
緒 言
世界的な高齢化社会の到来に伴い，認知症患者数が

増加傾向にある1)．本邦においても同様であり，2001
年に 165 万人であった認知症高齢者数は，2026 年には
320 万人になると予想されている2)．65 歳以上の認知
症患者では，アルツハイマー型認知症(Alzheimer’s
disease: AD)が最も多く，約 67％を占めている1)．そ
のため，ADの早期検出を目的に，MR 画像から AD
に関係する画像特徴量を計測する手法の開発が行われ
てきた3～8)．これまでに，脳の白質と灰白質の領域分

割をする手法3)，脳脊髄液の抽出法4)，皮質の厚みの測
定法5)などが提案されている．また，ADに起因する
脳萎縮の程度を評価するために，健常者の脳との差を
定量化する voxel-based specific regional analysis for
Alzheimer’s diseases(VSRAD)6)が提案され，臨床現
場で用いられている．われわれも AD に起因する脳
萎縮に着目し，健常者の脳の平均画素値と標準偏差を
用いて当該患者の脳の画素値を標準化した Z スコア
マップを用いて，脳萎縮パターンをクラスタリングす
る手法7)や，当該患者の遺伝子型に関係する脳萎縮パ
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Summary

To evaluate the degree of cerebral atrophy, quantification methods of a difference from a standard normal brain
are often used in clinical practice. However, these methods may not evaluate the cerebral atrophy accurately,
because they do not take into account any cerebral atrophies due to normal aging. The purpose of this study is to
develop a model for taking into account the cerebral atrophy due to normal aging. We obtained 60 normal magnetic
resonance (MR) images from the Alzheimer’s disease neuroimaging initiative database. These data included 20
images of each age group of 60’s, 70’s, and 80’s, respectively. For anatomical standardization of the images, we
used the statistical parametric mapping software and employed a linear grayscale transformation. The principal
component (PC) analysis with voxel values of 60 normal MR images was subsequently performed to calculate
eigenvectors and PC scores. All cases were projected onto the eigenspace formed by 2nd and 5th PC scores. The
experimental result showed separated distributions corresponding to the age groups. In addition, the sites of cerebral
atrophy could be recognized by displaying eigenimages. Our proposed method would be useful for the accurate
evaluation of cerebral atrophy caused by Alzheimer’s disease.
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ターンの分析8)を行ってきた．
Z スコアマップは脳萎縮の定量評価に有用である

が，これまでに，次の二つの問題が挙げられてい
る8, 9)．①健常者の場合でも老化によって脳の生理的
萎縮が起きる．病気による脳萎縮を正確に定量評価す
るためには，正常老化による脳萎縮を考慮した正常脳
を作成して利用することが望ましい．②脳の特定部位
に関心領域を設定して脳萎縮を定量評価する8)．その
ため，調査する関心領域の分だけ多重性が発生し，多
重検定補正9)が必要になる．よって，統計的有意差を
得るには，かなり多くの症例数が必要である8)．本論
文では，これらの問題に対処するために，年代別の正
常例の脳magnetic resonance(MR)画像を主成分分析
することで，正常老化による脳萎縮の空間的かつ時間
的推移を固有空間上で表現する手法を提案する．提案
法は，①年代別の正常脳を用いるため，正常老化によ
る脳萎縮を考慮した定量評価を可能とする，②脳萎縮
を低次元固有空間で表現するため，脳の特定部位に関
心領域を設定する必要がない，という特長を持つ．
以下に，60，70，80 代の正常例の脳MR画像を主成

分分析することで，正常老化による脳の生理的萎縮を
考慮しながら AD による脳萎縮を定量評価できるか
について述べ，本手法と従来法を比較することによっ
て，その特長を明らかにする．

1．方 法
Figure 1 に本手法の概要を示す．脳形態変化を分析

するためには，大きさや解剖学的位置を同じにする脳
形態標準化処理を行う必要がある．本実験では，脳画
像解析ソフトウェアである Statistical Parametric
Mapping(SPM)1210)を用いて脳形態標準化処理を
行った7, 8)．次に，60，70，80 代の正常MR画像の画素
値を入力とした主成分分析11～15)を行った．これに
よって，主成分得点と固有ベクトルが算出された．年
代別に最も分離度が高かった 2軸を用いた二次元固有
空間に，算出された主成分得点を投影し，正常症例の
脳萎縮の程度を評価した．これは，固有空間における
脳萎縮の評価で得られる「空間的」なデータに，患者
の年齢層による「時間的」な変化の情報を重ね合わせ
たモデルである．また，固有ベクトルの情報を画像化
したものは固有画像と呼ばれ，固有画像を確認するこ
とで，どの部位で萎縮が起きたのかを視覚的に判断で
きる．更に，この際に求めた正常の平均画像，標準偏
差画像，および固有ベクトルを用いて，テスト症例と
してAD症例を，同じ二次元固有空間に投影してAD
症例の脳萎縮の程度を評価した．以下に，手法の詳細
について述べる．

1-1 実験試料
本研究では，公開データベースであるAlzheimer’s

Disease Neuroimaging Initiative(ADNI)16)から，60 代
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Fig. 1 Overall scheme for quantifying cerebral atrophy due to normal aging.



(61～69 歳，平均 66.1 歳)，70 代(70～79 歳，平均
74.35 歳)，80 代(80～89 歳，平均 84.15 歳)の正常MR
画像を各 20 症例(合計 60 症例)，およびテスト症例と
して 60 代(64～69 歳，平均 66 歳)の AD 患者の MR
画像を 12 症例，70 代(70～79 歳，平均 73.73 歳)，80
代(80～82 歳，平均 80.82 歳)の AD患者のMR画像を
各 11 症例(合計 34 症例)取得して実験に用いた．使用
した MR 画像は 3.0 T の MR 装置で magnetization-
prepared rapid acquisition with gradient echo (MP-
RAGE)撮影法により撮影されたものである．マト
リックスサイズは(160～180)´(192～256)´(192～
256)，ボクセルサイズは 1.2´(0.9375～1.25)´(0.9375～
1.25)mm3である．症例によって大きさが異なるため，
後述する脳形態標準化処理によってマトリックスサイ
ズを 79´95´79 に変換して実験に用いた．なお，本研究
の実施にあたっては倫理審査委員会の承認を得ている．

1-2 脳形態標準化処理
本研究では，脳形態変化を分析するための前処理と

して，脳画像解析ソフトウェアである SPM12 を
MATLAB上で作動させ脳形態標準化処理を行った．
はじめに，MR画像の撮影中の体動や心臓の拍動によ
る動きを補正するために，Realignment 処理を行っ
た．Realignment 処理では，画像時系列における頭部
位置は変化しないと仮定し，参照画像(セッション内
の一番最初の画像)とある時点の画像の間で頭部位置
を一致させるように，X軸，Y軸，Z軸方向の平行移
動と回転による剛体変換を行い，その後，動きの補正
がなされた画像データに対して再サンプリングをする
ことで，スライスを再構成した．次に，Normaliz-
ation 処理を行った．この処理は，動きの補正された
データを，SPM12 内で標準脳として用意されている
Montreal Neurological Institute(MNI)標準脳(T1テン
プレート画像)に一致するように変換する処理である．
この処理によって，画像の大きさを 79´95´79 に統一
し，各症例の解剖学的位置を同等化した．
つぎに，各症例の濃度の補正を行うため，79´95´79

の画像の濃度ヒストグラムを求めて，P-タイル法17)に
よって濃度の上位から 0.05％の値を閾値として定め
た．最小値が 0，閾値以上の画素は 255 となるように
線形濃度変換を行って濃度の補正を行った．これらの
脳形態標準化処理によって，同じ位置の画素値の単純
な比較で脳萎縮パターンを分析することが可能となっ
た．後述する画素値を入力とした主成分分析を適用す
る際には，主成分分析の説明変数は同じものである必
要があるため，この脳形態標準化処理が極めて重要な

プロセスとなる．

1-3 主成分分析を用いた脳萎縮の定量評価
前節の処理によって，同じ位置の画素値の比較をす

れば脳形態の変化が分析できるが，画素数は 79´95´
79=592895 であるから，すべての位置で画素値を比較
することは現実的でない．注目する解剖学的位置では
より強く，そうでない場所ではより弱く，萎縮の程度
を計測して，総合的な定量値を評価できる手法があれ
ば望ましい．主成分分析は，多くの変数により記載さ
れた量的データを少ない変数で縮約するデータ解析手
法であり，総合的な評価指標を得ることができる．
本研究では，60，70，80 代の正常例の脳MR画像を

各 20 症例収集し，脳形態標準化処理後の三次元MR
画像の画素値を主成分分析のモデルに当てはめるため
に，三次元MR画像をラスタスキャンして三次元配列
(79´95´79)を一次元配列に変換して入力データとし
て用いた．このとき，正常例は合計 60 症例であるか
ら，60´592895 の配列となった．まず，主成分分析の

番目の説明変数である各画素について 60 症例の平均
値()と標準偏差()を計算し，それらの値を用い
て 番目の症例の各画素値 を次式で標準化した．

 



(1)

つぎに，脳領域外のデータは背景となるため，60 症
例の三次元MR画像の平均画像をもとに，著者の 1人
が脳領域を手動で抽出して背景領域の画素を削除し
た．この処理によって，主成分分析の説明変数の数が
減り，入力データは 60´133955 の配列となった．各画
素の値は標準化を行っているため，分散共分散行列を
用いた主成分分析を選択した．
60，70，80 代の正常例，計 60 症例の三次元MR画

像を変換した 60´133955 の配列を入力データとする
主成分分析を行うことによって，各症例の画素値 の
持つ総合特性を少ない変数  で









(2)

のように縮約し，総合的な評価指標を得ることができ
る．このとき，   をそれぞれ第 1 主成分得
点，第 2主成分得点，…，第 主成分得点と呼び，症
例の脳萎縮の程度を表す指標となる．この指標を固有
空間上に投影することで脳萎縮が起こる部位に関する

1391

Vol. 74 No. 12 Dec 2018



「空間的」変化が表現可能となる．更に，年代別の三次
元MR 画像を主成分分析の入力データとしているた
め「時間的」変化も表現可能である．よって，形成さ
れた固有空間は，「空間的」かつ「時間的」な脳萎縮の
変化をモデル化したものになる．
また，1次式の係数    は，注目する解剖

学的位置に加える重みである．主成分分析では，画素
値 が広がりを持つ方向に軸が形成され，係数
   の値が決定される．このとき決定された
係 数 の 値    を 第 1 固 有 ベ ク ト ル，
   を第 2 固有ベクトル，…，  

を第 固有ベクトルと呼ぶ．これは，正常老化による
脳萎縮が生じている画素値の変化に着目した方向に固
有ベクトルが形成されたことと同じことを意味する．
また，この一次元固有ベクトルの配列(1´133955)をも
との三次元配列に戻して画像にしたものを固有画像17)

と呼ぶ．固有ベクトルは正常老化による脳萎縮が生じ
ている画素値の変化に着目した方向に形成されるた
め，固有ベクトルの要素の絶対値が大きい場所は，脳
萎縮が生じている場所を表し，主成分得点に大きな影
響を及ぼした画素となる．したがって，固有ベクトル
の情報を画像化したものである固有画像を確認すれ
ば，どの部位で萎縮が起きたのかを視覚的に判断する
ことができる．

1-4 AD検出への応用
次に，前節の脳萎縮の定量化のアプローチをADの

検出に応用する処理について述べる．表現を簡素化す
るために，60，70，80 代の正常症例を学習画像と呼び，
処理対象である AD 症例をテスト画像と呼ぶことに
する．テスト画像も同様に三次元 MR 画像をラスタ
スキャンして三次元配列(79´95´79)を一次元配列に
変換して用いた．テスト画像は全 34 症例であるから，
34´592895 の配列となった．まず，学習画像で求めた
各画素の平均値と標準偏差を用いてテスト画像の各画
素値を標準化した．この処理は，Zスコアマップを求
めることに相当している7, 8)．学習画像と同様に，テス
ト画像の脳領域以外の背景領域の画素を削除した．こ
こで，学習画像とテスト画像の脳領域は，事前に脳形
態標準化処理を行っているため同じ配列となり，テス
ト画像は 34´133955 となった．次に，学習画像によっ
て求めた固有ベクトルと標準化したテスト画像の画素
値を用いて主成分得点を計算して，前節で学習画像に
よって求めた固有空間上にテスト画像を投影した．例
えば，主成分分析を五次元まで行った場合には，60 代
の正常 20 症例と 60 代の AD症例 12 症例は，五次元

の固有空間上の 32 点で表現される．このとき，正常
とADの判別は，五次元の主成分得点を入力とした識
別器18, 19)を用いることで可能となる．つまり，識別器
の入力データは五次元の主成分得点，出力はADの可
能性を示す一次元の連続値となる．本研究では，第 1
主成分得点から第 5主成分得点までの五次元超平面で
識別境界を形成する線形判別分析(linear discriminant
analysis: LDA)18, 19)を用いて，正常と AD の分類を
行った．これは，識別器は異なるが，固有空間テンプ
レートマッチングと同じアイデアである20, 21)．

2．結 果
Figure 2 に，60，70，80 代の正常例 60 症例から求め

た，第 1主成分得点から第 5主成分得点の平均値と標
準偏差を示す．ただし，主成分得点の大きさはそれぞ
れの固有ベクトル軸で異なるため，全 60 症例で標準
化した値を表示した．図から，第 2主成分得点は，60
代と 70 代の分離度が大きく，また，第 5主成分得点で
は，60 代と 80 代の分離度が大きくなった．同様の
データについて，Table 1 に，60 代と 70 代，70 代と
80 代，60 代と 80 代の正常例の年代別の分離度を，
receiver operating characteristic(ROC)曲線下の面積
area under the curve(AUC)で求めた結果を示す．縦
軸は，第 1主成分得点から第 5主成分得点まで，それ
ぞれを単独の入力として用いた場合のAUCの値を示
している．表から，Fig. 2 の場合と同様に，60 代と 70
代は第 2 主成分得点の分離度が最も大きく，70 代と
80 代および 60 代と 80 代は第 5 主成分得点の分離度
が最も大きいことが判明した．
Figure 3a は，第 2 主成分得点を横軸に，第 5 主成

分得点を縦軸に選択したときの 60，70，80 代の正常例
60 症例の分布を示したものである．この図は，三次元
脳MR 画像の画素値を第 2 主成分得点と第 5 主成分
得点からなる二次元固有空間に投影したものと解釈で
きる．図からわかるように，年代ごとに分布位置が異
なる傾向を示した．Figure 3b は，60，70，80 代のAD
症例 34 症例を Fig. 3a と同じ固有空間に投影したも
のである．図から，ADは年代に関係なく 70，80 代の
正常例と似た脳萎縮パターンを形成する傾向が見受け
られた．一方，60 代については，AD の場合の分布
は，正常の分布と位置が大きく異なる傾向を示した．
Table 2 に，正常とADの分類性能を評価するため

の LDAの出力を計算し，ROC解析を用いてAUC値
を求めた結果を示す．第 1主成分得点から第 5主成分
得点までの値を LDAの入力値として用いた場合，60
代の正常と AD では 0.911，70 代の正常と AD では
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0.874，80 代の正常とADでは 0.824 となった．

3．考 察
Figure 4 に，60，70，80 代の正常例から作成した第

2 固有画像と第 5 固有画像を示す．固有画像におい
て，固有ベクトルが正の方向の場合は画素値が大きく
なり，固有ベクトルが負の方向の場合は画素値が小さ
くなる．したがって，画素値の変化が大きい画素は脳

萎縮の場所を示す．このように，固有画像を確認する
ことによって，Fig. 3 に示すような第 2 主成分得点と
第 5主成分得点を計算する際に，どの部位に着目した
かの情報を取得することが可能であり，脳の特定部位
に関心領域を設定する必要はない．ADによる脳萎縮
の評価として，従来法では，Talairach atlas などを用
いて，数百の解剖学的部位の脳萎縮の程度を定量化
し，正常とADの判別に有用な部位を網羅的に検定す

1393

Vol. 74 No. 12 Dec 2018

Fig. 2 Means and standard deviations (SD) of normalized principal component (PC) scores,
which are obtained from 60’s, 70’s, and 80’s age groups.

Table 1 AUC values of ROC analysis for the classification between age groups
in normal cases by using only 1st to 5th PC score

Nor. 60 vs Nor. 70 Nor. 70 vs Nor. 80 Nor. 60 vs Nor. 80
PC1 0.667 0.650 0.522
PC2 0.912 0.712 0.722
PC3 0.647 0.530 0.595
PC4 0.530 0.620 0.657
PC5 0.607 0.730 0.800

Fig. 3 Scatter plots of (a) the normal cases and (b) the AD cases of 60’s, 70’s, and 80’s age groups onto the
eigenspace formed by 2nd and 5th PC scores.

a b



るアプローチが行われている．しかし，<を有意
とするこのアプローチは，有意差は 20 回に 1 回程度
またはそれ以下しか偶然には偏らないとするものであ
り，逆に考えれば，わずか 20 カ所の解剖学的部位を検
定しただけで，偶然にどれかが統計的に <とな
る可能性があることを意味している．この問題に対し
て，一般的には，0.05 を解剖学的部位数で割った値以
下のものを有意とする bonferroni 法22)などによる多
重検定補正を行って対応することが提案されている
が，この補正では 100 カ所の部位を検定する場合で
も，<で有意となることから，多重検定補正後に
有意な差を得るには，大きなサンプルサイズが必要と
なる．一方，提案法では，三次元MR画像を五次元な
どの低次元固有空間に次元縮約する手法であるから，
多重検定補正の問題は生じないという特長を持つ．
Figure 3a から，60，70，80 代の正常脳は固有空間で

異なる位置に分布する傾向があることが判明した．こ
の結果から，健常者の場合でも加齢によって脳の生理
的萎縮が起きるため，病気による脳萎縮を正確に定量
評価するためには，正常老化による脳萎縮を考慮した
正常脳を作成して利用することが必要であると考えら
れる．しかしながら，Fig. 3b から，ADによる脳萎縮
は年齢に依存する傾向はなく，70 代および 80 代の正
常例に近いことが考察された．実際に 70 代の正常と
ADの分類性能は 0.738，80 代の正常とADの分類性
能は 0.702 という結果となった．一方，60 代について
は，ADの場合の分布は，正常分布と位置が大きく異

なるため，該当する年代の正常脳と比較することに
よって，ADが検出できる可能性が高いことが考察さ
れた．実際に 60 代の正常と AD の分類性能は 0.827
であった．また，Table 2 の結果を見てみると，Fig. 3
の固有空間を形成する第 2主成分得点と第 5主成分の
二次元や，第 2主成分得点，第 5主成分得点単独の一
次元よりも，第 1主成分得点から第 5主成分得点まで
の五次元を用いた方がAUCは高く，正常とADの分
類性能が高いということが判明した．実際に 60 代の
正常とADでは 0.911，70 代の正常とADでは 0.874，
80 代の正常と AD では 0.824 となった．これは，
Table 1 から選択された二次元から形成される固有空
間で正常とADを分類する場合と，第 1主成分得点か
ら第 5主成分得点までの五次元から形成される固有空
間で正常とADを分類する場合とでは，五次元で形成
される固有空間の方が，正常の空間を表現できる累積
寄与率が高いためと考察される．以上の考察により，
①固有画像を確認することで，脳のどの部位に着目し
て脳萎縮を定量評価しているのかという情報を取得す
ることが可能であり，脳の特定部位に関心領域を設定
する必要はない．②主成分分析の手法を用いること
で，正常老化による脳の生理的萎縮を考慮しながら
ADによる脳萎縮を定量評価できる可能性が示された．
本研究では，対象症例群を 60 代，70 代，80 代とし

たが，方法で示したように，年代別の年齢のばらつき，
特に 80 代の AD の年齢層が低い傾向にある．しか
し，これらの影響は本実験の結果に対しては，80 代の
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Table 2 AUC values of ROC analysis for the classification between normal cases
and AD cases in age groups

Nor. 60 vs AD 60 Nor. 70 vs AD 70 Nor. 80 vs AD 80
PC2 0.724 0.648 0.642
PC5 0.785 0.718 0.608
PC2 and PC5 0.827 0.738 0.702
PC1-PC5 0.911 0.874 0.824

Fig. 4 Eigenimages formed by (a) 2nd and (b) 5th eigenvector, respectively.

a b



ADの年齢層が低い傾向にあるにもかかわらず，80 代
の正常とADの分類性能は高いので，本研究から得ら
れる結果への影響は少ないと考える．

4．結 語
各年代の正常脳を主成分分析することによって，正

常老化による脳萎縮の推移を固有空間上で表現したモ
デルを提案した．形成された固有空間は，「空間的」か
つ「時間的」な脳萎縮の変化をモデル化したものとい
える．本手法を用いることで，正常老化による脳の生
理的萎縮を考慮しながら病気による脳萎縮を定量評価

することが可能になると考えられる．また，脳の特定
部位に関心領域を設定せず，主成分分析により画像を
次元縮約する手法であるから，多重検定補正を行うこ
となく脳萎縮パターンが分析できることが特長である．

本研究の一部は，JSPS 科研費基盤研究 C(課題番号
17K09067)，科学研究費新学術領域研究(課題番号
26108005)にて行われた．

なお，本研究の要旨は第 45 回日本放射線技術学会
秋季大会(2017 年，広島)にて発表した．
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