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知能障害者の欠落刺激陰性電位の特性について

野口

本研究は知能障害者の欠落刺激陰性電位（Missing

幸弘＊

Stimu1us

Negativity，以下MSN）を求め，彼らの

情報処理過程内で生じている生理学的現象を明らかにすることを目的としている。実験はSimsonらの
Missing

Stimu1usパラダイムに基づいて行った。対象は対照群として健常成人群，正常児群，実験群とし

て知能障害者群各8名ずつ，更に年長ダウン症候群4名とした。
得られた結果から，以下のことが明らかになった。

1）知能障害者群のMSN潜時は，健常成人群に比べ有意に早く，精神年齢をマッチさせた健常児群より
遅かった。

2）知能障害者群のMSN振幅は，健常成人群に比べ有意に大きかったが，健常児群の結果とは同じ大き
さを示した。

3）年長ダウン症候群のMSN振幅は，知能障害者群，健常児群と同じ大きさ，また潜時に関しては健常
成人群と知能障害者群の中問値を示した。

キーワード1欠落刺激陰性電位

知覚過程

知能障害者

ダウン症候群

も，deviant刺激に対するN2潜時と反応時間と

1．はじめに
最近の事象関連電位（Event−re1atedPotentia1s，

の相関についての研究や弁別の難易度を関数とし

以下ERPと略す）の研究の中で，特に人の認知機

たN2潜時の変化に関する研究において，N2成分

構との関連でP3やN2成分の研究が盛んである。

は刺激分析の弁別（刺激分類）段階を反映してい

その中でも視覚刺激によって人の認知過程の生理

ることが指摘されている7〕。

一方知能障害児・者（Menta11yRetarded，以下

的機序を追求する試みはこの10年間で著しいもの

MRと略す）を対象にした後期成分の研究の中で，

がある。

Beg1eiter，H．らリは，刺激発生後200msec以降

Squires，N．K．ら22〕やGa1braith，G．C．8〕らは誘発電

に生ずる成分が判断過程等のより心理学的な情報

位の後期成分の検討はMRや他の障害児・者の情

処理過程を反映していると述べている。また

報処理メカニズムを知る上で重要な手がかりとな

Simson，Rらは，予測される欠落刺激を用いた実

ることを示唆している。

わが国においても，ロノ町23〕は誘発電位の後期

験において，N2成分を検出して，この成分が人の
記憶過程や知覚情報処理段階に関するなんらかの

陽性成分が生体の高次な情報処理過程と密接な関

指標を表しているのではないかと考察している。

係があることを指摘し，認知障害の診断の一助と

さらにSimsonら2咽）は，欠落刺激によって生起

して，この後期成分を利用できるとしている。丹・

する電位は，予期される事象が起こらなかったた

羽ら14〕は，比較的高次の認知過程で生じるERP

めに生じた覚醒効果の現れであり，この現象は注

の研究が自閉症やダウン症などの言語・認知障害

意メカニズムと知覚過程で起きている複雑な作用

にっいて生理学的理解を高めると述べている。下

を反映していると報告している。その後の研究で

河内ユ9〕らは，P3成分が人の認知的情報処理の中核

をなしている機能系の働きを反映していると考え，
・

心身障害学系

脳内の認知メカニズムを知る上での中心的課題に
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なるとしている。また小林らl1〕もMRを対象にし

Tab1e1．

被験者の構成

た場合，P3の出現と注意障害との関連で考えてい
健常成人

くことの方向性を示唆している。

このように，欠落刺激によるN2成分や目標刺
激によるP3成分のようなERPの後期成分は，脳

数
年齢

の何等かの認知的情報処理機構を反映していると

8
8〜11
（10）

IQ

stimu1us実験パラダイムに沿つて，MR

群の欠落刺激陰性電位（Missing

20〜26
（21．5）

考えられる。本研究では，Simsonらが用いた
Missing

群8

健常児群

知能障害

者群候群
8
4
19〜33

15〜16

（26）

24〜55

41〜58

（41）

stimu1us

ダウン症

（4ケ）

（）は平均

Negativity，以下MSNと略す）のデータを得たの

で，MR群の認知過程の特徴に関する観点から報
実験を開始する以前の教示としては，4群とも

告をする。

統一して単に「肩の力を抜いて，目の前に映し出

2．目

的

される光をできるだけよく見ていてください」と

MSNは一定の間隔で刺激を与え続けた状況に

した。

おいて刺激を欠落させたときに出現する事象関連

電位である。このMSNは注意メカニズムと知覚

実験は，一定の間隔で刺激が与えられていると
きに，被験者には予告なしに時々刺激を欠落する

過程の複雑な相互関係の特徴を表す生理的指標で

SimsonらのMissing

ある。従来より知能障害児・者において注意や知

準じた。具体的には，1秒間隔でf1ash刺激が発射

覚の障害の存在が知られている。そこで本研究は

されているシリーズ中に，刺激を欠落する試行（本

・MSNを用いてこの問題を検討することを目的と

stimu1us実験パラダイムに

実験では平均して20回に1回の割合）をランダム
に挿入した。

する。

実験後，被験児・者が欠落した刺激に気付いて

3．方
1）刺

法

いたか，予期していたかどうかを尋ねた。その結

果，健常成人群では全員（8名）欠落刺激の回数

激

被験児・者は，前方約1．5mにある脳波計内蔵の

をカウントしていたという報告が得られた。健常

光刺激装置から発射される白色光をみるよう教示

児群は，欠落刺激にきずいてはいたが，カウント

される。光刺激のdurationは50msec，刺激問問
隔は1，O00msecとした。またタイムプログラマー

はしていなかった。MR群とダウン症候群では，

（竹井機器製）を用いて，平均して20回に1回の

お，MR群とダウン症候群に関しては，シールド

割合で光刺激のでない欠落刺激を作成した。従っ

ルームの中に付添いの者がいっしょに入り，刺激

て，欠落刺激確率は，640回の光刺激に対して32回

をよく見るようはげました。

で，率として5％であった。

4）脳波記録と分析の方法

この点に関して確実な情報は得られなかった。な

2）被験児・者

被験児・者は，生体実験室内のシールドルーム

対照群として，健常成人群8名（男5，女3），

内に開眼安静の状態で肩の力を抜いて椅子に座っ

MR群の平均精神年齢と同じくらいに相当する健
常児群8名（男5，女3），実験群として，知能障

防いだ。また暗順応のために刺激を与える以前に

ている。このとき顔面固定器を用いて頭の動きを

害者群8名（男5，女3），ダウン症候群4名（男

15〜20分問シールドルームに待機させた。脳波の

4）を被験者とした。なおこれらの被験児。者は

記録部位は，国際法の10−20法によるOz（後頭

すべて脳波異常，けいれん発作がなく，いかなる

部），Pz（頭頂部），Cz（中心部）から左耳だを不

薬物も服用していないものを対象にした。MR群
の知能指数（IQ）は，鈴木ビネー知能検査によ

抗10KΩ以下で単極導出し，FM磁気テープに記

り，ダウン症候群のIQは，田中ビネー知能検査に

録した。同時に眼球運動，まばたき，頭の動きに

関電極にして，時定数O．3秒，HiCut60Hz，電極抵

より求めた。被験者の構成を表1に示した。

よるアーチファクトを見るためにEOGを記録し

3）手続き

た。
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時，振幅について検討した。

健常成人群，健常児群，MR群，ダウン症候群
の各々のMSN電位代表波形を図2 に示した。ま

た健常成人群，健常児群，MR群の8名のMSNの
重ね合わせ波形を図3に示した。これらのアナロ
グ波形を数量化した上で検討を行った。

1）MSN潜時
健常成人群X知能障害者群（F＝406．36，DF二

Fig．1．

EXPERIMENTAL−APPARATUS

1，47；＜．001），健常児群X知能障害者群（F＝
42．5g，DF＝1，47；＜．05）にっいて各々分散分析

を行った結果，両者とも有意な差がみられた。さ

分析するために，磁気テープに記録された3部
位のデータと記録紙にかかれたデータを照合しな

らに3部位について群問でt検定を行った。この

がら，肉眼的に判定して眼球運動や筋電図の混入

結果を表2と3に示した。この結果から，後頭部，

していない脳波を加算データとして選出した。翠

頭頂部，中心部の3部位とも，健常成人群のMSN

出されたデータの加算平均は，ATAC350（日本光

はMR群よりも有意に遅い潜時を，また健常児群

電製）を用い，C1ock

のMSNはMR群より有意に早い潜時を示した。
またダウン症候群のMSN潜時は，342±55msec

Ana1ysis

time：2msec，Address：512，

Dray：0，Vertica1range：212の状態で処

理した。加算回数は，Simsonらと同様32回とし

で健常成人群とMR群の中問の値を示した。

た。なお実験分析のパラダイムを図1に示した。

2）MSN振幅
分散分析の結果から，健常成人群XMR群

5．結

（F＝68．20，DF＝1，47；〈．001）で有意な差が

果

みられたが，健常児群XMR群（F＝9．04，DF＝

結果の検討に当たっては，欠落刺激によって誘

1，47）で差がみられなかった。ここでも3部位

発された電位（MSN）について，各群の波形，潜

Tab1e2．

部

位

MSN潜時（msec）の平均とt検定の結果

健常成人群

後頭部（Oz）

424
（26．45）

頭頂部（Pz）

443．13
（53．94）

中心部（Cz）

446．75

（47．51）

MR群

df

212

14

t値
13．42

〈、001

10，4

10．41

＜．001

9．95

12．01

＜．001

（32．36）

205
（27．43）

208．34
（22，327）

（）はSD
Tab1e3．
部

位

後頭部（Oz）

頭頂部（Pz）

MSN潜時（msec）の平均とt検定の結果

健常児群

117．25

212

（22．54）

（32．36）

166．88
（27，237）

中心部（Cz）

MR群

182．25
（24．40）

205

df
14

14

t値
6，367

＜．O01

2．61

く．005

2．09

＜．005

（27．43）

208．34

14

（22，327）

（）はSD
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MSN振幅（μV）の平均とt検定の結果

Table4．

部

位

MR群

健常成人群

後頭部（Oz）

2．89
（0，506）

頭頂部（Pz）

t値

9．1

6，959

〈．005

（1，276）

4．86

7．79

（1，136）

中心部（Cz）

df

6．5

14

3I507

＜．001

（1，892）

5．73

10．45

（1，047）

9．8

4，994

〈．005

（2，273）

（）はSD
Tab1e5．

部

位

後頭部（Oz）

MSN振幅（μV）の平均とt検定の結果

MR群

健常児群

6．68

6．5

（1，791）

頭頂部（Pz）

14

t値
0，2！0

（1，276）

7．41

7，79

（0，544）

中心部（Cz）

df

8．2

0，504

（1，892）

6．33

10，45

（0，774）

8．6

4，544

〈．005

（2，273）

（）はSD
について群問でt検定を行った。この結果を表4

していることから生ずる生理現象としての電位が

と5に示した。この結果から，3部位とも健常成

生起しているためであるとしている。さらに，こ

人群のMSN振幅は，MR群よりも有意に小さ

のMSNが被験者の情報処理過程内で生起してい

かった。それに比べて，健常児群のMSN振幅は，

ることから，定期的に呈示される刺激（欠落刺激）

後頭部と頭頂部ではMR群と同じであったが，中
心部のみで有意な差がみられた。またダウン症候

によって誘発される電位と考えられるために記憶
とも関係があると指摘している。

群のMSNの振幅値は，7．9±1．2uVでMR群と

従って，本研究で得られた結果と先行研究の見

ほぼ同様の値を示した。

解，さらに被験者が欠落刺激を予測し，自発的に

以上から結果をまとめると，

カウントしていたという報告を確認できたことな

1）MR群のMSN潜時は，健常成人群に比べ

ど考え合わせると，健常成人群にみられたトリ

有意に早く，精神年齢をマッチさせた健常児群よ

ガー点からの漸次的な陰性変動の高まりは，頻度

り遅かった。

の低い目標（欠落）刺激を予測しているときに，

2）MR群のMSN振幅の結果は，健常成人群

被験者の情報処理過程の中で同じ様な電位が生じ

に比べ有意に大きかったが，健常児群の結果とほ

ていると考えられる。これは，実際に光が出てい

ないときに起こっている波形であることからも

ぼ同じ大きさを示した。

3）年長ダウン症候群のMSN振幅は，MR群，

いっそう強調できる。

健常児群と同じくらい，また潜時に関しては，健

常成人群とMR群の中問値を示した。

また健常成人のMSNの波形が，Kutasらの
N400波形と類似している点は興味が持たれる。

KutasらはこのN400について1意味的に不適切

6．考

察

な単語によって文章処理を妨害されたときに生じ

本研究の健常成人にみられたMSNの結果は，
SimsOnらの結果とほぼ一致した波形を示した。

た電位であり，そのために，人が意味のない文章

このMSNの出現についての解釈として，Simson

second−1ook

らは目標となる刺激（欠落刺激）を被験者が予測

N400成分についてHi11yardは，刺激が言語刺激

から意味を引き出そうとするときの

一44一

に関係があるとしている。またこの

であるかどうかに関係なく，自然な状態における

意味のある状況時に生起するようだと想定してい

いることも考えられる。この点で，N2やP3潜時
の発達的研究の結果は，発達するにつれて潜時が

る。この点で，本研究の予備実験において，健常

早くなるということが明らかになっている。この

成人群に欠落刺激の非カウント課題とカウント課

点からすれば，本研究の結果は，少なくとも健常

題を行い，非カウント課題においても自発的にカ

成人のデータに関しては別の意味あいがあると考

ウントしていたことが明らかになり，MSNデー

えたほうがよいだろう。またDustmanらは，振幅

タも同じ様なデータが得られた。従って，Hi11yard

の大きさが脳の発達と関連があるとしている。こ

らの見解と一致して課題に対して意味を見いだし

の点で，MR群だけでなく，健常児群，ダウン症

ていることが窺われる。本研究の結果とKutasら

候群ともに振幅の増大が見られたことから，振幅

のデータを直接結び付けることには問題があるか

に関するデータからは，脳の未熟性が示唆される。

もしれないが，いっそうの検討を重ねることに

今後，このMSNがMR群の認知機構の生理学

よって，後期陰性成分の意味するところが明らか

的指標として，脳の制御過程や課題にとりくむ体
制（注意等） に何等かの関連があるという方向で

になるだろう。

これに対して，MRを対象にした先行研究の中
で，MSNを得たという結果の報告がなく解釈す
る上で困難がある。本研究で得られたMR群の
MSNは，健常成人群の結果と比べて，振幅で有意

一層の研究が望まれる。
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Summary
Caracteristics of missing stimulus negativity
in the mentally retarded
Yukihiro Noguchi

There are even endogeneously generated evoked responses to stimuli missing from a
rythmical train occurring at the time the missing stimuli were expected event.
The purpose of this study is to clarify the characteristics of missing stumulus negativity

(MSN) in the mentally retarded.

<SUBJECTS> ; 8 normal adults (mean, 22 years old), 8 normal children (mean, 10 years
old), 8 retarded adults (mean, 26 years old: mean IQ, 41) , and 4 Down's syndrome children
(mean, 16 years old: mean IQ 47) were subjected.

<PROCEDURE> ; Subjects were exposed to a series of run which consisted of 640 flash
stimuli presented at arate of 1/sec. Randomly averaging once in twenty presentations, the
stimulus was omitted. Approximately 32 missing stimuli occurred in each run.

<EEG RECORD AND ANALYSIS> ; The electrodes were placed on occipital (Oz), parietal
(Pz), and Vertex (Cz). The common reference was the left ear lobe. EEG data were recorded on

separate channels of sony FM tape prior to off‑1ine analysis. Data analysis was performed by

a ATAC‑350.

<RESULTS> ;
l ) Retarded adults had greater MSN amplitude and faster MSN Iatency than normal adults.
2 ) The MSN amplitude in retarded adults was almost equal to that of normal childred, but the

MSN Iatency was slower than normal children.
3 ) The MSN amplitude in Down's syndrome children were almost equal to that of retarded
adults, but then MSNs latency was faster than normal adults and slower than the retarded
adults.

<CONCLUSIONS>; The MSN amplitude and latency in retarded adults were quite different
from normal adults, but were similar to those of normal children. In contrast, the MSN Iatency

in Down' s ndrome children seems to represent that they become aware of missing stimuli and
count them. Because the MSN reflects the perceptual processes and attentional mechanisms, it

seems to provide a clue to understand the psycho‑physiological background of the mentally
retarded.

Key word:

Mssing stimulus negativity, perceptual process, mentally retarded Down s

syndrome
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