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１．ヒトの脳の形態と機能の計測

はじめに

教育支援研究部

この第Ⅲ部は方法論の概説からなる。本特集のは

渥美

義賢

１）ヒトの脳の画像学研究方法

じめに西牧が述べているように，今後，脳科学を障

近年脳科学が著しい発展を遂げつつある中で，障

害児教育に応用し，また障害児教育のニーズに応じ

害児教育に応用しうる可能性が高く，実際的な研究

た脳科学的研究を展開し，さらに両者を融合させた

分野として大きく期待されているものにヒトの脳の

研究を行っていくことが求められている。その際に

画像学的研究がある。第Ⅱ部において紹介したよ

は，障害児教育の研究の中に脳科学的研究の方法論

うに，ヒトの脳機能の計測，特に脳機能画像を用い

を取り入れていく必要があり，一方では脳科学の研

た研究により近年明らかにされつつある脳科学的知

究に実践的な障害児教育の研究成果を組み込んでい

見には，障害児の教育について示唆に富むものがあ

く必要がある。このような過程が障害児教育と脳科

る。今後，障害児教育において教育的支援の内容や

学の双方の方法論を橋渡しし，方法論自体の発展と

方法を科学的に研究する際には，ヒトの脳機能画像

新たな方法論を生み出す可能性を持っていると考え

を用いた研究が重要になってくると考えられる。そ

られる。

こで，ヒトの脳機能の計測方法について，その基礎

このような方向性を踏まえ，当面実際に研究を進
めていく上では，また現在の脳科学的研究成果の障

となるヒトの脳の形態に関する画像学的計測の方法
と伴に以下に述べる。

害児教育への応用を考える上でも，現時点で利用可
能性の高い脳科学的研究の方法を踏まえておくこと

２）ヒトの脳の構造に関する計測方法

が必要となる。そこでこの第Ⅲ部では，まず現時点

障害児教育との関連からみると，ヒトの脳機能の

で障害児教育に応用できる可能性が高いと考えられ

計測が直接的に関連性を持っているが，脳機能の基

るヒトの脳の形態と機能の計測方法について概説す

盤として脳の構造についての情報は重要である。

る。次いで，脳機能の計測法の中でも障害児教育の

ヒトの脳の構造については，16世紀より解剖学的

研究で最も応用しやすい方法と考えられるNIRS（近

研究により徐々に度明らかになってきて，近年では

赤外線分光法；詳細は後述）について概説する。さ

電子顕微鏡により神経細胞内の微細構造まで明ら

らに発達障害等において脳科学的な計測のパラダイ

かになっている。一方，臨床面で重要な，生きてい

ムを立てる際，またその結果を解析する際に必須と

るヒトの脳の構造については，1973年に英国でCT-

なる神経心理学を含む心理学的検査法について概説

スキャンが開発されるまでは，有用な情報が得られ

する。

る方法はなかった。Ｘ線が脳実質をかなり透過して
−27−

特集３：障害児教育と関連した脳科学的研究の方法論

しまうこともあり，通常のＸ線写真では脳の構造が

脳の比較的小さな部位の定量的計測をした研究報告

写らないので，脳室や脳血管に空気や造影剤を注入

については，古いものほど信頼性に問題がある可能

して間接的に脳実質の形態を推定することしかでき

性が高いことを考慮しなければならない。

なかった。これに比べて，CT-スキャンは，脳の形
態をかなり精確に，しかも若干のＸ線被爆はあるも

３）ヒトの脳機能計測の方法

のの非常に少ない侵襲で計測することを可能にし

A．ヒトの脳機能計測技術の発展

た画期的なものであり，「脳画像」という研究およ

これまでの脳科学の発展において，特に精密な構

び臨床の分野が開拓された。次いで1977年にはMRI

造と機能の関連を調べるための研究においては，動

（Magnetic Resonance Imaging：核磁気共鳴画像）

物を対象とした研究が中心であった。脳の神経細胞

が開発され，ほとんど無侵襲でヒトの脳の形態が計

の働きを個々の神経細胞もしくは集団としての神経

測できるようになった。

細胞の電気活動として調べるためには，脳内に電極

CT-スキャンは，装置が比較的安価に生産される

を設置する必要があり，脳機能と関連する化学物質

ようになり，現在では広く普及しているが，脳の

を調べるためには，特定の状態において脳を瞬時に

構造を見る方法としては，MRIにかなり劣る。それ

凍結するか，脳の特定の部位に微細な管を挿入して

は，１）Ｘ線を用いるため微弱ではあるが放射線侵

環流液を採取する必要があるため，研究対象は動物

襲があること，２）Ｘ線を透過しない骨のある脳底

でなければならなかった。
しかし，動物を対象とした研究だけでは，いわゆ

部の画像の明晰度が不十分であること，３）脳の皮
質と髄質の区別が十分に明確に区別しにくいこと，

る高次脳機能といわれるような，ヒトに特有の認知

などがある。

や思考，言語などに関連する脳機能について知るこ

一方で，MRIの技術はその後も大きく発展し続
け，超伝導技術の発展や様々な撮影法（パルス・

とは非常に困難で限界があり，ヒトを対象とした脳
科学的研究が必須である。

シーケンス：MRIで画像を作成する際の磁場のコン

生きているヒトの脳については，その構造よりも

トロール方法）が開発されたことで，かなり詳細

機能を調べる方法が先に開発された。脳波は1929年

な脳の形態学的特徴を見ることができるようになっ

に開発され，長い間ヒトの脳機能を調べる方法とし

ている。現在では一定水準以上の病院に普及してい

て唯一のものであった。1950年代からは，その応用

る静磁場が1.5テスラのMRI装置で普通に撮影して

として誘発電位や事象関連電位が用いられるように

も，1mmの空間分解能で脳の形態を見ることがで

なり，その結果をコンピュータ解析して画像化する

きるし，時間をかければより微細な構造を見ること

試みが行われ「脳機能画像」という研究分野が生ま

ができる。また，MRIは適切な撮影法を用いること

れた。しかし，脳波から得られる情報が限られてお

で，白質と髄質を比較的明確に区別することができ

り，脳内のどの部位がどの程度どのように活動して

る。さらに最近開発されたDTI（Diﬀusion Tensor

いるかについて正確に知ることは困難であった。

Imaging：拡散テンソル画像）という方法では，脳

こ の 状 況 が 変 わ っ た の は，1978年 にSPECT

内の有髄神経繊維束，すなわち発達と密接な関連の

（Single Photon Emission Computed Tomography：

ある神経繊維の髄鞘化の実態を統計的手法で画像

単 一 陽 子 断 層 撮 影）
，1979年 にPET（Positron

化・定量化できるようになっている。このため，脳

Emission Tomography：ポジトロン断層撮影）が

の形態に関する研究では，約10年前以降はMRIが用

実用に供されてからであった。しかし，当初は空間

いられており，CT-スキャンはあまり用いられなく

分解能が極めて低く，データ処理を含めて，計測結

なっている。

果の信頼性が必ずしも十分ではなかったが，PET

このような脳の形態を計測する方法の急速な発展

は近年における機器の性能向上が著しい。次いで大

があることは，脳の形態についての研究報告を読む

きな画期となったのが，1990年にOgawaらによる

時に注意すべき点のあることを意味している。特に

実用的なfMRI（functional MRI：機能的核磁気共
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fMRI

ヒトの脳機能画像学的研究が広汎に行われるように

fMRIは，1990年にOgawaらが実用的な方法を開

なった。2000年頃から，比較的簡便な脳機能計測法

発してから急速に発展しつつある脳機能画像の撮影

としてNIRS（Near-Infrared Spectroscopy：近赤外

方法である。PET等と異なり放射性物質を用いな

線分光法）が実用段階になり，今後はより広汎に脳

いため無侵襲であること，時間分解能と空間分解能

科学的研究が行われていくと推測される。

が優れていること，脳の形態撮影を同時にできるこ
と，などの利点から脳機能画像の研究方法の主流と

B．ヒトの脳機能計測の方法

なっている。一方，安静時と課題遂行時などの相対

SPECT

的な変化しか分からないこと，わずかな頭部の動き
133

123

SPECTは， Xeや I-IMPなどの半減期の短い核

によっても計測が不可能になること，磁場や電磁場

種を吸入もしくは静脈注射によって被験者に投与

のノイズに敏感なため課題を与える機器に特製のも

し，これらの核種が脳実質に取り込まれて放射する

のが必要になる場合が多いこと，撮影時に大きな音

γ線をガンマカメラで計測し，γ線の方向と量から

がすること，などの短所がある。

脳血流の状態を２次元の画像として合成するもので

NIRS

ある。核種はメーカーで作成されたものを使えるこ

数年前から実用段階に入った比較的簡便な脳機能

とからPETより簡便に設置でき計測できる利点が

計測法にNIRS（Near-Infrared Spectroscopy：近赤

ある。しかし，SPECTは微弱とはいえ放射線によ

外線分光法）がある。これは，頭蓋骨はよく透過す

る侵襲があること，脳部移間の相対値の計測である

るが，脳内のヘモグロビンにはよく吸収される近赤

こと，空間分解能および時間分解能がよくないこと

外線を用い，大脳皮質の酸化ヘモグロビンおよび還

など，脳機能計測装置としては様々な制約があるた

元ヘモグロビンの変化を調べ，これによって種々の

め，現在では脳機能研究に用いられることは少な

脳部位の活性化を見るものである。NIRSは，空間

い。

分解能は悪いが時間分解能は良く，装置が小型で計

PET

測が比較的簡便なことから，多少は被験者が動いて
11

15

18

PETは Cや O， Fなどの超短時間の半減期の核
種を静脈注射によって被験者に投与し，これらが脳

も計測が可能なこと，などの長所があり，近年普及
しつつある脳機能計測法である。

実質に取り込まれて放射する放射線を計測して２

NIRSは計測する上での制約が少ないので，比較

次元のデータまたは画像として提示するものであ

的自然な状態で脳機能の計測が可能である。このこ

る。PETは最近の約10年間で技術的に大きく発展

とは障害児教育を関連した脳科学的研究を行う上で

し，脳機能を計測する方法の一つとして定着してい

は大きな利点となり，機器が比較的安価で今後の普

る。しかし，微弱ではあるものの放射線被曝がある

及が推定されることも考慮されて本研究所に導入さ

こと，時間分解能や空間分解能が後述するfMRIに

れた。そこでNIRS については次項で詳細に紹介す

劣ること，特にサイクロトロンが必要で装置が大が

る。

かりで高価なことや計測に人手がかかること，など

各測定法の比較

から広くは用いられてはいない。しかし，特定の放

以上のようなヒトの脳機能を画像化して計測す

射性同位元素を用いると糖代謝や局所脳血流量の絶

る技術は，この十数年間で著しい発展をしてきてお

11

15

対値が計測できる利点があり， Cや Oなどのポジ

り，今後の「脳科学と教育」研究においても中心的

トロン核種を組み込んだ神経伝達物質等を導入する

な研究手段となることが推測される。表１に各計測

ことで，神経伝達物質の計測など生化学的な計測が

方法の特徴を比較したものをまとめた。

できるので，これらの利点を生かして用いられるよ
うになりつつある。
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表１
脳

波

空間分解能

悪い
（不明確）

時間分解能

良好
（20-30msec）

脳磁図

SPECT

中等度程度

やや悪い
＊
（>1-2cm）

中等度
＊
（>0.5-1cm）

良好
＊
（>0.5mm）

悪い
（約2.5cm）

悪い
（1-2回／日）

中等度
（>数分）

良好
＊＊
（>0.5秒）
*

良好
＊＊
（>0.5秒）
*

良好
（2-3msec）

PET

FMRI

NIRS

侵襲
（静注等）

無し

無し

有り

有り

無し

無し

侵襲
（放射線）

無し

無し

有り

有り

無し

無し

測定してい
るもの／測
定できるも
の

神経細胞の活動
神経細胞の活動 局所脳血流量
の集合を頭皮上
の集合
（rCBF）
から記録

絶対値 or
相対値

慣用的に
絶対値

記録の簡便
性等

簡便
非簡便
被験者の多少の
被験者は不動
動きは許容

＊

慣用的に
絶対値

局所脳血流量
（rCBF）
局所脳血流量の
局所脳酸素代謝
局所脳血流量の
相対的変化
（rCMRO2）
相対的変化
（BOLD信号）
局所脳糖代
（rCMRglu）等

相対値

相対値 or
絶対値

相対値

やや非簡便
被験者は概ね
不動

非簡便
被験者は概ね
不動

やや簡便
簡便
被験者は厳密に 被験者の多少の
不動
動きは許容

相対値

形態画像との対応や標準脳への展開などを含む最終的な分解能

＊＊これはBOLDの変化は血流の変化を反映しているので反応が遅いことを考慮した生物学的時間分解能。

１スライスの撮影に要する機械的な時間分解能は数10msec.
（受稿年月日；平成17年11月18日）

２．NIRSによる脳機能計測
教育支援研究部
企画部

玉木

宗久

海津亜希子

本研究所では，脳機能を非侵襲的に計測できる先
端的な機器として日立メディコ製「光トポグラフィ
装置（ETG-4000）」（図１）を平成16年度に導入し
た。これは，先にも述べたNIRSによる脳機能計測
のための装置である。ここでは，NIRSによる脳機

図１．日立メディコ製
「光トポグラフィ装置（ETG-4000）
」

能計測の原理について簡単に述べ，次に光トポグラ
フィ装置を利用した具体的な計測方法について紹介
する。なお，NIRSによる脳機能計測の詳細につい

比較的小型で可搬性に優れており，また，特殊な計測室
を必要としない。

ては，山下ら２）にまとめられている。
る。このように近赤外光（波長約700-900nm）は，
１）NIRSによる脳機能計測の原理

生体組織内での透過性が比較的高く，頭皮上から照

電灯を指や掌にあてると，赤い光が透けてみえ

射すると，頭蓋骨の内側にある大脳の表面（頭皮上

−30−
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から約15-20mm）に光が到達し，その反射光を頭皮
上から検出することができる。
NIRSによる脳機能計測においては，このような
近赤外光の特性と血中ヘモグロビン（Hb）の光吸
収特性を利用して，大脳皮質の局所的な脳血液量の
変化−酸素と結合したHb（酸化Hb），酸素を解離
したHb（脱酸化Hb），それらの総和としての全Hb
（血液量）の濃度変化−を非侵襲的に（つまり生体
を傷つけたりすることなく）記録する。脳血液量の
変化は，実際に情報を処理している神経活動そのも
ののあらわれではない。しかし，神経活動に必要な
エネルギーを供給するために副次的にグルコースや
酸素を運ぶ血液量が増加することから，この指標を

図２．光ファイバの装着

利用して，大脳皮質にある様々な脳機能−知覚，運

光ファイバに柔軟性があり，頭部の固定を必要としない。

動，言語，記憶，認知，思考，実行機能などの働き

して，光トポグラフィ装置による手指の運動に関連

−を推測することができる。

する脳機能の画像化を紹介する。ここでいうトポグ
ラフィとは二次元画像計測法という意味であり，光

２）光トポグラフィ装置による計測方法
ここでは，NIRSによる脳機能計測の実際の例と

トポグラフィ装置では，複数の計測点（計測チャン

図３．光ファイバの配置と計測チャンネル
照射用光ファイバと検出用光ファイバを交互に正方格子状に配置する。隣接したファイバ間の各中点が計測チャンネ
ルになる。
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図４．右手指の運動に伴う局所脳血液量の変化−酸化Hb，脱酸化Hbの濃度変化−の例
計測チャンネルごとにチャートが描かれている．矢印の間の運動期間で，運動野領域において左半球側優位に酸化Hb
濃度が増加している

ネル）からの同時計測により二次元画像として脳機

の解剖学的な位置（ここでは運動野領域の解剖学的

能をとらえることができる。

な位置を指す）との対応を十分に考慮しなければな

手指の運動は，脳機能を計測するためによく用

らない。Okamotoら １） は，脳波記録における電極

いられる課題である。例えば，これは，安静（15

配置法である国際10-20法に準拠して光ファイバを

sec）と右手指のタッピング運動（10 sec）を交互

配置し，比較的簡便に大脳皮質領域と対応させる方

に数回繰り返すようなパラダイムで遂行する。そし

法を提唱し，最近ではこの方法を応用した報告が増

て，このような課題を行っているときに大脳皮質の

えてきている。大脳皮質の局所血液量の変化は，照

運動機能領域（運動野領域）の局所脳血液量を計測

射用光ファイバと検出用光ファイバの間の中点で最

する。計測を行う場合には，事前に近赤外光を頭皮

も感度よく記録されるため，隣接したファイバ間の

に照射する「照射用光ファイバ」と，その反射光

各中点が計測チャンネルになる（図３）
。それぞれ

を検出する「検出用光ファイバ」を図２のようにプ

の計測チャンネルからノイズの少ない記録を行うた

ローブにより誘導し頭皮上に装着する（ここでは

めには，特に光ファイバを装着する際にファイバの

左右側の大脳半球のそれぞれの運動野を中心とした

先端を完全に頭皮に接着させることが重要である。

領域に９本ずつ光ファイバを配置している）。また，

光を吸収する頭髪をファイバと頭皮で挟まないよう

図３のように照射用光ファイバと検出用光ファイバ

に留意するとよい。それぞれの計測チャンネルにお

を交互に正方格子状に配置するのが一般的である。

ける記録は，酸化Hb，脱酸化Hb，全Hbの濃度変化

さらに，光ファイバの配置の位置については，大脳

ごとに，通常1秒間に10ポイントの割合で数値化さ

−32−
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図５．2次元画像表示による右手指の運動に伴う酸化Hb濃度変化
−右手指の運動に関連する脳機能画像−

れ（単位はmM・mm），コンピュータに取り込ま

活性化しないという様子が観察できる。さらに，こ

れる。

れを二次元画像として表したのが図５である．この

このようにして記録された右手指の運動に伴う局

ように画像化すると，普段は目に見えない脳機能の

所脳血液量の変化の例を図４に示す。図では，計測

ダイナミックな変化を視覚的に知ることができる。

チャンネルごとにチャートが描かれており，左から
右へと時間が経過している。それぞれぞれのチャ

＜引用文献＞

ンネルの位置は図３に対応している。赤は酸化Hb，

１）Okamoto, M., Dan, H., Sakamoto, K., et al : Threedimensional probabilistic anatomical cranio-cerebral

青は脱酸化Hbの濃度変化である。左上のチャート

correlation via the international 1 0 - 2 0 system

に示した矢印間が手指の運動期間である。図をみる

oriented for transcranial functional brain mapping.

と，運動野領域において，左半球側優位に酸化Hb
濃度が増加しているのがわかる。運動野の反応は，
体の軸に対して反対側の運動に対応することが知ら

NeuroImage, 21, 99-111, 2004.
２）山下優一，牧

れており，大脳の左半球の運動野は，右手指を動か
したときに強く活性化し，右半球の運動野はあまり
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特集３：障害児教育と関連した脳科学的研究の方法論

３．心理学的検査
教育支援研究部

高次脳機能の発達に歪みをもたらし，例えば，ＬＤ
篁

倫子

１）神経心理学と心理学的検査

であれば聞く，話す，読む，書く，計算する，又は
推論するなどの基礎的学力の習得と使用における困
難として現れてくる（図１）
。さらに，基礎的学力

神経心理学は脳と精神機能・行動との関連を研究

の問題は教科学習でのつまずきや遅れとなって，把

する学問であり，従来，脳の損傷およびその局在性

握されるのである。実際の教育場面では指導，観

と，その際に生じた言語，行動，記憶等にみられる

察，テスト，学力検査等をとおして，その子どもの

障害との関係を検討するという形で進められてき

学習のつまずきを把握する。

た。すなわち，脳病変による症候としての失語，失

しかし，わが国には，聞く，話す，読む等の基礎

認，失行から人の認識‐行為システムのモデルを推

的学力を直接に測定し，かつ子どもの発達にそって

察するのが神経心理学の原則的方法であり，その対

通年的に利用できる定量的測定法がない。従って，

６）

象となるのは主に成人であった 。

それぞれの教科，領域での達成度やつまずきの特

しかし，神経心理学とその道具としての心理学的

徴，並びに知能・認知機能などの神経心理的評価の

評価に関する研究は，近年は精神医学領域における

結果等から総合的に評価し，対象となる子どもの基

認知機能の評価，並びに機能性精神障害の生物学的

礎的学力を把握していくことが，現在のところ最も

研究や薬物治療の効果の検討においても進められる

実際的で有効な手法となる。

３）

ようになった 。また，子どもに対しては発達視点

学習上，行動上，情緒面の個性やつまずきと，脳

の評価から，発達障害と脳機能との関連についての

の働きの問題との間をつなぐものがまさに神経心理

検討に至るまで，神経心理学的評価は重要な手段と

学的な評価である。脳機能をより直接的に測定する

して使われている。

様々な医療・工学機器の著しい発達によって徐々

言語，行動，記憶等は皮質を中枢とする高次脳

に解明されつつある人の脳や行動の基礎は多い。し

機能であり，その評価法は高次脳機能検査と呼ばれ

かし，脳の活動にはその目的や意味が存在するわけ

る。高次脳検査と神経心理学的検査をそれぞれに定

で，その理解には心理学的アプローチ，心理教育的

義するとなれば，前者は種々の決定的領域を短時間

評価・検査は非常に重要である。ここでは，軽度発

にふるいわけるよう考案されている一方，後者は皮

達障害の脳機能に視点を置きながら，知能検査と高

質機能が十分（あるいは不十分）であることを反映

次脳機能の遂行機能を評価する代表的な心理・教育

する広範囲の認識活動，適応行動および情動行動の

的な評価・検査の手法を概説する。

客観的に総合的に判断することを目的により時間を
かけて評価するものである４）。しかし実際にはほぼ
同義語として使われている。いずれにおいても，脳
障害や脳機能の統合そのものを把握することはでき
ないので，主に情報処理の障害や特性を心理学的検
査を用いて調べていくことになる。
２）心理学的検査と発達障害
小児の神経心理学についての単行本は欧米では
1980年代から多く出版されるようになったが，わが
国では未だに数の少ない領域であり，特にその神経
心理学的検査に至っては，非常に数が少ない。
発達障害は中枢神経系の機能障害の存在が推定さ
れており，それは認知，言語，注意，記憶といった
−34−
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A）知能検査
知能は「新しい場面に適応する際に，これまでの
経験を効果的に再構成する能力」と定義されるが，
知能の構造，内容については様々な考えがあり，そ
の意味では仮説的構造体と言える。知能とは知能検
査によって測るところのものであるということさえ
ある。ここでは知能について概説することは目的と
せず，知能検査は注意，記憶，判断，言語，類推等
の高次脳機能が統合されて発揮される人の能力と捉
えておく。
＜ WISC- Ⅲ

Wechsler Intelligence Scale for

図２

Children-Third Edition＞

ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト
（WSCT）

世界の国々で標準化され，心理，医療，教育の領

に重要不可欠な能力と考えられている。前頭葉の

域において広く利用されている児童・生徒（小児６

「前頭前野」という部分に損傷を受けた人にこれら

歳から15歳）を対象としたウエクスラー式知能検査

の遂行動が障害されることから，前頭前野と遂行機

である。Wechslerは包括的な知能を言語性，動作

能との関連も明らかになってきている。
例えば，この部分が頭部外傷などで損傷を受ける

性，全検査の３種類のIQとして表している。また，
知的発達の状態を評価点プロフィールで表示するこ

と，習慣的な行動，日常的な会話，知識は保たれて

とで，
「個人内差」という観点から分析的に解釈で

いるが，注意散漫や自発性低下や，周囲の状況変化

きるように構成されており，さらに因子分析から得

に臨機応変に対応することができないといった問題

られた４つの群指数（言語理解，知覚統合，注意記

が出てくる。

憶，処理速度）により，子どもの発達の特徴をより

この実行機能の障害はADHDや高機能自閉症等

多面的に把握することが可能である。知能，認知機

の子どもにみられる症状や問題の背景に存在する基

能の把握においては既存の心理検査の中では最も情

本的な障害であるとする考えもある。

報量が多く，LDだけでなく発達障害の評価と判断
＜ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト

には欠かせない検査と言える。

（WCST）＞
＜Ｋ‐ＡＢＣ心理・教育アセスメントバッテリー＞

前頭葉機能，実行機能を評価する代表的な検査法

子どもの知的活動を，認知処理過程（心理尺度）と

である。４つの形（三角，星，十字，丸）のシンボ

知能技能の修得度（教育尺度）に区別して評価し，

ルの１つが，赤，緑，黄，青のいずれかの色で，１

その子どもの知的活動の発達上の問題やまだ発揮さ

〜４個印刷されたカードを分類する。実施者が分類

れていない力の発見に重要な資料を提供できる。健

の基準を適宜切り替えたり，維持し，被験者の概念

常児や障害のある子どもの認知処理の仕方を，プロ

の形成，変換，維持に関する能力を検討する検査で

フィール分析により詳細に評価する。

ある。
課題の遂行には，必要な情報（直前の刺激や情

B）遂行機能（実行機能）検査

報ならびにそれに関連したあらゆる種類の記憶や概

人は計画性を持ち，状況の変化を受けとめ，臨機

念）を動的な表象として保持し，遂行に使用するこ

応変な対応をして，目標を達成する。これら一連を

とが必要である。このシステムがワーキングメモリ

操るのが Executive Functionであり，遂行機能も

と呼ばれるものである。

しくは実行機能と訳されている。日常的な問題解決
−35−

Igarashi２） は12歳以上のADHDとHFPDDの子ど

特集３：障害児教育と関連した脳科学的研究の方法論

た め に 開 発 さ れ た 米 国Psychological Assessment
Resource 社

の Behavior Rating Inventory of

Executive Function（BRIEF：実行機能に関連した
行動評定尺度）に着目し，現在，その尺度を翻訳し
たものをLD，ADHD，高機能自閉症等の子どもに
試みており，本邦での実行機能検査として標準化を
検討している。
３）脳科学と教育をつなぐ心理学的検査
脳の画像解析法の飛躍的進歩は，脳損傷や脳機能
図３

の検出・測定を可能にした。それとは対照的に，脳

ストループテスト

と行動の間をつなぐ神経心理学的検査法の開発は，
特にわが国では遅々としている感がぬぐえない。成

もを対象に，WCSTおよびリーディングスパン（言

人における認知，言語，運動などの種々の機能リハ

語性ワーキングメモリの測定）を実施し，その成績

ビリテーション，そして子どもの機能発達を目指し

が健常群のものより明らかに劣っていたと報告して

た指導，訓練において，具体的な目標行動の設定と

いる。

その評価をするためにも，心理学的検査の重要性は
増すことはあっても薄らぐことはない。従って，画

＜ストループテスト

Stroop

Test＞

像診断法の進歩でもたされた脳機能の現象に「意味

習慣的な反応のしかたに陥りやすい点を測定する
４）

方法としてはストループテストある 。

を持たせる」
，より詳細で臨床的な心理学的評価の
開発や，既存の評価法の体系化が求められるのであ

図３はその一例である。左上から横へと順に，文

る。

字を読むのではなく，その色を言うことが求められ

たとえば，発達障害の子どもの脳機能について生

る。文字を学習した者にとっては色の名前を言うよ

物学的，生理学的，構造的な問題が明らかになって

り，文字を読むとう反応が出易い。この反応抑制を

いったとしても，それ自体が目の前にいる発達障害

するのが前頭葉機能であり，そのうちの前帯状領域

の子どもの特定の行動を説明することにはならない

との関連が指摘されている。そして，ADHDの人

だろう。感覚や運動の障害と脳の局在性と関連に比

は，そうでない人に比べて，課題遂行により時間を

べれば，人の認知機能と脳局在との関連ははるかに

要し，誤反応を多く示すということが指摘されてい

複雑であり，わかっていることは多くない。

る。

十一５） は，自閉性障害やアスペルがー障害と脳

Barkley１）はADHDの人にみられADHDの基本障

機能の関連を示す知見を整理した上で，認知表象に

害は行動抑制の欠如にあり，通常ならばこの行動抑

依拠しないさまざまな脳内情報処理の知見を認知検

制のもとで形成される実行機能が形成されないと主

査上のプロフィール並びに現実の臨床像といかに結

張する。彼は実行機能を①非言語性ワーキングメモ

びつけるかが重要性であると述べている。

リ（情報を心の中に留め置く），②言語性ワーキン

集積が進む脳機能に関する知見が，子どもの基本

グメモリ（受容および表出言語の無言化：反省，規

的な学習・行動との関連において意味づけされ，そ

範や規則の理解）
，③感情･動機・覚醒の自制，④再

れぞれの障害特性の理解や，それに基づいた適切な

構築（行動の分析統合，柔軟性，創造性）から説明

教育的対応，指導内容・指導方法の発展に結びつい

し，これらの４つの機能不全が行動・運動の抑制・

ていかなければならない。心理学的評価（検査）の

統合の障害をきたしているとしている。

果たす役割がそこにある。

玉木らは，子どもの実行機能を簡便に測定する
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