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大脳半球機能におよぼす月経周期の影響

青木知史

Effects of menstrual cycle on cerebral hemispheric function 

AoK1 Satoshi 

1 はじめに

(1) 認知能力の性差に関して

社会の様々な局面において存在する男女差に関して，心理学においても様々な分野で多くの研

究がなされている。現在これらの研究の多くは，どのような場面で，いつ性差が見出されるのか，

それらの性差は社会においてどの様な影響をもたらしているのか，そしてその性差をもたらす原

因は何であるのか，等の視点で研究が行われている (Halpern, 1992)。

認知能力は人間の行動・精神機能の背景にある基本的能力とされている。この認知能力に関す

る男女差に関して，数多くの研究が行われてきた。個々の研究結果は，性差を報告する研究と性

差を認めない研究が存在し，認知能力に関する性差の有無に関しては，多くの議論がなされてき

た。しかし，これら多くの研究結果は， Maccoby& Jacklin (1974)らを始めとする研究者によっ

てまとめられ，ある程度一貰して性差が得られる領域の存在が認められている。例えば， Linn&

Petersen (1985)は，空間能力に関するこれまでの研究についてメタ分析を行った。そして，各

年齢層を通して，棒ー枠組み検査などの空間知覚，および心的回転に男性が優れていることを示

した。 Halpern(1992)はそれに加え，移動中の物体の到達時間判断に男性が優れていることを指

摘している。また， Hyde& Linn (1988)はメタ分析の結果，言語能力のうち，語の流暢性，ア

ナグラム等の領域で女性が優れていること等を示した。さらに，吃音や読書障害など，言語に関

する障害の発生率は男性が多いことが報告されている (Halpern,1992)。また，数的能力に関し

ては， Hyde,Fennema, & Lamson (1990)がメタ分析を行い，小中学校では女性，高等学校以

降は男性が優れていることを示した。また，計算能力では女性が，問題解決では男性が優れてい

ることを指摘している。そして， Benbowらによる数的能力の優秀者に対する研究において，男

性の割合が高ことおよび，利き手と性差との関連が報告されている (Benbow,1988)。さらに，

Kimura (1992)は，これらの能力以外に，女性は男性と比較して知覚速度および手先の器用さに

優れることを指摘している。わが国においても，これら諸外国の研究結果とほぼ同様の傾向が指

摘されている（東・小倉， 1982;伊藤， 1988)。
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(2) 認知能力の性差と脳

認知能力に限らず，様々な行動・精神機能における性差は，脳の構造や機能における性差を反

映していると考えることができよう。 Kimura(1987)は，脳に性差が存在することを認め，“問

題はその差が，どの程度であり， どの様に生じ， 日常生活や我々の選択でどの様な意味があるの

かである”としている。認知能力の性差に関しても，脳の機能における性差を明らかにし，認知

能力と性差との関係を説明しようとする神経心理学的研究が様々な方法によってなされている。

これらの研究は，脳損傷患者らを対象とする臨床的研究と，健常者に対する実験的研究とに大

別できる。さらに，実験的研究は脳波，脳血流量などの電気生理学的方法と，視野分割法や両耳

分離聴法などの行動学的方法に分けることができる。そして， これらの研究結果により，脳の機

能の性差および，機能の差と認知能力の関連について，様々なモデルが提唱されている。

Levy (1976)は，男性は言語能力および空間能力の左右各半球での局在が大きく，これが認知

能力の性差をもたらす原因であると主張した。この説は，多くの研究者によって臨床的および実

験的な検討が行われた。 McGlone(1980)は半球損傷者の臨床的データから，この説を支持した。

彼は片側半球損傷者にウェクスラー成人知能検介を実施し，男性は左半球損傷で言語性検査の低

下が大きく，右半球損傷で動作性検杏の低下が大きいのに対し，女性ではそのような傾向が認め

られなかったと報告した。また， Bryden(1982)は視野分割法と両耳分離聴法を用いた実験的研

究の結果をまとめ， 男性で側性化が大きいとの結果が多いことを報告している。 Springer & 

Deutsch 0989), McG!one (1980), Bryden (1982)ら多くの研究者は，結果が安定していない

ことを認めながらも， これらの研究結果が半球側性化の程度の性差を反映していると考えた。し

かし， Fairweather(1982), Hahn (1987)らは，実験手法上の問題が実験結果に与える影響につ

いて指摘し，半球側性化に関する性差の存在については疑問視している。 Halpern(1992)は，そ

のモデルを支持もできるが，他のモデルでも説明可能であり，今後異なった理論に置き換わる可

能性もあるとしている。

Kimura (1983, 1987, 1992)は，左右半球の側性化の程度ではなく，各半球内での組織化に性

差があるとt張している。彼女は，左半球損傷による失語症および失行症の発生率を，損傷の部

位別に検討した。その結果，女性は前部の損傷で，男性は後部の損傷でこれら障害の発生率が高

いことを見出した。このことから，女性は男性と比較して，言語機能および運動調節機能が左半

球の前部に焦点化されているとしている。また， Kolb& Whishaw (1990)は，半球損傷による

特定課題の成績低下に関する性差は McG!oneが主張するほど単純でないことを指摘し， Kimira

の説を支持した。

また，脳梁の太さに性差があることが報告されており， これが認知能力の性差をもたらすとの

考えもある。脳梁の太さは，側性化の程度と関わり，認知能力の差と結びつくとする説，側性化

の差とは独立に認知能力の差をもたらすなど様々な説明がなされている (Halpern,1992；新井，

1994)。いずれにせよ，脳梁の太さに関する性差が，どの様に認知能力と関係するのかは明らかで

ない。

また，坂野 (1995)は，様々な対象者に関して，指組みおよび腕組みの潜在的ラテラリティと，

認知様式質問紙（伊田・坂野， 1988)で測定された認知スタイルとの関連を検討した。そして，男

性は分析性・抽象性尺度，女性は印象性・想像性尺度で指組みとの関係が認められた。これらの
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結果から，男女の差は認知スタイルの作動原理にあるとした。すなわち，男性は「自由な一決定

された」の原理で，女性は「非言語的・知覚的一言語的」の原理にしたがって働く。坂野は，こ

の作動原理の性差と利き脳の安定性から認知能力の性差が説明可能としている。

以上のように，大脳半球機能に関する性差については，研究方法も様々であり，確定的なモデ

ルは得られていない。このうち，行動学的な研究において，安定した結果が得られない点につい

ては種々の原因が指摘されている。原因の一つとして，男女の差は存在したとしても非常に微妙

であり，他の変数の影響を受けやすいことが挙げられる。このため，実験的研究により性差を検

討する場合，他の変数との影響を考慮するため，男女の要因のみでなく，他の変数を要因に組み

人れた研究が必要であると考えられる。例えば，坂野 (1994)は，潜在的ラテラリティと埋没図

形テストおよび認知様式質問紙で測定された認知スタイルとの関連を検討した。その結果，被験

者の専攻や大学を限定した場合，両者の関連に性差が認められることを見出した。

さらに，実験データとして非対称性が報告されたとしても，その結果からどのようなモデルを

組み立てるのかが問題となる。すなわち，実験結果は機能の側性化を直接反映しているとはいえ

ない。非対称性が得られた場合，その非対称性は神経系の配線と半球間の処理に由来していると

考える立場が一般的である。これを Springer& Deutsch (1989)は，を配線 (wiring)説と表現

した。これは構造モデル，特殊化モデルとも呼ばれる。しかし， この結果を別のモデルにより説

明する立場もある。 Kinsbourne(1970)は，実験により得られた非対称性は，半球の活性化の違

いにより得られたものであるとする注意モデルを主張した。注意モデルは構造の違いがあること

は前提としているが，構造の違いは注意の変数に比べると小さいと考える。菊池 (1995)が指摘

したように，大脳半球機能の個人差を検討する場合，半球活性化の違いに注目することが必要で

あろう。また，坂野 (1995)が指摘した利き脳の反転現象のように，個人内での活性化の変動も

考慮する必要がある。このように，男女の半球機能差についても，従来の構造モデルによる解釈

だけだけでなく，注意モデルの視点も踏まえた検討が可能であると考えられる。

(3) 性差と性ホルモン

ところで， これまで述べてきたような脳の構造および機能における性差に，性ホルモンが関与

していることが明らかとなっている。このうち，出生前後における臨界期の性ホルモンが脳に影

響し，恒久的な変化に関わることは， ラットなどの動物研究においては実証されている。また，

人間では先天性副腎過形成症， ターナー症候群などの臨床研究から性ホルモンの影響が明らかに

なっている。そして，その影響は脳の構造，および性行動や攻撃性のみでなく，様々な認知機能

にもおよぶことを示す多くの研究がある（新井， 1983;Kimura, 1992; Halpern, 1992;新井，

1994のレビューによる）。そして，ゲシュヴィントとガラバルダ Cl990)は，出生前の性ホルモン

が大脳半球の側性化に甫大な役割を果たすと考えた。彼らは，高レベルのテストステロンが左半

球の発達を遅らせるため，男性は右半球が優位になりやすく，また左利きが生じやすいと主張し

ている。この説は，側性化の程度と認知能力の性差との関係を説明するものとしても注目されて

いる。

また，思春期における性ホルモンの影響を報告する研究も多数あり，認知能力や大脳半球機能

への影響が指摘されている (Halpern, 1992のレビューによる）。
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さらに，成人における性ホルモン濃度の影響についても検討されている。これらの研究は，性

ホルモン投与が認知能力におよぼす影響，性ホルモン濃度の個人差と認知能力との関係，等の方

法で行われている。そして，成人における性ホルモン濃度が認知能力と関わり，高い認知能力を

もたらす最適な性ホルモン濃度があることが示唆されている (Kimura,1992; Halpern, 1992)。

ところが，性ホルモンの濃度は，個人内でも変動がある。すなわち，成人の女性では月経周期

により性ホルモン濃度は常に変動している。そして，月経周期により認知能力が変化することが

報告されている。このように，成人においても性ホルモンの濃度が認知能力に影響するなら，そ

の影響は大脳半球機能にも反映されており，その影響は行動学的な研究によっても現れるであろ

う。つまり，行動学的研究において結果が不安定であった原因の一つとして，個人内での変動が

結果に影響したことが考えられる。すなわち，非対称性は個人内でも変動があるため，個人内で

の変動を一つの変数と考えることも必要である。

本論文は，月経周期による性ホルモン変動の影響が，大脳半球機能の行動学的研究に与える影

響を検討した一連の研究を概観する。このことにより， 1)認知能力の性差と大脳半球機能の性

差に関する行動学的研究におよぼす月経周期の影響を検討し， 2) これらの結果から，認知能力

の性差と大脳半球機能の性差を説明する各モデルの適合性を考察し， 3)今後， この領域におけ

る研究の方向について提言を行う。

2 月経周期による認知能力の変化

(1) 月経周期と性ホルモン

月経周期は，月経期 (menstrualphase)→卵胞期 (follicularphase)→排卵 (ovulation)→

黄体期 (lutealphase)→月経期…を，個人差はあるが約 28日程度の周期で繰り返している。そ

して，卵巣から分泌される二つのホルモンは， この周期によって変化している。すなわち．エス

トロゲン (estrogen；卵胞ホルモン）は．月経期に低下し，卵胞期と黄体期にピークを迎える。ま

た，プロゲステロン (progesteron；黄体ホルモン）は，月経期に低下し．黄体期にピークを迎え

る。月経周期と行動・精神機能の関係を検討した研究は，様々な分野で検討されているが，いず

れの周期を研究対象とするかは研究者間で一致していない。ただし．月経期は二つのホルモン濃

度がともに低下しているため．どの研究においても重要視されている。

(2) 月経周期による認知能力の変化に関する研究

Kimura & Hampson (1994)は，これまでの研究を概観し，もともと性差が報告されている課

題では性ホルモンによる認知能力の変化が認められ．その傾向は一致するとしている。すなわち．

多くの研究で，月経期は女性が優位とされる課題の成績が低く，男性優位の課題の成績が高い。

また，卵胞期・黄体期では逆の傾向であった。そして， この変化は気分の影響では説明できな

かった。これらの結果から Kimura& Hampsonは，女性ホルモンが女性優位の課題の成績を高

め，男性優位の課題の成績を低下させると考えている。

例えば， Hampson& Kimra (1988)は，月経期と黄体期を比較し，男性が優位とされる空間

課題で月経期が黄体期と比較して成績がよく．手の運動速度（女性優位）では 11指標中 6指標で
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黄体期が月経期と比較して成績が高かった。このことから．運動の器用さに関する左半球の部位

が．性ホルモンに敏感である可能性を指摘した。また， Hampson0990 a)は，さらに多くの課

題を行い先の研究を追試した。その結果，空間能力に加え．演繹的推理も月経期が高く．発声に

関する能力では黄体期が高かった。しかし，他の課題（手の運動速度，知覚速度，語の流暢性）

では有意差が認められなかった。また．課題によって練習効果が異なるためか．月経周期を被験

者間要因として分析したときと．被験者内要因のときでは異なる結果となった。このように，認

知能力はある程度性ホルモンの影響は受けるものの，その影響は大きくはなく一貫していなかっ

た。さらに． Hampson0990 b)では．同じ課題を用いて．月経期と前排卵期 (preovulatory;

すなわち卵胞期後期）を比較した。この結果．空間能力は月経期が高く，発声および手の運動速

度は前排卵期が高かった。しかし，その他の課題では有意差が得られなかった。このことから，

エストロゲン単独でも，一部の認知能力に影響を与えると考えられた。

以上のように．これらの研究では．月経周期による変化は僅かなものであった。すなわち．個々

の課題では有意な差が認められず，多くの類似した課題の得点を総合して有意な差となった場合

が多かった。しかし．その差の方向はいずれも一致しており．性ホルモンによって女性の認知能

力はある程度影響を受けると考えられる。

3 月経周期が大脳半球機能の行動学的指標におよぼす影響

月経周期によって認知能力が変化するならば．大脳半球機能にも変化が生じており，それが行

動学的指標にも反映されるのであろうか。以下．性ホルモンの変動と大脳半球機能の行動学的指

標との関係を検討した研究を紹介したい。

(1) Heisterら (1989)の研究

Heister, Landis, Regard, & Schroder-Heister (1989)は，右利きの女性被験者に対し，月経

期，卵胞期，黄体期，前月経期（黄体期後期）の 4セッションに，それぞれ 2つの視野分割法に

よる課題を行った。反応時間について分析した結果，語彙決定課題（左半球処理が優位と想定）

では，常に右視野優位で，月経周期との交互作用は認められなかった。顔決定課題（正しい顔写

真または鼻の位置が人れ替わった写真を呈示；右半球処理が優位と想定）では，性周期x視野の

交互作用が認められ，月経期のみ左視野優位となった。このことから Heisterらは，女性ホルモ

ンの濃度が低い月経期には非対称性が大きくなり，男性のパターンに近くなる， との仮説を支持

する結果を一部で得たとしている。

この研究は様々な問題点を含んでいる。まず，「男性は女性より側性化の程度が大きい」， とい

う説は確認されておらず，男性被験者との比較も必要であったと考えられる。また，二つの視野

間の差，すなわち二つの半球間での反応時間の差に注目するだけでなく，個々の半球での変化に

ついても分析を行い，性ホルモンの変化がいずれの半球にどの様な影響を与えるのかについての

検討が必要であろう。さらに，語槃決定課題で全く影響が認められなかったことは，仮説からは

説明できない点である。そして，顔決定課題において月経期と最も異なる視野差のパターンを示

したのは前月経期であった。ホルモン濃度が視野差に影響を与えているとすれば，月経期と最も
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パターンの異なるのは，ホルモン濃度の高い，黄体期または卵胞期となる。この点も仮説と合致

しない。このように様々な問題点が指摘できるものの， この研究は「ある課題では月経周期によ

り優位視野が変化する」を示した点に意義があると考えられる。すなわち，女性被験者の場合，

この種の実験における視野差の生起に，課題によっては月経周期という要因が関わる場合がある

ことが示されたといえよう。

(2) Chiarelloら (1989)の研究

Chiarello, McMahon, & Schaefer (1989)は，右利き男女の被験者に対し，視野分割法による

2つの課題を行った。女性には月経期，卵胞期，黄体期にそれぞれの課題を行い，男性はほぼ対

応する間隔で 3度の実験を受けた。課題は語集決定課題および線分同定課題（傾いた線分を 2度

呈示し，傾きが同ーかを判断；右半球優位と想定）であった。この課題では，従属変数として正

答試行の平均反応時間に加え，信号検出理論による d'（弁別力の大きさ）および log/3（反応基準

の厳しさ）についても分析を行った。語彙決定課題に関しては，反応時間および d'では男女とも

右視野優位で，女性は月経周期による変動も認められなかった。 log/3では男性のみ左視野優位

で，女性は視野と周期の交互作用が認められた。女性の log/3は，右視野のみ周期による変動が

あった。一方，線分同定課題については，反応時間および d'では男女とも視野差は認められず，

女性は月経周期による変動は認められなかった。また， d'では男性が女性より有意に値が大き

かった。 log/3では，女性のみ右視野優位となったが，周期による変動は認められなかった。そし

て，線分同定課題で左右の視野を合わせた成績は，男性＞卵胞＞黄体＞月経となった。

このことから Chiarelloらは，左半球は月経周期による影響をうけるが， その影響は認知過程

の限られた過程，すなわちこの実験ではf3（反応の基準）にしか影響しないと結論している。ま

た，いずれの課題においても，男性のパターンに近いのは卵胞期であったことから，エストロゲ

ンは性差を縮小する傾向に働くと考察した。

この結果から，反応時間や d'などのパフォーマンスだけでなく，反応のバイアスという面にも

注目する必要があると考えられる。また，本来の目的ではないが，線分同定課題を男性が得意と

する空間課題と考えると， この結果は先行研究と不一致であった。

(3) Hampson (1990 a, 1990 b)の研究

先に紹介した Hampson(1990 b)において，認知能力変動の検討と併せ，大脳半球機能差に関

しても両耳分離聴法によって検討が行われた。課題は言語刺激を両耳に呈示し，被験者が聞こえ

た単語を報告するというものであった。この結果，右耳優位傾向の大きさを示す POCにおいて，

前排卵期が有意に大きくなった。また，左耳で月経期の正答数が，右耳で前排卵期の正答数が有

意に多くなった。また， この変化は左耳が明確であった。このことから Hampsonは以下のよう

な考察を行った。 1)月経周期により，言語刺激に対する聴覚の非対称性が変化し，前排卵期に

おいて半球機能の側性化はより大きくなった。 2)また， この変化は主に前排卵期における左耳

の成績低下がもたらしたため，エストロゲンにより，右半球の特定の部位が抑制されることが考

えられた。 3) このことは，右半球での処理に依存するとされている視空間処理および抑うつ情

動が，前排卵期に抑制されたという結果とも一致した。
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この結果を，「半球側性化の程度と認知能力の関係」という視点から考えると，次の様な点が明

らかになったと考えられる。すなわち，「側性化の程度が大きいと空間的処理が促進される」とい

う説とは逆の結果であり， このモデルは妥当でないことが示された。そして，性ホルモンが各半

球の働きを促進，または抑制していることにより，認知能力の変化も生じていると考えるならば，

大脳半球機能と認知能力の関係について，新たなモデルを構築する材料となるであろう。

また， Hampsonは月経期と黄体期の認知能力の変化を検討した研究 (Hampson, 1990 a)に

おいても同様に，両耳分離聴法による検討を行っている。この結果について詳細な分析は報告さ

れていないが，前排卵期と月経期を比較した Hampson(1990 b)とほぼ同様の結果であった。す

なわち，月経期は黄体期と比較して側性化の程度が小さい傾向があった。ただし， この研究での

差は，先の研究ほどは明確ではなかった。

(4) Bibawiら (1995)の研究

Bibawi, Cherry, & Hellige 0995)は，女性被験者に対しては月経期ー黄体期一月経期の順で，

男性被験者に対しては同様の間隔で各 3回の実験を行った。それぞれ椅子同定課題およびキメラ

顔写真課題の 2つの課題を行い，月経周期による半球活性化の変化という視点から検討を行っ

た。椅子同定課題は，左右の視野に同時に瞬間呈示された椅子の線画を同定する課題である。こ

の課題は先行研究により，全体として視野差は生じないものの，個人内の視野差はある程度一貰

することが示されており，半球活性化の個人差の指標とされている。また，他の知覚的非対称性

課題と相関があることが報告されている (Kim,Levin, & Kertesz, 1990)。キメラ顔写真課題は，

笑顔と真顔の顔写真を中央で切断し，組み合わせた写真を用い，笑顔の位憤を左右逆転した対を

自由視野で見せ，どちらがより幸福に見えるかの判断を求める課題である。通常この課題では被

験者の向かって左側に笑顔のある写真が選択されることが多く，右半球優位の課題とされる。し

かし，その個人差はある程度個人で一貰していることから，右半球優位に関する個人差を反映す

る課題と考えられている。結果は以下のとおりであった。椅子同定課題では，男性はいずれの

セッションでも視野差は生じなかったが，女性では黄体期のみ右視野優位となった。これは，右

視野での正答数がこの時期に増加したためであった。この結果から，黄体期は月経期と比較して

左半球が活性化されると考えられた。この点は，左半球が性ホルモンの影響を受けやすいとする

これまでの結果と一致した。ただし，キメラ写真課題では，いずれの被験者，セッションにおい

ても左視野優位となった。

この研究においても，“男性は側性化が大きい”という説と一致しない。すなわち，椅子同定課

題において，黄体期の女性は側性化が大きく，男性は側性化を示さなかった。また，キメラ顔写

真課題で月経周期による影響が認められなかった点については， Biwaiらはこの課題が右半球に

強く側性化された課題であるため，半球間の活性化の測度として不適であるとした。しかし，

Kimらは，両課題の非対称性得点に弱い相関があったことを報告しており，いずれも半球活性化

の程度を反映するとの結果を得ている。この結果からは，キメラ写真課題も右視野優位の程度が

変化することが予想され， Biwaiらの考察ではこの結果は説明が不可能である。 2つの課題の質

の違い，すなわち情動の処理を含む課題と知覚のみの課題である点などが影響したことも考えら

れよう。
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(5) 研究結果のまとめと今後の展望

まず，大脳半球非対称性の行動学的指標は，月経周期により変動することが明らかとなった。

これまでの男女差を検討した研究において，結果が不安定であったことの原因の一つと考えられ

よう。今後は性差の検討において，女性の月経周期を一つの変数とすることも必要であると考え

られる。また，男性のホルモン濃度の季節による変動が空間能力に影響することが報告されてい

る (Kimura& Toussaint, 1991)。このことから，男性の行動学的指標も個人内で変動している

可能性もある。このように，様々な個人内での変動を考慮することも必要であろう。

また，月経周期によっては，女性が男性より側性化が大きいとの結果も得られ，女性が側性化

の程度が小さいとする説と一致しなかった。さらに， Hampson(1990 a, 1990 b)の結果により，

大脳半球非対称性の程度から認知能力の個人差を説明するモデルに対しても否定的な結果を得

た。そして， これらの結果は，半球活性化の程度が，月経周期により変化しているとすれば説明

可能であった。また，非対称性の変化と同時に，認知能力の変動も認められたことから，半球活

性化の変化は認知能力の月経周期による変動に寄与する一つの機構であると考えることができよ

う。そして，その変動は，性ホルモンがいずれかの半球機能活性化を抑制または促進することに

よって生じると考えることが可能であった。ただし，ホルモン濃度の変化がいずれの半球にどの

様にな影響をおよぼすかについては， これまでの研究では一致していない。また， このような活

性化の変化は，坂野 (1995)の提唱した利き脳の反転現象として捉えることが可能であり，その

スイッチの一つとして性ホルモンを考えることが可能かも知れない。

このように，半球活性化の個人差という視点から，男女の性差をさらに検討する必要がある。

そのためにはまず，課題によって月経周期による影響が異なった点について検討が必要であろ

う。つまり，どのような課題が月経周期に影響するのかを検討し，それらの課題に共通な性質を

明らかにする必要がある。菊池 (1995)は，半球活性化モデルによる活性化の個人差を検討する

場合，課題の遂行のための処理過程に，ベースラインとしての半球活性化を反映する処理過程と，

これの影響を受けにくい処理過程を想定し，後者の相対的な割合が増すほど活性化は測定値には

現れない可能性を指摘している。すなわち，処理過程の複雑さ，知覚以外に情動判断も含むのか，

など様々な要因を含んだ課題を行い検討する必要がある。また，複数の方略による解決が可能な

課題の場合，方略の選択に変化が生じている可能性もあり，この点からの検討も必要であろう。

特に， これまで右半球優位を想定して行われた課題の多くは，複数の方略が選択可能であると考

えられる。これらの課題による変動は，方略選択の変化という観点から検討が可能になるかも知

れない。このような，処理過程や方略を検討する場合，坂野 (1995)が提唱した認知スタイルの

作動原理という観点から課題の特徴を捉えることが有効かも知れない。また，潜在的ラテラリ

ティとの関連から課題を検討する必要があると考えられる。

さらに，課題の選択に関する問題のみでなく， Chiarelloら (1989)が用いたように，反応時間

および正答数以外の反応バイアスなどを指標とすることも有効であろう。 Bibawiら(1995)も指

摘しているように，反応バイアスの変化は衝動性の変化とみなすこともでき，衝動性は半球活性

化レベルとともに増加すること報告されているからである。また，電気生理学的なアプローチも

必要であろう。 Simpson,Erwin, & Linnoila (1981)は，卵胞期と黄体期における事象関連電位

の差を検討し，一部の指標で非対称性の変化を見出した。しかし，脳波の月経周期による変化を
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検討した Solis-Ortiz, Ramos, Arce, & Guevara (1994)では，月経周期による非対称性の変化

は認められなかった。いずれにせよ， このような指標を用いた研究は非常に少なく，今後この方

面からの検討も必要であると考えられる。

ところで， このような月経周期ないし性ホルモンの認知能力におよぽす影響は， Hampsonも

指摘しているように (Hampson,1990 a; Hampson, 1990 b)，実生活においては大きな意味は持

たないであろう。これらの研究によって認められた個人内の変動は，実験室という統制された条

件の下で得られたものであり，課題も限定されている。そして，個人内の変動の程度は個人間の

差と比較するとかなり小さい。このため， これまでの研究でも認められなかったように，個人の

学業成績等の変動に月経周期が直接影響をおよぼすとは考え難い。月経周期の影響は，認知能力，

性ホルモンおよび大脳半球機能それぞれの関係について，理論的考察を行う際の検討材料として

有効であろう。すなわち，行動・精神機能の性差を大脳半球機能の性差から検討しようとする研

究において，結果に影響をおよぼす“一つの”変数が明らかになったといえよう。さらに，社会

的な要因が関与していることは当然である。今後は，社会的環境の影響と併せて検討することも

必要であり，また，社会的・心理的影響がホルモン環境に与える影響も検討する必要があろう。

また，性ホルモンが認知能力に与える影響に関して，大脳半球機能の変化は唯一の，また基本

的な機構ではなく，今後は神経化学的および神経解剖学的な研究が必要であるとの指摘がある

(Kimura & Hampson, 1994)。しかし，実験心理学においては，これらの生理的なアプローチで

は考慮されない，認知過程および認知スタイルに対する影響を検討し，認知能力の性差に関する

モデルを確立するという課題がある。さらに今後は，認知能力だけでなく，情動や人格特性に関

しても大脳半球機能との関連が検討されるべき課題であると考えられる。
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