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たもの）が生産されるようになったり，一部の体性

はじめに

幹細胞（脳や肝臓等の器官に合わせてある程度分化
しているが，その器官もしくは近縁の器官の範囲内

近年の脳科学の発展は著しく，特に20世紀の終わ

で種々の細胞に分化が可能な細胞）の増殖・分化の

りの10年以降は加速度的といえるような発展を続け

コントロールが可能となるなど，臨床的応用の研究

ている。その背景には人体の大きな未知の領域とし

も進んできているので，将来的に障害児教育と関連

て各国で積極的に研究費が投じられるようになった

した研究の可能性はある。また，遺伝的な影響が少

こと，研究を支える様々な技術の発展がある。現

なからず関与している発達障害の理解における基礎

在，我々は20年前とは比較にならないほど膨大でよ

的な知識としての重要性は高い。

り正確と思われる脳科学的な知識を得ているが，約

ヒトの脳の画像学的研究は，そのための機器の開

1000億と推定されている神経細胞から成り，約100

発や分析手法が著しい発展をし，様々な障害児・者

兆と推定されている神経細胞間の連結点（シナプス）

の脳機能についても研究も進んできている。学習を

を持つヒト（生物学的な意味での人類を慣例に習っ

含めヒトが何かの活動をしている時の脳機能を計測

て「ヒト」とする）の脳の構造や機能は天文学的な

し画像として分かりやすく提示できるため，当面は

複雑さを持っていると推測され，我々はそのごく一

障害児教育に関連した脳科学的アプローチの中心的

部を知ったに過ぎない。このため，現在の急速な脳

な研究手法となり，実際的な応用の可能性も高いも

科学の発展過程の中で，過去において脳科学的な常

のと考えられる。このヒトの脳の画像学的研究の方

識とされていたことが否定されたり修正されたりす

法については第Ⅲ部で詳述する。

ることがしばしば起こっており，現在正しいとされ

このような脳科学の現状を踏まえ，ここではヒト

ている知見がそう遠くない将来に否定される可能性

の脳の画像学的研究から，障害児教育に関連したい

も少なくない。

くつかの研究成果を紹介する。

脳科学の様々な研究分野の中で，現在特に大きな

１．脳の発達と可塑性

発展し注目されている分野には，遺伝子の分子構造
と機能を中心に研究されている分子生物学の研究
と，ヒトの脳の画像学的研究がある。分子生物学に

ヒトの脳は，部位によって担う機能が異なること

ついては，現在なお基礎的な研究の段階にあり，障

が知られている。これは機能の局在性と呼ばれる。

害児教育に直ちに応用することは困難である。もっ

脳の一部を病気や事故などで損傷した人の機能不全

とも，近年比較的安価に一部の遺伝子チップ（数百

の状況と損傷部位とを照らし合わせることで解明

〜数千のDNA活性を検知する物質を基板上に並べ

されてきた。感覚系であれば，視覚情報はまず後頭
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葉の視覚野で処理される。同様に，聴覚情報は両側

の中から，比較的明確な知見の得られている感覚障

の側頭葉にある聴覚野で，触覚と体性感覚情報は頭

害における脳の可塑性に関する報告を以下に紹介す

頂葉にある知覚野で脳における初期の処理がなされ

る。

る。

２．視覚障害

ヒトの脳におけるこのような機能分化は，基本的
な構造として胎生期に作られ，生後は環境に適合す
るように神経繊維の発芽・伸展・結合が行われ，情

１）視知覚と関連した脳部位

報伝達の効率化のための髄鞘化が行われる。この

網膜に入った視覚的な情報は網膜にある神経節細

過程は学習とも密接に関連していると考えられてい

胞にある程度まとめられ，その軸索はまとめられて

る。

視索となり脳の下面の中央部にある外側膝状体の神

このように発達の過程で，もしくは成体となって

経細胞に伝えられる。この際に，注視点の左側の

から，何らかの障害が脳または他の身体部位に起き

視野にある情報，すなわち両眼の右側の網膜に入っ

た時に，その障害による機能低下を補填するように

た情報は右の外側膝状体に伝えられ，視点の右側の

脳が変化しうることが知られている。脳の持つこの

視野にある情報，すなわち両眼の左側の網膜に入っ

機能に中心的に関わっているのが脳の可塑性といわ

た情報は左の外側膝状体に伝えられる。視索から情

れているものである。

報を受け取った外側膝状体の神経細胞はその軸索を

脳の可塑性とは，脳の構造や機能が状況に応じて

通して大脳の後頭葉にある一次視覚野に情報を伝え

変化しうる可能性をもっていること，および変化す

る。一次視覚野は視覚情報の基礎的な処理を行うと

る過程を意味している。この脳の可塑性によって，

考えられ，輪郭の抽出や要素的な形態の認知，その

生物はそれぞれの個体が置かれた状況の中で，で

傾き，左右の眼から入った視覚像のずれの検出とそ

きるだけ生存に有利な機能を獲得していくことがで

のずれを融合する作用などに関与していると考えら

き，脳自体や他の身体部位に何らかの障害が起きた

れている。このように一次視覚野は網膜からの情報

場合には，障害によって低下した生体機能を補うこ

を直接的に受け取り，その情報の基礎的な処理を行

とができる。

うため，ある視覚情報が入る網膜上の位置と一次視

出生後のヒトの脳では，脳室周囲などごく一部に

覚野の位置は概ね対応があることが，ヒトの脳の解

は神経幹細胞があって細胞分裂が行われている可能

剖学的な研究や動物実験によって従来から知られて

性が最近発見されたものの，皮質を中心としたほと

いる。このことを，最近の脳機能画像を用いた所見

んどの部位で神経細胞の増殖はないとされている。

でみると，以下のようになる。

このため，出生後の脳の可塑性は神経繊維の新たな

図１に，Chenら２） の報告の中にある，注視点の

分枝形成や，新たなシナプス形成によってなされる

両側および左右片側の視野に示された視覚情報に

と考えられている。このことから，全般的にみると

より外側膝状体および一次視覚野が活性化されてい

神経繊維の分枝形成やシナプス形成がより活発な時

るfMRI（functional MRI；機能的核磁気共鳴画像。

期，すなわち成人期以前で年齢が低いほどヒトの脳

詳細は本特集のⅢで説明）の画像を視覚情報の経路

の可塑性が高いと推定されている。また，一般的に

の模式図を合わせたものを示した。図１ａにみるよ

は機能がより特化された部位，すなわち後頭葉の一

うに，注視点の両側に提示された視覚刺激によって

次視覚野や側頭葉の一次聴覚野に比べて多様な機能

両側の外側膝状体および一次視覚野が活性化されて

を担っている連合野等の方が可塑性が高いと推測さ

いる。また図１ｂにみるように，注視点の左側に提

れている。

示された視覚刺激によって右の外側膝状体および一

ヒトの脳機能画像研究の発展に伴い，近年これを

次視覚野が，注視点の右側に提示された視覚刺激に

用いて障害のある人における脳の可塑性についての

よって左の外側膝状体および一次視覚野が活性化さ

研究がなされ，新しい知見が得られてきている。そ

れている。
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視覚刺激により活性化された脳部位

注視点の両側および左右それぞれに視覚刺激を被験者に与えた時に活性化される脳の部位をfMRIで調べ
た所見を示した。両側および左側の視覚刺激で活性化された脳の部位は赤で，右側の視覚刺激で活性化さ
れた脳の部位は紫で各々示してあり，色の薄い方が活性化の程度が高い。
aでは注視点の両側の対称的な視覚刺激を被験者に与えた時に活性化される脳の部位をfMRIで調べた所
見である。図の上部の市松模様は点滅させて与えた視覚刺激で，そこから網膜を経て直線の矢印で示され
た外側膝状体に情報が伝わり，両側の外側膝状体が活性化されていることが分かる。さらにそこから弧の
矢印で示された経路で視覚情報が伝わった両側の一次視覚野が活性化されていることが分かる。
ｂでは注視点の左右それぞれの視野に提示された視覚刺激により，左右それぞれの外側膝状体と一次視
覚野が活性化されている様子を，左側の視野に提示された視覚刺激については青色で，右側の視野に提示
された視覚刺激については赤色で示したものである。
（Wei Chen, Xiao-Hong Zhu, Keith R. Thulborn, and Kamil Ugurbil：Retinotopic mapping of lateral
geniculate nucleus in humans using functional magnetic resonance imaging. Proc. Nat. Acad. Sci. USA.,
Vol.96, pp. 2430‒2434, 1999. より許可を得て転載）

図２には，Robertら11） の報告の中にある，注視

範囲である）ぼやけてはいるものの，網膜に映る外

点からみた視野における視覚刺激の相対位置と，そ

界の画像が一次視覚野上にも展開されていると言え

れに対応して活性化される視角野内の部位との関連

る。このように一次感覚野は刺激の物理的な特性と

を示した図である。この図から分かるように，一次

密接に関連し，その機能はかなり特化されている。

視覚野では，視野における位置と密接に関連して一
次視覚野内の特定の部位で活性化がみられている。

２）点字の認知と関連した脳の可塑性

言い換えれば，かなりデフォルメはされ（中心視野

先に視知覚に関連し脳の後頭葉にある視覚野がま

に関わる部位は周辺視野に関わる部位よりかなり広

ず活動することを脳機能画像で紹介したが，盲者で
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図２

注視点からみた視野における視覚刺激の相対位置と，それに対応して活性化される
視角野内の部位との関連

図の上部の灰色の四角の中の白黒の市松模様は視覚刺激として被験者に提示した図である。左側の図は円環状の市松
模様の帯が中心から外側に放射状に移動していくように提示され，右側の図は１／４円の楔型の市松模様が回転してい
くように提示された。
図の上部の色付きの円は，視野における位置を色分けして示したものである。下部の図は，脳のMRIによる形態画像
から三次元的に再構成された左右半球の内側面の画像である。上下の色は対応しているので，上部の図で色で示された
視野における視覚刺激の位置と，その視覚刺激によって活性化される後頭葉の部位が同じ色で示されている。
一次視覚野では，視野における位置と視覚野内の部位にかなり密接な対応がみられている。
（Robert F. Dougherty, Volker M. Koch, Alyssa A. Brewer, Bernd Fischer. Jan Modersitzki, Brian A. Wandell: Visual
ﬁeld representations and locations of visual areas V1/2/3 in human visual cortex. Journal of Vision, 3, pp.586-598, 2003.
より許可を得て転載）

は視覚野への入力がないので，視覚野，特にかなり

によると，点字を読む時に指の感覚（体性感覚に属

視覚情報処理に特化した一次視覚野は活性化するこ

する）を司る一次感覚野は晴眼者および盲者の両方

とがないように思える。盲者は他の感覚器からの情

で活性化されたが，より高度で統合された体性感覚

報を活用して視覚情報がないことを補っているが，

刺激を司る二次感覚野は晴眼者では活性化される一

その時に視覚野はどのように関与しているのであろ

方，盲者では明確な活性化はみられなかった。その

うか。盲者における脳の可塑性について，点字を読

代わりに盲者では，中心後回から頭頂葉を経て後頭

む時の脳機能の研究から以下に紹介する。

葉背外側部にわたる，晴眼者では視覚的形態認知を
司る部位が活性化されていた，と報告されている。

A．脳機能画像による研究の流れ

また，視覚情報の第一段階の処理を行う一次視覚野

盲者が点字を読む時に，脳のどの部位が主に働

を含む視覚野は，盲者では活性化されたのに対し，

いているのかについては，定藤らによる脳機能画像

晴眼者ではむしろ抑制されていた，と報告されてい

を用いての詳細な報告をはじめとしていくつかの

る。

はPET

一方，Buchelら １） は同じ1998年に先天性の盲者

（Positron Emission Tomography；ポジトロン断層

と平均18歳に視力を失った遅発性盲者を分けて同様

撮影。詳細は本特集のIIIで説明）を用いて晴眼者

な研究を行い，点字を読む時に晴眼者と盲者の比較

と盲者に点字を読ませた時の脳の活性化部位につい

ではSadatoらと同様の所見を報告しているものの，

て調べ，両者を比較検討した結果を報告した。それ

一次視覚野は先天性盲者では活性化するが遅発性盲

研究が行われている。1996年にSadatoら

12）
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点字を判別させる課題を行っている時に活性化される脳部位

16歳以前に盲になった被験者，16歳以降に盲になった被験者，晴眼者のそれぞれに点字を判別させる課題を行わせた時に
活性化される脳の部位をfMRIを用いて調べた結果を示してある。上の２段はMRIによる脳の形態画像の矢状平面，軸位平
面，冠状平面の特定の断面におけるfMRIによる活性化部位を重ねて表示したものである。横線と縦線は相互にみた３つの断
面位置を示している。活性化部位は白〜赤で示され，白に近い色の部位がより高く活性化された部位を示している。
下の２段はMRIの形態画像から３次元的に合成した脳の画像にfMRIによる活性化部位を重ねて示したもので，活性化され
た部位は赤で示してある。
下から２段目の盲のある被験者と下から１段目の晴眼者で，点字の判別を行った時に活性化された部位を比較すると，一
次視覚野を含む後頭葉の視覚野は盲のある被験者では活性化がみられるが，晴眼者では後頭葉の下部の紡錘状回に活性化が
みられるものの視覚野には活性化された部位がみられていない。
最上段は16歳以前に盲になった被験者が点字の判別を行った時に活性化された部位を示しており，一番左の図で縦線と横
線が交差しているところが一次視覚野で，明確に活性化されていることが分かる。上から２段目の図に示した16歳以降に盲
になった被験者では，相当する部位，すなわち一次視覚野における活性化は認められない。このことは早期に（16歳以前）
に盲になった場合に一次視覚野の可塑性が高いことを示唆している。
（Norihiro Sadato, Tomohisa Okada, Manabu Honda and Yoshiharu Yonekura：Critical Period for Cross-Modal Plasticity
in Blind Humans: A Functional MRI Study. NeuroImage, 16, pp.389‒400, 2002.より許可を得て転載）
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者では活性化されないこと，一次視覚野の周囲にあ

て活性化がみられている。この部位は一次視覚野に

る外線状皮質（一次視覚野の周辺にある視覚関連の

入った情報を，脳の他の部位と連携してより高度で

連合野で，視覚情報のより高次で複雑な処理を行う

統合的に処理する視覚連合野といわれている部位で

とされている部位）は盲の発症した年齢に関わらず

ある。

活性化されると報告した。
13）

さらにSadatoらは，点字の判別を行った時の成

はfMRIを用い，これらの点

績との関連についても調べており，早発盲者の方が

を含め，さらに詳細な報告をした。その結果を中心

遅発盲者よりも有意に成績が良かったこと，成績と

に盲者が点字を読む時の脳機能について図３を参照

一次視覚野の活性化の程度（fMRIの信号強度の変

しつつ以下に説明する。

化率でみている）との間に有意な正の相関があった

2002年にSadatoら

B．盲者と晴眼者の比較

ことを報告している。

点字を判別させる課題を行わせた時に活性化され
る脳の部位について，盲者と晴眼者で比較したもの

３）脳の可塑性と視覚障害教育への応用の可能性

を図３の下から２段目と１段目に示してある。活性

以上をまとめると，脳の可塑性により，盲者では

化された脳の部位は赤色で示しされている。後頭葉

失われた機能を補うように構造−機能の関係を変化

の視覚野について両者を比較してみると，盲者では

させている。すなわち，晴眼者においては視覚的に

活性化されているが，晴眼者では後頭葉の下部の紡

入力された情報の処理機能を担っている後頭葉の視

錘状回に活性化がみられるものの，視覚野には活性

覚野等が，点字の判別という触覚から入力される情

化された部位はみられていない。また，盲者では中

報の処理に関与するようになっている。この可塑性

心後回から頭頂葉を経て後頭葉背外側部にわたる，

には年齢依存性があり，概ね16歳以前という早期に

通常は視覚的形態認知を司る部位が活性化されてい

発症した盲者では，元来視覚的な情報処理に特化し

たが，晴眼者ではこの部位の活性化はみられていな

た一次視覚野も点字の判別に関わるようになるが，

い。

16歳以後に発症した盲者では一次視覚野を含むまで

これらの結果から，盲者では脳の可塑性によっ

の可塑性はみられない。また，このような可塑性の

て，視覚野をはじめとして晴眼者において視覚的認

程度が点字を判別する能力と正の相関があることも

知に関与する脳の部位が，触覚による形態認知のた

示唆されている。

めに働くようになっていることが分かる。

視覚障害教育の分野では，従来から点字読み速度

C．盲者における発症年齢による差異

は点字学習開始年齢と有意な関係があることが知ら

この報告においてSadatoらは盲の被験者を，16

れている。このことを上記の脳科学的な所見と関連

歳以前に発症した者（早発盲者）と16歳以降に発症

させて考えると，点字学習の過程は触覚による形

した者（遅発盲者）に分け，発症年齢による脳の可

態認知を洗練させるために視覚野等新たに脳の様々

塑性の違いについても検討している。

な部位を動員しそれらを有機的に連結する神経繊維

図３の最上段は早発盲者が点字の判別を行った時

網を形成する過程と推測することも可能である。こ

に活性化された部位を示しており，一番左の図で縦

のような脳の可塑性とその促進に関する脳科学的な

線と横線が交差しているところが一次視覚野で，明

研究が，渡辺，大内らによる点字読みと触圧の関係

確に活性化されていることが分かる。上から２段目

を調べた研究8）など，教育学的な実践的な研究と有

の図に示した遅発盲者では，縦線と横線が交差して

機的に結びついてなされ，総合的に検討されるなら

いる部位，すなわち一次視覚野における活性化は認

ば，点字学習の発症年齢に合わせたより効果的な指

められない。上から２段目の真ん中の図では縦線と

導法の開発も可能になると思われる。

横線が交差している点の左，同じ２段目の右の図で
は縦線と横線が交差している点の上に活性化がみら
れており，この部位は早発盲者と遅発盲者に共通し
−20−
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図４

2006

笑い声，話し声，非音声の音による
脳の活性化部位

A〜Cの各図における左と右の図の上下は，上は脳の表面か
らみた活性化部位を，下は少し奥に入った断面での活性化部
位を示してある。一次聴覚野（HG）など聴覚野はシルビウス
溝という溝の奥まった所に存在するため，奥の断面を示して
ある。
A：笑い声を聞かせた時に話声を聞かせた時より強く賦活され
た部位を赤系統で，話し声を聞かせた時に笑い声を聞かせた
時より強く賦活された部位を緑系統で示してある。
B：笑い声を聞かせた時に非音声の音を聞かせた時より強く賦
活された部位を赤系統で，非音声の音を聞かせた時に笑い声
を聞かせた時より強く賦活された部位を緑系統で示してあ
る。
C：非音声の音を聞かせた時より笑い声を聞かせた時および話
し声を聞かせた時により強く賦活された部位を示してある。
図中の部位名の略号
PT：側頭平板
HG：ヘッシェル回（一次聴覚野）
ROp：ロランド被蓋
SubCG：下中心回
Fop：前頭被蓋
STG：上側頭回
STS：上側頭溝
post.MTG：中側頭回後部
FG：紡錘状回
（Martin Meyera, Stefan Zyssetb, D. Yves von Cramon, Kai
Alter：Distinct fMRI responses to laughter, speech, and
sounds along the human peri-sylvian cortex. Cognitive Brain
Research, 24, pp.291‒ 306, 2005より許可を得て転載）

り，側頭葉の上面にある一次聴覚野
（ヘッシェル回：

３．聴覚障害

Heschl's gyrus）へ伝えられる。一次聴覚野の機能
的な構造は蝸牛管と対応があり，蝸牛管では高い周

１）聴知覚と関連した脳部位

波数から低い周波数へと認知する周波数に沿って蝸

鼓膜に入った音の情報は，蝸牛管で神経信号とな

牛神経が並んでいるが，一次聴覚野でも認知する周
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波数に沿って相応する部位が並んでいる。

る優位性ははっきりしない。

ヒトの聴覚に関する脳機能画像による研究では

下段のＣの図は，非音声の音を聞かせた時より笑

PETが 主 に 用 い ら れ て き た が， 空 間 分 解 能 が 相

い声を聞かせた時および話し声を聞かせた時により

対 的 に 低 い た め に 限 界 が あ っ た。 一 方 でfMRIは

強く賦活された部位を示してある。すなわち，人の

撮影時に傾斜磁場コイルの発する音が大きく（約

声を聞いた時に，それ以外の音を聞いた時よりも活

100dB）
，この音による聴覚関連野の賦活によって

性化される部位である。右側一次聴覚野や上側頭回

脳機能画像のS/N比（計測したい信号強度と雑音と

の前部等で人の声と非音声の音の認知で活性化に違

なる信号強度の比）が悪くなることが問題であっ

いがみられている。

た。近年ヘッドフォンの遮音性の向上や撮影シーケ
ンスの工夫により精度の良い画像化が可能となりつ

２）聾者の聴覚野の可塑性

つあり，比較的小さな領域である一次聴覚野（ヘッ

聾者において聴覚情報の基礎的な処理を行う一次

シェル回）の画像化等が精密に行いうるようになっ

聴覚野や，聴覚情報を中心にやや高次の処理を行う

た。

二次聴覚野のような，かなり高度に聴覚と関連した
５）

の報告の中にある，笑い声

情報処理に特化した聴覚中枢は，その元来の主要な

（言語ではない音声），話し声，非音声の音を健常被

役割を失っている。しかし，先述した盲者の視覚野

験者に聞かせた時に活性化される脳の部位を示した

と同様に可塑性を持っており異なる感覚器からの情

図である。この研究は，これら３つの音刺激による

報処理に関わるようになっている。

図４は，Meyerら

活性化部位の違いをみる目的でなされたものである

Finneyら３）はfMRIを使って聾者の視覚的な認知

が，聴覚野の活性化について分かりやすく画像化さ

過程に聴覚野が関与していることを報告した。この

れている。

報告の中から，図５に，画面上（視野角で10°）を

A〜Cの各図における左と右の図の上下は，上は

複数の小さな点（視野角で0.2°
）が動き回るという

脳の表面からみた活性化部位を，下は少し奥に入っ

視覚刺激（Moving Dot）を聾者に与えた時に活性

た断面での活性化部位を示してある。一次聴覚野

化する脳の部位を，健常者に音楽を聞かせた時に活

（HG）など聴覚野はシルビウス溝という溝の奥まっ

性化する脳の部位と比較した図を示した。６名の聾

た所に存在するため，奥の断面を示してある。

者のMRI形態画像を加算平均した脳の形態画像に，

最上段のＡの図では，笑い声を聞かせた時に話声

音楽を聞かせた時に活性化された部位を一次および

を聞かせた時より強く賦活された部位を赤系統で，

二次の聴覚野として関心領域とし，これを緑色で示

話し声を聞かせた時に笑い声を聞かせた時より強く

してある。そして，Moving Dotの視覚刺激を与え

賦活された部位を緑系統で示してある。この赤系統

た時に活性化された部位を赤色〜黄色で示してあ

もしくは緑系統の色のついた部分を合わせた領域が

る。左から軸位平面，冠状平面，矢状平面での断面

概ね一次と二次を合わせた聴覚野に該当する。HG

での所見を示してあり，横線と縦線は相互にみた３

として示されている赤系統の活性化部位が一次聴覚

つの断面位置を示し，交叉している点は一次聴覚野

野に概ね該当し，真ん中の軸上平面の断面で分かり

の中にある。

やすく示されている。話し声による活性化部位は左
側優位性が明確である。

この図５にみられるように，聾者では右側の一
次聴覚野が視覚的な認知をする際に活性化されてい

中段のＢの図では，笑い声を聞かせた時に非音声

る。右側優位の活性化について，Finneyらは，一

の音を聞かせた時より強く賦活された部位を赤系統

般に移動する音源を認知する時には右側の聴覚野が

で，非音声の音を聞かせた時に笑い声を聞かせた時

主に働くことが分かっているので，この実験で使用

より強く賦活された部位を緑系統で示してある。こ

したMoving Dotのように動くものを見た時にも同

の図から，笑い声を聞いた時の活性化部位はやや右

様の機序が働いて右側優位に一次聴覚野が活性化さ

側優位であり，非音声の音刺激では左右半球におけ

れたのではないかと考察している。
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聾者において視覚刺激により活性化される脳の部位

視覚刺激（Moving Dot）を聾者に与えた時に活性化する脳の部位を，健常者に聴覚刺激（音楽）を与えた時に活性
化する脳の部位と比較して示してある。緑色の部分は健常者に聴覚刺激を与えた時に活性化された部位で，赤色〜黄
色の部分は聾者に視覚刺激を与えた時に活性化された部位である。
3つの図は，左から軸位平面，冠状平面，矢状平面での断面での所見を示してあり，横線と縦線は相互にみた３つの
断面位置を示している。横線と縦線が交叉している点は一次聴覚野の中にある。
（Eva M. Finney, Ione Fine, and Karen R. Dobkins： Visual stimuli activate auditory cortex in the deaf. Nature
Neuroscience, 4（12）, 1171-1173, 2001. より許可を得て転載）

３）手話と関連した脳の可塑性

も行っており，この場合の聾者と健常者で活性化さ

手話は視覚的に認知されるものであるが，脳損
傷のある聾患者を対象とした研究から音声言語で用

れた部位は非常に類似しており，ブローカの中枢を
含む左側下前頭皮質であったと報告している。

いられる脳の領域と関連のあることが1980年代から

2002年にMacSweeneyら４）はfMRIを用い，聾者，

報告されてきている10）。そして1990年代の後半から

手話と音声言語を理解するバイリンガルな被験者，

手話の認知に関わる脳の部位について脳機能画像を

手話を理解しない健常被験者における言語理解につ

用いた研究が報告されてくる。手話認知時の脳機能

いて詳細な研究を行って報告している。手話は英国

６）

がfMRIを用いて米国手話

手話である。その結果の一部を図６に示した。図の

（ASL）者における手話による文章認知時と健常者

左から，聾者に手話で文章を提示した時，バイリン

の音声による英語の文章認知時を比較して，両者に

ガルの被験者に手話で文章を提示した時，健常被

おいて共通して言語認知を担うとされている左側の

験者に話している映像と共に音声で文章を提示した

上側頭回，特にいわゆるウェルニッケ領域が賦活さ

時，のそれぞれで活性化された部位が黄色で示さ

れ，また手話認知時の方が右側の活性化の程度が強

れている。左側優位にブローカの中枢を含む下前頭

かったと報告している。しかし，その後の研究では

回やウェルニッケ領域および二次聴覚野を含む上側

手話認知時に右側でより活性が高まるという結果は

頭回等，聾者，バイリンガルの被験者，健常被験者

得られておらず，この点については現時点で否定的

で共通して活性化されている部位が多いことが分か

な見方が多い。

る。手話の認知に関しては一次聴覚野の関与は明確

に関しては，Nevilleら

2000年 にPetittoら

９）

はPETを 用 い た 研 究 で，

ではない。
以上をまとめると以下のようになる。聾者では手

ASLまたはLSQ（カナダ・ケベック地方で使用され
ているフランス語系の手話）の手話を見せた時に，

話の認知等の視覚的な情報処理に，健常者では聴覚

一次および二次の聴覚野のある両側の上側頭回の活

的な情報処理にかなり特化された上側頭回が関与す

性化が聾者ではみられるが，健常者ではみられない

るようになっており，聴覚野の可塑性が明らかに認

ことを報告している。また彼等は，健常者には音声

められている。視覚刺激によっては一次聴覚野も活

で，聾者には手話で，いくつかの名詞を提示してそ

性化されるが，手話認知では現在までのところ一次

れらに関連する動詞を思い浮かべさせ，その動詞を

聴覚野の明らかな活性化は報告されていない。上記

健常者には音声で，聾者には手話で応答させる実験

の報告における考察でも述べられているが，今後脳
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図６

手話と音声付き画像の提示による脳の活性化部位の比較

左の図は聾者，真ん中の図はバイリンガルの健常被験者に手話で文章を提示した時に活性化される部位を，右の図は手話の
分からない健常者に音声付きの話者の画像を提示した時に活性化される部位を示してある。これら相互にかなり類似した部位
の活性化がみられている。左と真ん中の図の中間にある小さな図は，健常者に音声付きの話者の画像を提示した時に，手話を
提示した聾者やバイリンガルの健常被験者より活性化が強かった部位を示しており，一次聴覚野とその周辺が含まれている。
（Mairead MacSweeny, Bencie Woll, Ruth Campbell, Philip K Mcguire, Anthony S David, Steven C R Williams, John
Suckling, Gemma A Calvert and Michael J Brammer：Neural systems underlying British Sign Language and audio-visual
English processing in native users. Brain, 125, pp. 1583-1593, 2002. より許可を得て転載）

機能画像化の技術が進歩すれば一次聴覚野も活性化

話認知時には左側のウェルニッケ領域が賦活され，

が明らかにされる可能性もある。しかし，現在の機

移植後に音声言語刺激をした際には一次聴覚野の活

器で明らかになっていないことから，一次聴覚野に

性化はみられたものの二次聴覚野やウェルニッケ領

ついては，一次視覚野に比べて可塑性が低い可能性

域の賦活がみられず，これは臨床的な音声言語理解

も考えられる。

の困難さと一致していた，と報告している。
人工内耳移植後の聴覚機能を脳機能画像で調べた

４）人工内耳移植後の脳機能

研究は，現在までのところ多くないので，その後の

人工内耳を移植した後の聴覚刺激に対する脳機能

聴覚機能の獲得経過については，まだ十分に明らか

については，PETおよびfMRIを用いた研究から一

になっていない。人工内耳の移植後の聴覚機能，特

次聴覚野における聴覚刺激の周波数に対応した活性

に音声言語理解の発達については，移植時期との関

化が，概ね健常者におけるものと同様に起きること

連が臨床的にも報告されている。人工内耳移植の事

が知られており，この点からみると人工内耳の移植

例も多くなってきていることから，その後の聴覚機

によって音の認知は十分に補われているといえる。

能の獲得に関する学習方法の発展のためにも，学習

一方，人工内耳の移植と音声言語の理解との関係に

方法とも関連させた脳科学的研究の発展とそれを応

ついてはNishimuraら

７）

が1999年にPETを用いた研

究成果を報告している。それによると，移植前の手

用した学習方法の開発という相互に連携した研究の
進展がまたれるところである。

−24−

国立特殊教育総合研究所紀要

５）脳の可塑性と聴覚障害教育への応用の可能性
にSakaiら

2006

６） Neville, H.J., Bavelier, D., Corina, D., et al：
Cerebral organization for language in deaf and

上記のような脳の一次聴覚野の可塑性や，2005年
14）

第33巻

hearing subjects: Biological constraints and eﬀects of

が報告しているような，手話の認知過

程において左右半球の優位性などを中心に音声言語
処理との類似性が高いことなどは，今後の聴覚障害

experience. PNAS., 95, 922‒929, 1998.
７）Nishimura, H., Hashikawa, K., Doi, K., et al : Sign
language heard in the auditory cortex. Nature, 397,

教育における手話の位置づけを考える上で一定の示
唆を与えているものと思われる。さらに，今後より
聴覚障害教育を踏まえた脳科学的な研究を進める

116, 1999.
８）渡辺哲也・大内進・金子健他: 面圧力分布測定シス
テムを使った点字読みの触圧測定．電子情報通信学会

ことで，従来聴覚的言語処理を中心に発展させてき
た聴覚障害教育を一歩進める可能性あると考えられ

技術報告, WIT2005-32，51-56，2005．
９）Petitto, L.A., Zatorre, R.J., Gauna, K., et al：Speech-

る。

like cerebral activity in profoundly deaf people
processing signed languages: Implications for the
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