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INTRODUCTION (P. 91) 
 
本稿では，言語処理における 15年間にわたる neuroimaging研究をレビュー 
「neuroimaging」という用語は，本稿では fMRIと PETを用いた研究をさす． 
 
The Logic of Neuroimaging Studies (P. 92) 
 
① ある課題 (たとえば，通常の文処理)で生じる活性と別の課題 (たとえば，不規則な文
処理)で生じる活性を比較 

―差分法，subtraction methodと呼ばれる． 
② 事象関連アプローチ (event-related approach) 
特定の課題に関連した事象 (たとえば，統語的に逸脱した文を呈示)と，実験遂行中に観察
される血流の変化との相関を分析 
 
Imaging Studies of Language Processing (P. 93) 
 
本レビューでは，言語処理の異なった側面，sub-wordレベルの処理，単語処理，文レベル
の処理，ディスコースの処理，さらにイメージング技術を用いてなされてきた言語処理の

神経アーキテクチャの問題をカバー 
 
Processing Below the Word: Phonology and Orthography (P. 93) 
 
発話の処理は両側の第一次，二次聴覚野を含む上側頭回 superior temporal gyrusで始まる． 
 Mazoyer et al. (1993)によれば，この領域は，聞きなれた言語 (この研究ではフランス語)
と聞きなれない言語 (タミル語)の両方の発話音を処理する際に活性 
 ―母語を処理する際に，右半球よりも左半球で強く活性化するという報告も 
 音韻の処理は，左半球の中側頭回 left-middle-temporal gyrusに特有 
 
音韻処理において，上・中側頭 superior and middle temporal と，側頭平面 planum temporale
に活性 (Binder et al. 1996a，Binder, 1997) 
 右側頭領域 right temporal region (特に前領域 anterior region)はスピーチシグナルのプロソ
ディックな側面の処理と関連 (Bunchanan et al. 2000) 
 
音韻処理における前頭領域の役割は論争がある． 
・ 韻判断課題あるいは生成課題では (Cuenod et al. 1995, Xu et al. 2001)，下前頭回 

inferior frontal gyrusは，音韻処理に関連 
・ Buchnan et al. (2000)によれば，右半球の下前頭回はプロソディーの感情内容を検出す
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るのに関連―音を聞いて単語を識別する場合は，左前頭領域が活性化し，話し手の

感情的なトーン (emotional tone)は右前頭領域が活性 
視覚言語刺激の処理は，つづりと音韻との間に翻訳することが必要なため，スピーチ処理

よりも活性が弱い (Pugh et al. 1996，Xu et al. 2001) 
Fujimaki et al. (1999)は，文字や擬似文字のような複雑な視覚形態は，両側の後頭側頭溝
occipital-temporal sulcusと後下側頭領域 posterior inferior-temporal regionを活性化 

 ―これらの領域は，視覚言語刺激の初期段階の処理に重要 
 
Xu et al. (2001)は，単語と擬似単語の音韻処理は共通の皮質が活性化し，擬似単語は縁上回
supramarginal gyrusと隣接する領域が活性 
 ―語彙項目 (lexical item)と擬似単語 (そしておそらく低頻度の語彙)は，視覚から音韻へ
と変換するさいに異なったルートを通り，語彙項目にある単語は音韻表象に直接アクセス

し，擬似単語は縁上回や近隣領域でなされる brute-forceなやりかたで集められた音韻コー
ドが必要 
 
Word-Level Processing (P. 96) 
 
意味判断課題 
単語処理を調査する課題として，意味判断 
 比較的単純な課題；この単語は抽象的ですか具体的ですか? (たとえば，Demb et al. 1995，

Desmond et al. 1995，Gabrieli et al. 1996) 
Demb et al. (1995)は，抽象/具体判断課題を，理解容易で意味を求めない課題 (大文字小文
字判断)とより難しい課題 (その文字はアルファベット順で先ですか後ですか?)の両方とを
比較した場合，左下前頭部が活性 
 
単語生成課題 
手がかりを与えて，声に出すか無言で単語を生成 
この課題は，左下前頭回とウェルニッケ野周辺，上側頭回が活性 
 
Wildgruber et al. (1999)は，月を昇順か逆順で声を出さずに復唱させる課題を用いた． 
 逆順から昇順を引くと，両側の中前頭領域，下前頭領域，頭頂皮質 parietal cortex，そし
て左半球の前部帯状回 anterior cingulateが活性 
 
Chee et al. (1999a)は，単語の聴覚呈示と視覚呈示の相違を検討 
 両モダリティで，抽象/具体判断課題 
 視覚単語のベースライン課題は大文字小文字判断，音声単語のベースラインはシラブル

数を数える課題 
 視覚，聴覚単語の初期段階の処理は，異なった脳領域が関与 
 聴覚言語処理は主に左側頭領域，視覚言語処理は後部左上側頭回 posterior left 

superior-temporal gyrus，左縁上回 left supramarginal gyrus，小脳 
 しかし，両モダリティに共通の活性パターンが下前頭領域，前頭前野 (両側)anterior 

prefrontal region，左運動前野，小脳でみられた． 
―モダリティを超えた共通の意味処理システム 
 
規則/不規則動詞 
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Jaeger et al. (1996)によれば，規則動詞の過去形の産出は下前頭領域が活性化し，不規則動
詞の過去形の産出は中側頭領域 middle temporal regionが活性 
 Pinker (1997)の語彙構造の「words-and-rules」理論 
 
これまでの多くの研究から，単語処理のマップが生成 
① 左下前頭回と，隣接する補足運動野，運動前野が意味処理，音韻処理，そしておそら
く単語形式へのアクセスと産出に関与 

② 中前頭領域，上下前頭領域も，意味処理と連合 
③ これらの領域は，意味記憶の処理にも関与 (Cabeza & Nyberg 2000参照) 
④ 対応した右半球の領域は，抽象名詞を処理する際に活性 
⑤ 両半球の上側頭領域は，単語の形態と関連した意味処理で活性 
 
Sentence Processing (P. 100) 
 
Bavelier et al. (1997)の研究 
 被験者は，短い宣言的な文を読み，実験条件では文字を見て，統制条件では American Sign 

Languageの言語的でない文字を見た． 
 文処理に特有の活性化は，ブローカ，ウェルニッケ野 (縁上回を含む)，左半球の上前頭
回と中前頭回，右半球の上側頭回，左下前頭回，角回で見られた． 
・ 単語の処理により角回の活性―神経心理学的知見と一致 (Bavelier et al. 1997) 
・ ブローカ野の活性は，統語処理に重要 (たとえば Zurif & Swinney 1994, Ni et al. 2000) 
・ ウェルニッケ野の活性は音韻処理 (書かれた言語を音韻コードに変換)，あるいは単
語形態の処理の結果生じた (Demonet et al. 1992，Mazoyer et al. 1993)． 

・ 前頭領域は単語レベルの処理と関連し，上側頭領域は語彙処理，統語的，意味的処

理と関連 (Damasio & Damasio, 1992) 
文レベルの処理における他の研究も同様の活性パターン (たとえば，Robertson et al. 2000) 
 
Ni et al. (2000)の研究 
Bravelier (1997)の研究とは違って，刺激は聴覚呈示 
実験 1は，anomalous検出課題 
被験者は，以下の含まれたブロックを聞いた． 
(a) 統語的には変則文 (たとえば，“trees can grew”) 
(b) 意味的には変則文 (たとえば，“trees can eat”) 
(c) ピッチが同じか，異なった音のペア 
音の弁別と比べて，文判断課題は両側の下・中・上前頭領域，両側の上・中側頭回が活性 
活性した領域は，Bravelier (1997)と一致，もっともこの実験では前頭領域の活性が広く，
両側で有意に活性 
 ―課題の，注意あるいは方略的なコンポーネント，聴覚刺激の使用による可能性 
(Gabrieli et al. 1996，de Zubicaray et al. 1998参照，課題の難しさが上がるほど両半球の前頭
部の活性が増加) 
 
実験 2は，anomalies検出を課さない 
 文に animateなものが含まれているかどうかを判断 
 統語・意味 anomalies検出と比べて，どの領域の活性が変化するか 
 統語 anomalous 文は，初期の活性には変化がみられなかったが，中間と最後の段階では
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左下・中前頭領域において活性が生じた． 
 意味 anomalous文は，初期の段階で両側の前頭領域 (上・中前頭回)で活性化，これらの
領域は，中間，最後の段階でも活性が続き，左下・中側頭回の活性に付随 
―統語の anomalies検出は，左半球の下前頭領域とブローカ野周辺を活性，意味の anomalies
検出は両側の前頭領域と左後側頭葉を活性 
これらの結果は，異なった種類の文の anomalies 判断に関連した領域を分けることができ
ることを示唆―「世界知識」が意味的な役割をもつと仮定すれば，意味的な anomaliesが，
広範な活性をもたらすことは驚くべきではない． 
 
文の処理は，ウェルニッケ野 (単語/音韻処理)，上・中側頭領域 (音韻/語彙/意味処理)，ブ
ローカ野 (産出/統語解析)，下前頭 (音韻/統語/意味処理)，中・上前頭領域 (意味)，そして
これらの領域に対応した右半球と関連 
―文処理研究において右半球が活性化する程度は，課題の性質や差分を取る際に用いられ

る統制課題によって変動 
 
Discourse Processing (P. 103) 
 
ディスコース処理の研究には 2タイプある 
① 一貫したディスコースを理解する際の一般的な処理 (たとえば，St. George et al. 1994, 

1999; Robertson et al. 2000) 
② モラルやテキストのテーマの理解といった，ディスコースの特殊な側面の処理 
 
Gernsbacher, Robertsonら (Robertson et al. 2000)の研究 
被験者は，ディスコースとして一貫した文章と非一貫文章を読み，アルファベットでない

文字を見た． 
ディスコース条件と非一貫文章の条件では，あるセットで定冠詞を用い，別のセットで不

定冠詞 (a，an)を用いることで操作 
この操作は左半球の活性においては変化が得られなかったが，一貫したディスコース文章

に特有の活性が，右半球の中・上前頭領域にみられた． 
 
St. George et al. (1999)は，タイトルありとなしの物語を読ませた． 
活性化のパターンは，Robertson et al. (2000)の結果と近かった． 

 しかし，右半球の活性化はタイトルなしの物語のほうが強かった． 
 一貫したエピソードを構築する労力の程度が影響した可能性 
 
ディスコース処理にかかわる研究の一般的な知見では，右半球が言語処理の異なった側面

を担っているとされる：プロソディーの処理 (Buchanan et al. 2000)，アイロニーやメタフ
ァの理解 (Bottini et al. 1994)，単語の処理 (Damasio & Damasio 1992)，抽象的な単語 (Kiehl 
et al. 1999) 
 
Fletcher et al. (1995)の研究 
3種類の物語を読ませた 
Theory-of-mind物語 (読者が登場人物の内的状態について推論することを要する) 
Physical 物語 (物理的な事象が記述してあり，登場人物の心的プロセスの推論は要しない)
無関連文章 (Happe et al. 1996参照) 
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物語の処理は，側頭極の両側，左上側頭回，後部帯状皮質で活性 
phisical物語と比較して，theory-of-mind物語は，後部帯状回，左中前頭回が活性 
 
以上，ディスコース処理は，脳領域の広範囲にわたったネットワークに関連 
 ―低次の言語処理 (単語，文など)に関連した領域と，ディスコースに特有の領域 (右側
頭領域，右前頭領域，ディスコース処理の統合に重要)，両側の側頭極も含んでいる 
これらの領域の正確な機能は，まだ解明されていない． 
今のところの仮説によれば，ディスコース特有の活性は，ディスコースの一貫性を維持す

る記憶過程の機能を表わしている． 
 
Neuroimaging and Language Organization (P. 105) 
 
Chee et al. (1999b)のバイリンガルの研究 
北京語 (Mandarin)と英語 
6歳になる前に両言語に接触したバイリンガルと，早い年齢で北京語を習得したが，12歳
歳以降に英語に接触したバイリンガルのデータを集めた． 
被験者は，両言語で単語完成課題 
L1と L2，L2の獲得時期を比較したが，皮質の組織化，課題における処理に差が見られず 
―L1と L2との組織化において差があるという初期の研究と異なる． 
 L1と L2で異なった方略を用いた可能性 
 
言語の視覚処理 
言語の視覚処理では，アルファベット文字の複雑さや，文字を音韻に変換する程度によっ

て異なる (たとえば，日本語の文字システム，文字システムが音韻と対応しているものも
あれば，文字が意味のみと対応していることもある) (Kamada et al. 1998) 
 
American Sign Languageは，英語と異なった活性，左右両半球において広範にわたったネッ
トワークと関連 (Neville et al. 1998) 
 ―空間・運動情報が ASLの産出と理解に要求されるのが原因である可能性 
 
Summary (P. 107) 
 
構造と機能のマッピングをする際に直面する以下 2つの問題を頭に止めておく必要がある． 
① 課題に付与するラベル (たとえば，「意味決定」)は，カテゴリー化するのに便利な手段
として考えられすぎている． 

―ラベルが広すぎて，実験間で一般化する際に役に立たなくなる場合がある． 
② イメージング研究で見られる活性化は，試行間，参加者間で観察される． 
―特定の実験で活性化がみられるということは，実験間の課題のパフォーマンスに共通で

あることを表わす． 
意味決定課題は，前頭領域を活性化するかもしれないが，実際に課題を遂行する際にこの

領域が他の領域からの情報にアクセスしているという可能性を除外しているわけではな

い． 
個別の試行で追加された活性化は，課題に関連した活性化を必ずしも示さないかもしれな

い場合，原因は以下による． 

 5



 
 
BBS Journal Club 

(a) 付加された情報が，拡散した領域に位置されて試行間で相殺される． 
(b) この情報にアクセスする際に関与する回路構成 (circuitry)が，有意な活性化を示すほど

(ベースラインと比べて)強い信号を産出していない． 
 
THE FUTURE OF NEOROIMAGING WORK ON LANGUAGE PRODUCTION AND 
COMPREHENSION (P. 108) 
 
言語処理において，「where」の問題がわかってくるにつれて，「how」の問題を考えはじめ
なくてはならない． 
―マッピング研究は，この点を考える上で貴重な案内になる． 
 
心理言語学の領域において neuroimagingの手法を用いて詳細に検討されるべき問題は多く
ある． 
 言語理解における語用論情報の処理，言語使用における会話的側面など (Caplan et al. 
2000も参照) 
言語処理を行う「言語領域」の解剖学的プロパティがあるかどうかも調査する必要がある

かもしれない． 
課題遂行における特定の「意味」情報のみに接近するだけでは十分ではない． 
すべての言語使用の分野を探求することで，脳が行う神経処理について重要な情報が解明

できるかもしれない． 
 
認知理論によって，神経科学科学者は有益な課題や，仮説を発展させることを避けるよう

になった． 
いかに脳が言語を処理しているかを理解するという問題に答えるには，認知心理学の理論

では頼らない方法で神経処理を探求することが必要 
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