
機能的MRI（functional MRI） 

～MRIで脳の機能はどこまでわかる
、、、

のか？～ 
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今や医療界でMRIといえば、科によらずどこのど

んな病院でもアクセスできるような便利なツールで

あるが、同じMRIであっても脳の『機能的MRI』に

ついてはいまだに臨床では幅広く知られているとは

言い難いように思う。私は20年ほど前から『機能的

MRI(functional MRI; fMRI)』に携わっていて、今で

も細々と続けているので、その具体的な仕事内容を

少しご紹介させていただくとともに、原理や一般的

な臨床応用の方法、そして現在MRIによる脳機能研

究のツールとして急速にひろまりつつある『安静時

機能的MRI（resting state fMRI; RS-fMRI）』につ

いても何点かのreview paperの内容をピックアップ

してご紹介する。 

私は岡山大学脳神経外科の大学院生時（2004～

2009年）に脳腫瘍グループの一員として、当時ちょ

うど全国にひろまりつつあった『覚醒下手術』の術

前準備の目的で、主に脳腫瘍（神経膠腫）手術症例

の術前言語機能評価の一環として、3T（テスラ）-

MRIを用いてfMRIで言語野を同定するという役割を

仰せつかっていた。覚醒下手術では、腫瘍摘出操作

の際に患者さんを文字通り麻酔から『覚醒させ』て、

切除部分の脳を電気刺激し、運動や言語に障害が出

ないかどうか確認しながら摘出をする。言語機能に

ついては、言語聴覚士が患者さんの頭元に入り、直

接話しかけタスクをかけて確認していた。図1Aは覚

醒下手術中の脳表に、術中刺激で言語症状の出現し

た部位を投影したものである。術前は、超皮質性運

動性失語の症状が強く、タスクが遂行できないため

fMRIが施行できなかった症例であるが、術後のしり

とり課題によるfMRIで得られた賦活領域は、術中に

『言語野』であると同定された部位と一致している

ことがわかる（図1B）。 

 

 fMRIの原理はBOLD効果による。BOLDとは

blood-oxygenation-level-dependentの略であり、

T2*強調画像上のデオキシヘモグロビン量に応じた

信号の差のことである。すなわち、脳の活動に応じ

て局所の脳血流量が20-30%程度増えるが、その間の

組織酸素消費量の上昇は5%程度にとどまるため、血

中のデオキシヘモグロビン量は相対的に
、、、、

低下するこ

とになり、これが、T2*強調画像での信号強度の上

昇をひきおこすというものである。デオキシヘモグ

ロビンは常磁性体であり、局所磁場を乱すため、

T2*強調画像での信号低下につながるのだが、デオ

キシヘモグロビンが相対的に減ることで信号が上昇

するのである。BOLD効果は、1990年に当時ベル研

究所に在籍していた小川誠二らにより報告された1)。

しかし、この信号上昇は現在脳外科の臨床で主流と

なっている3T-MRIを用いても数パーセント程度の信

号変化であり、図2Aのように両側母指-示指対立運動

課題の安静時と課題時の画像を見比べても、信号上

昇があるのかないのか判断しかねる。よって課題

fMRIであるならば、課題の試行を繰り返し、信号を

加算することで有意な信号変化を得られるようにす

る。図2Bは統計処理した賦活領域を解剖学的画像に

重ね合わせたものである。 

私が臨床で行ってきたのは古典的なブロックデザ

インによる課題fMRI（task-based fMRI;TB-fMRI）

である。脳の特定の機能部位を描出するため、その

部位を活動させる課題あるいは刺激を加えながら

MRI撮像をするブロック（『課題ブロック』）と、

対照として課題なしの安静時のMRI撮像をするブ

ロック（『安静ブロック』）を繰り返し（図3A）、

撮像したボクセルごとに課題時と安静時のBOLD信

号の統計学的検定を行って、有意に信号強度に変化
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のあるボクセルを抽出するという実験デザインであ

る。図3Bは両側母指-示指タッピング課題中の指の運

動野の信号強度の変化を示すグラフである。課題時

に信号強度が上昇していることがわかる。使用した

MRIはGE社のSigna EXCITE HDx 3.0Tである。

fMRI は gradient-echo type echo planner 

imaging(EPI)法で撮像しており、パラメーターは以

下の通りである。TR 3000ms, TE 35ms, flip angle 

90° , FOV 24 × 24cm, matrix 64 × 64, slice 

thickness 4mm。つまり概ね4mmの等方性ボクセル

となるように撮像している。画像処理・統計処理に

はMRIにプレインストールされたBrainWavePA

（GE）を使用している。 

もちろん上述のごとく、私は言語野の描出を大き

な目的としてfMRIを行っていたが、もっと単純な

『運動』『体性感覚』『聴覚』『視覚』等のfMRIも

必要に応じて施行していたのでご紹介する。図4Aは

運動課題fMRIの結果である。課題は3種類施行して

おり、①母指-示指タッピング ②開閉眼 ③口輪筋

運動 で得られた賦活領域が①はオレンジ色、②は

ピンク、③は黄緑で描出してある。一次運動野内で

Penfieldの図のとおりに体部位局在があるというこ

とがわかる。次に、聴覚刺激fMRIの例を示す。図

4Bは聴覚障害例、4Cは健常例で、聴覚刺激として課

題ブロック時にヘッドフォンを通して音楽を聴いて

もらっている。聴覚障害症例は、脳外傷後遺症の20

歳代男性であるが、意識障害からの回復に従い、高

度の聴覚障害が顕在化した。文字理解は良好で文字

盤を使っての言語表出もでき、失語症の要素は少な

いと考えられるのだが、聴性脳幹反応でV波まで出

ているにも関わらず音が聞こえないと訴えるため、

聴覚刺激によるfMRIを施行してみた例である。結果、

聴覚野に賦活は認められず、中枢神経に原因（おそ

らく下丘から内側膝状体への経路付近の損傷）のあ

る聴覚障害とされた。感覚刺激によるMRIは受動的

な課題fMRIであり、課題を遂行する能力は問われず、

簡便に施行できる。 

 次に、言語課題fMRIを紹介する。図5Aに私が用

いている課題提示法を示す。プロジェクターとスク

リーンを用いた視覚提示方式であり、被検者はスラ

イドに表示された文字を見て、課題を行う。図は語

頭音想起課題用のスライドを提示した状態である。

安静ブロックでは文字のないスライドを見てもらう。

よく用いる課題は①語頭音による語想起課題（文字

流暢性課題） ②しりとり課題 ③カテゴリー語想

起課題（意味流暢性課題）である。言語課題fMRIに

なると単純な運動課題や感覚刺激に比べるとかなり

複雑な検査となる。特に、言語野近傍に病変のある

症例、高次脳機能症例などでは通り一遍の説明では

施行目的や注意点が理解できなかったり、また理解

できていても遂行できなかったりすることもある。

よってまず施行前に十分に検査目的を含めて説明し、

ある程度の予備練習を行っておき、そもそも課題が

遂行できそうであるかどうかを予想しておく必要が

ある。結果も、運動fMRIや感覚刺激fMRIほどクリ

アには得られないことが多々あり、事前に練習で課

題を行った際の印象や、神経心理学的検査の結果を

加味し、総合的に判断する必要がある。図5Bは、10

名の右利き健常被検者を対象に語頭音による語想起

課題を行ったfMRI結果である。集団での解析なので、

SPM5（Wellcome Centre Human Neuroimaging）

を使用して解析しており、『標準脳』上に結果が表

示してある。もちろん、被検者の数が多いほど、結

果はより確からしくなる。よって、この結果に表示

されている賦活領域（赤く表示される領域）は、語頭

音想起課題を行った場合に、多くの人に賦活がみら

れる普遍的な部位として考えてよいだろう。しかし、

上に述べたように個人での（特に脳外科の手術対象

症例での）言語課題に関しては、その被検者個人の

症状や心理状態によってかなり結果に差がついてし

まう。図5Cは私の同僚の脳外科医にしりとり課題に

よるfMRIを施行したものであるが、もちろん理解も

良好でタスクも問題なく遂行できるので言語野の明

瞭な賦活が得られている。しかし、例えば高次脳機

能障害のある症例だと、丁寧に説明しても理解が不

十分であったり、注意散漫になってしまったりで、

同じ言語課題を行っても、全く賦活領域がないこと

もある。よって言語課題fMRIは症例によってはかな

り挑戦的な検査でもあるし、担い手の負担も大きい。 

 しかしながら、脳腫瘍外科だけでなく、てんかん



外科の分野では、従来行っていた言語優位半球同定

のためのアミタールテスト(別名ワダテスト)を省略し

てfMRIのみで言語優位半球を同定することが増えて

おり、重責を担っているのも事実である。図5Dに言

語優位半球が右と考えられた症例の語頭音想起課題

fMRI結果を示す。症例は脳外傷後の瘢痕脳回を原因

とする左後頭葉てんかんの左利きの10歳代女性であ

る。 

以上のような経験から、言語課題fMRIは「簡単に

は明瞭な結果の得られない大変な検査である」とい

う固定観念が私の中に生まれていた。しかし、私は

あくまでも脳外科の手術予定例を対象に有症状の患

者も含め個人での解析のみを行っていたのでそのよ

うに感じたのかもしれない。健常例を対象に大規模

集団解析を行う脳研究者達には、使えるツールだっ

たのかもしれない、と今は思う。そして2010年代に

入ってからだったろうと思うが、『安静時fMRI』な

る検査手法があるということを学会で聞きかじって

知ることになった。安静時fMRIとはまったく課題も

刺激も行わずに単に安静臥床した状態の脳活動を記

録するものである。私の最初の印象としては、「あ

んなに時間をかけてタスクで脳を刺激しても結果が

でないことがあるのに、何もタスクをしない安静状

態で脳の機能などわかるものか」といった疑念の一

点であった。しかし、その後いわゆるdefault mode 

networkの領域に見覚えのあったことと、他科との

共同研究の中で脳の機能的結合性を探索する研究手

法を自身が実際に用いたことで、私の安静時fMRIへ

の理解は深まり、疑念は晴れることとなった。 

 安静時fMRIの概念自体の発見は古く、1995年には

すでにBiswalらが、課題fMRI撮像中の安静ブロック

の低周波成分（0.08Hz以下）に着目すると両側運動

野の信号には時間的相関関係があるということを報

告している2)。つまり、安静時の一側運動野の時間経

過を抽出してその低周波成分と相関する部分をマッ

プしたところ、指タッピングで同定された運動関連

領域ネットワークとほぼ同じ脳部位が同定されたの

である。これはすなわち、安静時のBOLD信号のゆ

らぎの中に機能的結合（脳領域間の活動の相関）の

情報が含まれていることを示しており、その情報を

もとに大規模脳ネットワークが同定可能であること

が示唆された。 

 fMRIといえば、とにかく『タスクの工夫』『被検

者の理解と遂行』が要であると思っていたのだが、

安静時fMRIであれば、特別な事前の説明や機器の準

備も必要なく、従来のT1強調画像・T2強調画像や

MRAなどのいわゆるconventional MRIと同様に撮れ

てしまうのである。しかもそのメリットの最大の部

分はタスクの遂行できない症例（小児・鎮静中・失

語や麻痺によりタスク遂行不能）でもスキャン中に

静止さえできれば一様に施行できてしまうというこ

とにある。つまり、脳機能の研究においては究極の

『ユニバーサルデザイン』ともいえるかもしれない。

撮像するだけであれば、被検者にMRI装置内に入っ

てもらって、6分前後の間安静にしてもらい、EPI 

sequenceを走らせるだけでよいので、今日明日にで

も自施設でできるような内容だ。しかし、問題はそ

の後の解析法にある。私は安静時fMRIに携わったこ

とはほとんどないので、解析法について述べる立場

になく、深く理解もできてはいないが、撮像データ

をボクセルごとにばらして時系列データにしたうえ

で、それぞれのボクセル群間のBOLD信号のゆらぎ

の同調性を探索し、『機能的結合性』を見出すとい

うことだと理解している。もちろん解析前に、

BOLD信号のゆらぎに紛れ込むような生理学的ノイ

ズ（心拍や呼吸によるノイズ）や頭部の動きなどを

解決しておかなければならない。 

 さて、この安静時fMRIが広く知られるようになっ

たのは、アルツハイマー病でdefault mode network

の異常が検出できると報告3)されてからのようである。

Default mode network（DMN）とは安静時fMRIで

検出される大規模脳ネットワークのひとつで、最も

有名なものでもある。課題fMRIにおいて、課題遂行

中に賦活が低下する（脱賦活）領域として多くの

fMRI研究で共通して確認されたのが、前頭葉内側

部・頭頂葉内側部（楔前部・後部帯状回・脳梁膨大

後域）、頭頂側頭接合部などであり、これらの領域

は高い機能的結合性を有していて、逆に安静時に賦

活する領域であることがわかり、DMNと呼ばれてい

る（図6A 文献4）より転載）。DMNの作用は脳の



アイドリング状態とも表現されるが、機能としては

自己回顧や内界・外界への持続的注意や意識などを

担うのではないかと考えられている5)6)。またDMN

はいわゆる『社会脳』と大きくオーバーラップして

いることから、社会認知にも関わると推測されてお

り7)、精神科疾患や自閉症スペクトラム障害との関連

も指摘されている。もちろん、我々が普段診療して

いる脳外傷や脳卒中による『高次脳機能障害』とも

大いに関わっており8)、DMNは認知機能とは最早

切っても切り離せない関係にあるといってよいだろ

う。話は戻るが、私はこの『脱賦活』という言葉を

きいて即座に過去に自分が撮像してきた言語課題

fMRIを見返した。そして、「やっぱり!!」と思った。

何故かというと、自分が求めた言語野の賦活以外に、

課題と負の相関を示す領域が常に同じ部位に出現す

ることにサブリミナルに気づきながら、目的外の信

号であることから毎回消去処理をしていたからであ

る。恥ずかしながら私はその時初めて、なるほどこ

れがDMNだったのだと、大げさに言えば溜飲の下が

る気がした。図6Bは10歳代の被検者に語頭音想起課

題によるfMRIを行った結果であるが、課題に正の相

関を示す領域（つまり言語野）がオレンジ色、負の

相関を示す領域が青色に表示されている。青色の領

域はまさにDMNといえるだろう。こういった経験か

らも、DMNが普遍的に課題時に『脱賦活』されると

いうことはよく理解できたように思う。ところで、

DMNの面白い点は、アイドリング状態だというのに、

脳の全エネルギー消費の60-80%を占めるという、超

がつく燃費効率の悪さという点である。意識的な作

業をする場合に追加で必要になるエネルギーは5%程

度という9)。しかも、DMNはヒトに特化したもので

はなく、サルを含め哺乳類では広く認められるそう

である。地球上の様々な生物が種ごとに集団を形成

し、過酷な環境で生き抜く中で、『次に起きること

に対して準備をする』という働きを担うDMNが最も

エネルギーを要する部位として発達してきたことは

必然であったのだということ、そしてヒトにおいて

はより高次の社会性を保つために保存されている機

能であるということに思いを馳せると非常に感慨深

いものがある。非常に生きづらいといわれる現代の

日本で我々はいかにDMNを酷使し、疲弊させている

のかと少し心配にもなる。本来の自らの生存目的の

社会性以外のところに我々は神経
、、

を使いすぎている

のではないのかと。 

 DMN以外にも安静時fMRIで同期したBOLD信号

を示す大規模脳ネットワークは複数発見されている。

感覚運動・言語・視覚・聴覚など脳外科手術におい

て有益な情報となるもののほか、研究の対象として、

注意や制御に関わるネットワークもある10) （図7 

文献10より転載.）。注目したいのは、私が過去に失

語症や高次脳機能障害による諸問題でfMRIがうまく

できなかった症例での苦労が一挙解決されそうな報

告が近年は多く出されていることである。脳外科手

術の前に、課題fMRIでなく、安静時fMRIによって

機能部位を描出し評価するというものである。患者

さんはタスクを行う必要がなく、また、1回の撮像で

複数の機能（感覚運動と言語など）をみることがで

きる為、撮像時間を大幅に短縮でき、患者さんに

とっても我々担い手にとっても朗報である。安静時

fMRIの解析方法も多種存在するが、普遍的な問題点

として脳腫瘍などにより脳の既存構造の歪みや偏移

があると解析は困難となる11)。精神科疾患等におけ

るfMRI研究と比べて解剖学的な歪みという大きな問

題があるのが脳外科疾患の特徴でもあり、安静時

fMRIを適用しにくいひとつの理由ともいえる。しか

し例えば、Leeらの報告によると脳構造の歪みがあっ

ても、『多層パーセプトロン』という機械学習のア

ルゴリズムを用いれば、個人の脳において大規模

ネットワークを描出することは可能であるという12)。

図8は文献12)中の提示症例であるが、左前頭葉の神

経膠腫再発により高度の運動性失語を呈している症

例である。通常の課題fMRIは遂行困難となる症例と

推測されるが、安静時fMRIにより運動野（A）と言

語野（B）が描出されており、Broca野に関しては前

回の摘出腔から1cmにも満たない距離に存在するこ

とがわかる。神経膠腫の術前に安静時fMRIを施行し

て感覚運動野と言語野を特定しておいた症例で、覚

醒下手術において直接大脳皮質を電気刺激して得ら

れた実際の機能野の位置とのずれは概ね5～10mm内

におさまるようである13)14)ので、比較的信頼性は高



いと言えるようだが、まだ電気刺激を省略できるよ

うなレベルには至っていないようである。さらに、

想像に難くないことではあるが、言語機能に関して

は、感覚運動機能や視覚などに比べ個人差が強く、

また特に神経膠腫においては言語機能部位間の結合

性そのものが低下しているというcriticalな問題が内

在するため、なかなかクリアな結果が得られにくい

ようでもあり13)15)、課題fMRIで試行錯誤してきた私

にとっても現時点では理想的なツールではないかも

しれない。なお、O’connorらは「安静時fMRIが研究

領域では広く使用されているのに、何故臨床ではひ

ろまらないのか」についてAmerican Society of 

Functional Neuroradiologyの会員に調査を行って

様々な観点から考察しており、①集団での解析はよ

く研究されているが、個人レベルでの解析はまだ手

法が十分に確立されていない。②生理学的ノイズ

（特に頭部の動き）とBOLD信号の変動を十分に見

分けることができない。③結合性を解析する方法が

標準化されていない。④研究者（臨床医、ここでは

画像診断医を想定）が解析法のトレーニングを積ん

でいない。等の理由を挙げている11)。①～③に関し

ては技術の成熟を待つしかないのではないかと思う

が、④については研究者個人の問題であり、基本ア

ナログ人間な私は妙に納得してしまった。誰の助け

も借りず難解な演算ソフトを操るのは、少なくとも

私には、そして多くの臨床医にとっても難しいこと

なのだと思う。 

 一方で精神科疾患はもちろん、脳卒中・外傷性脳

損傷・てんかんなどでも疾患集団での脳内ネット

ワークの変化はひろく研究されているようだ。精神

科疾患では、従来『脳の局所的萎縮』を評価する補

助的な診断項目としてしか画像診断の活躍の場がな

かったのではないかと思われるが、日本でも疾患集

団の安静時fMRIデータを集積し、機械学習を用いて

精神疾患を分類するという大規模な試みがある16)。

従来のDSMやICDといった精神症状に基づいた診断

基準ではなく、脳の機能結合性のデータに基づいて

精神疾患の分類を行うということである。健常者を

含め、自閉症スペクトラム障害・うつ病・統合失調

症・強迫性障害・慢性疼痛の症例を含む数千人規模

のデータベースである。今後このような疾患単位の

安静時fMRIのデータベース化がすすんでいくものと

思われる。 

 最後に未来志向の話を少ししておきたい。言語課

題fMRIの際に、被検者に課題の説明を行うと、時々

質問を受けることがある。「このMRI検査では考え

ていることがわかるのですか？考えを読み取られる

ということですか？」と。答えはNo.であり、「考え

がわかるということはなく、言語野が活動している

かどうかということしかわかりません。」と返答す

るのであるが、実はとんでもない発想などではなく、

技術的には近いうちにMRIで思考が読み取れるほど

の時代になるかもしれない。『ブレインデコーディ

ング』という言葉がある。脳波や脳画像のパターン

から心の状態を解読することである。つまり、脳活

動パターンに外的な刺激や自身の運動状態、心的内

容などが符号化（コード）されているとみなし、そ

のコードを解読（デコード）することによって、刺

激や運動の状態、心的状態を予測するという手法の

ことである17)18)。日本では、京都大学の神谷之康教

授のグループが精力的に研究されている分野である。

脳の信号は非常に複雑なパターンをもっているため、

機械学習の手法を用いてコンピュータに脳活動信号

の『パターン認識』を行わせて脳の信号をデコード

するアプローチがなされている。神谷らのグループ

ではfMRIにおける脳活動から見ている画像そのもの

を画像として再構成（視覚像再構成）しており19)、

私も報道で目にして大変驚いた記憶がある。同じグ

ループでその後、実際に画像を見ているときの脳活

動から、どの物体をみているかを予測するデコー

ダーを構築し、それを睡眠中のヒトの脳活動データ

に適用することで、見ている夢の内容を解読するこ

とに成功したそうである20)。さらに、このデコー

ディング技術は『意図する
、、、、

だけで器械を動かすこと

ができる』というブレイン・マシン・インターフェ

イスに繋がっていくわけで、そう遠くない将来、SF

映画の世界が現実世界に降臨してくる可能性が高い

し、部分的には既に実現している。私の知る限り現

時点ではfMRIを用いたブレインデコーディングには

複雑な思考そのものが読み取れるほどの精巧さはな



いと思われるが、MRI機器自体やコンピュータ技術

の発展によって、本当の意味でのマインドリーディ

ングができるようになる日も近いうちに来るのかも

しれない。でも『心』そのものは個人の最も奥深い

聖域であると思うし、胸の内に留めておく方がよい

事柄もこの世界には多いのではないだろうか？脳の

働きに人一倍興味を持っている私も、結局はそう考

えてしまうのである。 

 

―秘すれば花なり、秘せずは花なるべからず   

世阿弥『風姿花伝』 
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