘｄ・・・を組織的に変化させてもＹに組織的変化は生

じない。 

 ３）ＸａがＹの原因であることがそれまでに確立された科学的事実や法則と矛盾しない。 

領野Ｘの損傷が高次脳機能障害Ｙの原因であることを確定するためには同様の手続きが必

要である。もちろんヒトの脳損傷部位を組織的に変化させることは出来ない。症例研究の

結果から論じられるのは損傷部位と障害の対応関係もしくは相関関係であって因果関係で

はない。神経心理学において因果論を厳密に適用するためには動物実験が必要である。動

物の脳の様々な部位を破壊して行動の変化を観察する研究である。エカンはこれを動物神

経心理学と呼んだ。 

動物神経心理学の課題は三つある。第一の課題は高次脳機能障害の責任病巣の正確な同

定である。具体例を紹介する。詳細は第９章で述べるが、側頭葉下外側の損傷は視知覚、

特に顔や漢字などの形態知覚を障害する。しかし、症例研究からその責任病巣の詳細を明

らかにすることは非常に困難であった。1950 年代からサルを被験体とする脳破壊実験が行

われるようになり、サルでも両側頭葉下部を破壊すると○と□の弁別などの形態知覚が障

害されることが明らかにされた。1960 年代後半岩井は側頭葉下部損傷に伴う形態知覚障害

の責任病巣を明らかにする決定的な実験を行った。彼は、図２－２０に示すように、サル

の側頭葉下部を 5mm 幅で連続する六つの領域に区分して各領域を選択的に破壊し、○と

□の弁別学習がどのように障害されるかを検討した。その結果図のⅠの領域の損傷が最大

の障害をもたらすことを見いだした。Ⅰの近傍の領域の損傷では障害は生じるがより軽度

であった。側頭葉下部以外の部位の損傷では障害は生じなかった。サルでは形態知覚障害

の責任病巣は側頭葉下部のごく限局された領域であることが証明された。 
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図２－２０ 側頭葉損傷によるサルの形態知覚障害 

 

動物神経心理学の第二の課題は高次脳機能障害の機序の解明である。もちろんヒトと動

物では脳の構造が異なる（図２－２１）。行動様式も異なる。しかし脳の機能を支配する

法則は大きく異なるとは考えられない。ヒトの研究データに基づく仮説を動物実験によっ

て検証する。あるいは動物実験から得られた知見を基にヒトについて同じ知見が得られる

かどうかを検証する。このアプローチは神経心理学にとって極めて重要である。特に後者

は仮説―演繹的アプローチであり、科学研究の基本である。具体例を紹介する。  
図２－２１から明らかなように、前頭葉はヒトや霊長類で他の脳葉よりよく発達してい

る 6。この巨大な前頭葉がどのような機能を営んでいるか。前頭葉損傷者では、感情、意

欲、性格などには重大な障害が出現することは 19 世紀から観察されてきた 7。しかし、か

なり大きな前頭葉の損傷があっても一般知能や記憶などには目立った変化は見出されなか

った。一時、前頭葉は高次脳機能には関与しないとさえ考えられた。ところが、意外な方

面から前頭葉損傷によって記憶障害が生じることが明らかになった。それはサルを対象と

した研究である。1936 年、ジェイコブソンはサルの前頭葉を両側とも破壊すると遅延反応

                             
6 一般向けの「脳科学書」では、ヒトの前頭葉と他の脳葉の比率は他の霊長類より大きく、

前頭葉はヒトで特によく発達している、と書いてあることがしばしばある。しかし、図２

－２１からも明らかなように、前頭葉と他の脳葉の比率はサル、チンパンジー、ヒトでほ

ぼ同じである。他の霊長類に比して、ヒトの前頭葉が特によく発達しているとは言えない。 
7 第２０章参照。 
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の学習に重大な障害が生じることを明らかにした。サルの前に色、形、大きさが全く同じ

容器（例えばお椀）を二つ置く。サルの見ている前でどちらかのお椀の下に餌を隠す。サ

ルとお椀の間にはスクリ－ンが降ろされ、サルはお椀を見ることが出来ない。一定時間（数

秒～数分）経過した後、スクリーンが上げられ、サルは餌の置かれた方のお椀を開ければ

餌が貰える。これが遅延反応である。遅延反応を遂行するために、サルはどちらのお椀の

下に餌が置かれたかを記憶する必要がある。両側前頭葉が破壊されたサルは餌が隠された

お椀を正しく開けることが出来ない。前頭葉損傷によって記憶障害が生じることが確認さ

れたのである。その後、前頭葉損傷による遅延反応の障害については多数の研究報告がな

され、この課題の遂行には前頭前野の背外側部、特に主溝周辺部という領野（図２－２１、

Rhesus monkeyのCP）が重要であることが確定された。また、障害の性質については、

餌が隠されているお椀を覚えることが出来ない、すなわち空間的位置記憶の障害である事

が明らかにされた。  

 

図２－２１ サル（Rhesus monkey）、チンパンジー（Chimpanzee）、  

ヒト（Human）の大脳。同一縮尺。ＰＣより前方が前頭葉  
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 前頭葉損傷サルでこのような遅延反応の障害が生じるなら、ヒトの前頭葉損傷者でも同

じような障害が生じているはずである。多くの研究者がこの仮説を証明しようと挑戦した

がなかなか成功しなかった。最初にヒトの前頭葉損傷者で遅延反応が障害されることを報

告したのは著名な女性神経心理学者Ｂ・ミルナーの弟子プリスコである。彼は 1963 年に提

出した学位論文において次の実験を行った。視覚刺激や聴覚刺激が一定の時間間隔をおい

て二つ提示される。視覚刺激としては点滅刺激か色刺激が用いられ、点滅の回数や色調が

二つの刺激で同じであったり、異なったりした。聴覚刺激はクリック音であり、クリック

の回数が同じであったり違ったりした。被験者の課題は二つの刺激の異同判断であった。

健常者の場合、二つの刺激間隔が 60 秒を越えてもこの課題は容易に遂行出来た。側頭葉

切除者では、右側頭葉切除者が視覚刺激に対して障害を示しただけであった。ところが左

右いずれかの前頭葉の切除手術を受けた患者は著明な障害を示した。ヒトでも前頭葉損傷

によって遅延反応が障害されることが証明された。 その後、前頭葉損傷者が遅延反応で障

害を示すことは他の研究者によっても確認された。この記憶障害の本態は何か。この問題

を巡っては様々の議論が展開された。そして、前頭葉機能を理解するキイワードとして、

作業記憶という新たな概念が提出され、前頭葉研究は新たな展開を迎えることになった 8。 

 1960 年代スペリーはサルの両大脳半球間を結ぶ神経線維の束である脳梁を切断する実

験を行い、両大脳半球間の情報連絡が全く失われることを見いだした。この知見を基に、

てんかん治療の目的で脳梁切断手術を受けた患者の神経心理学的研究を行い、数々の知見

を得、ヒトの大脳半球機能差の研究に多大な貢献をした 9。  

 動物神経心理学の第三の課題は脳損傷による高次脳機能障害の治療方法やリハビリテー

ション方法を開発する手がかりとなる情報の提供である。前述のごとく、遅延反応は前頭

葉損傷により障害される。障害はドーパミンの投与により軽減される。ドーパミンの作用

を阻害する薬物の投与では前頭葉破壊と同じく遅延反応が障害される。このことは前頭葉

損傷患者の高次脳機能障害の治療にドーパミンが有効であることを示唆する。実際、ドー

パミンの投与により前頭葉損傷患者の行動面の障害が改善された例が報告されている。 

現代の神経心理学において動物神経心理学は重要な研究分野である。 

 

                             
8 詳細は第２１章参照。 
9 詳細は第１２章参照。 
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