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【緒言】
各種依存症の研究によると、患者の依存する対象物に対する反応の抑制を条件付けすることは、無意識の行動抑制に

効果的であるとされる。そこで本研究では、経頭蓋直流電気刺激（tDCS）の前・中・後に反応抑制機能を評価する
Go/Stop課題を行い、そのパフォーマンスから見る反応抑制機能の変化とtDCS前・後のGo/Stop課題中に記録した脳波
（EEG）から算出した事象関連電位（ERP）、および実験前後の心的状態の関係について検討した。

【方法】

参加者:健常な女子大学生21名（21.6±0.4歳）
測定内容：

① Go/Stop課題（図1）: 1セッション120試行×3
⇒反応抑制機能の指標を算出
停止信号反応時間（stop signal response time: SSRT）

② tDCS（図2）：Go/Stop課題2セッション目に刺激
2mA・10分間・左右下前頭前皮質に電極を配置
⇒ Anodal刺激群11名/Cathodal刺激群10名

③ EEG記録とERP算出（図3）：
Go/Stop課題1・3セッション目にEEG記録
⇒ Stop刺激呈示を基準に正解Stop試行のERP算出

④ 心的状態の質問紙調査
(1) 主観的食欲のVisual-Analog Scale（10cm）
(2) 気分と覚醒度のAffect Grid（9×9）

統計分析：
・課題のパフォーマンス・ERP・質問紙データ

Anodal刺激群/Cathodal刺激群ごとに
刺激前 vs 中 または 前 vs 後 でpaired t-test

・SSRT変化量とERP・質問紙データの間の線形相関

【結果・考察】

・ Go/Stop課題のパフォーマンス（SSRT）
Anodal刺激群：tDCS前より後で有意に短い
Cathodal刺激群：tDCS前後で有意差なし
⇒ Anodal刺激によりSSRTを短くなる
(反応抑制機能を高める）作用がみられた。

・心的状態の質問紙
両群ともtDCS前・後で有意差なし

Anodal group

questionnaire

Appetite (cm) 4.4 ± 2.4 5.2 ± 2.8

Arousal - Sleepiness 4.3 ± 1.8 4.9 ± 2.0
Pleasant - Unpleasant 5.5 ± 1.6 6.1 ± 1.4

* p<0.05; significantly different between before and after tDCS

before tDCS after tDCS

Cathodal group

Appetite (cm) 5.6 ± 2.6 6.2 ± 1.5

Arousal/Sleepiness 4.0 ± 1.9 3.2 ± 1.9
Pleasant/Unpleasant 6.2 ± 0.9 5.7 ± 0.8

* p<0.05; significantly different between before and after tDCS

before tDCS after tDCS

図1 Go/Stop課題と停止信号反応時間（SSRT）の算出方法
上: Go/Stop課題 図はPCモニタの表示を示す
・ Go試行: 動くindicatorがtarget到達時に停止するようにクリックする
⇒ Go反応時間（Go response time: Go RT）

・ Stop試行: indicatorがtarget到達前に停止し赤に変わったらクリックしない
⇒ 10段階の停止時間（stop time: ST）を設定
⇒ 各参加者が50%の確率で成功する停止時間（50%ST）を算出

下: SSRTを算出する方法 SSRT = 平均Go RT + 50%ST
※ SSRTが短い = ギリギリまで我慢できる = 反応抑制機能が高い

図2 経頭蓋直流電気刺激（tDCS）
上： 刺激装置 DC-STIMULATOR Plus
右： tDCS刺激電極装着の様子

上：Anodal刺激 下：Cathodal刺激

図3 脳波（EEG）の記録と
事象関連電位（ERP）の算出
左上： 電極配置 （国際10-20法）
右上： EEGとERP 試行毎のEEG
波形（黒）と平均したERP波形（赤）
右下： EEG cap装着の様子

【まとめ】
本研究では、Anodal刺激でのtDCSがSSRTを短く、すなわち反応抑制機能を高める作用があることを示した。さらに、

tDCSによりERPピークが変容することがわかった。今後は更なる研究でより正確な結果を示し、摂食障害の治療や、アル
コールや薬物などの各種依存症の反応抑制、さらには衝動に関わる様々な問題の解決に活用されることが期待される。

図4 tDCS前・中・後のGo/Stop課題におけるSSRTの比較
左： Anodal刺激群 右: Cathodal刺激群 平均±SD  * p<0.05

表1 測定前・後の心的状態の質問紙の結果

・ 正解Stop試行のERP
Anodal刺激群：N2がtDCS後に有意に近い減少
Cathodal刺激群：P3がtDCS後に有意に減少
⇒ Anodal刺激により反応抑制機能が高まった
ため反応抑制の努力（N2）が減少する傾向に
あった。Cathodal刺激によりStop試行の成功と
いう結果に対する情動反応（P3）が変化した。

図6 心的状態とSSRT変化量との線形相関
左： 測定前の快-不快スコアとtDCS前→後のSSRT変化量
右： 測定後の快-不快スコアとtDCS前→後のSSRT変化量
有意な相関（R2 > 0.1874）の確認されたもののみ示す。

図7 ERP振幅とSSRT変化量との線形相関
左： 測定前の正解Stop試行のP3振幅とtDCS前→中のSSRT変化量
右： 測定前の正解Stop試行のP3振幅とtDCS前→後のSSRT変化量
有意な相関（R2 > 0.1874）の確認されたもののみ示す。

・SSRT変化量と心的状態・ERPの関係性
（1） 測定前および後の快-不快スコアとSSRT

変化量に有意な負の相関あり
（2） tDCS前の正解Stop試行のP3振幅と

SSRT変化量に有意な正の相関あり
⇒ Go/Stop課題の遂行に対する情動が安定
し、その時点で心地よい状態であるほどtDCS
による反応抑制機能の向上が見込まれる。

図5 tDCS前・後の正解Stop試行におけるERPとそのピーク振幅の比較
上: 電極Fzでの総平均ERP波形（左）とその頭蓋上分布（右）

分布図上の黒丸がFz電極 分布図はStop刺激呈示後230ms（N2）と340ms（P3）
下: tDCS前・後の正解Stop試行でのN2振幅・P3振幅の比較 平均±SD * p<0.05
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