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第１０章 数処理ならびに計算の障害 

 

 

 

 

１．まえがき 

 

大きさや長さの比較などの数処理や計算はごく日常的に行われているが、実は複雑な過

程である。計算には種々の認識機能が関連する（図１０－１）。まず、いかなる計算を行

うのかが認識されなければならない。計算には図に示すごとく複数の入力様相がある。そ

れぞれについての処理機構が必要である。次に演算処理機構により計算が遂行される。演

算記号を正しく認識し、所定の演算手続きを採用することが求められる。必要があれば九

九表などの数的知識を活用しなければならない。そのためには長期記憶 1 が保たれていな

ければならない。繰り上がり、繰り下がりのあるものでは作業記憶 2 も動員される。筆算

では位取りを誤らぬよう視空間知覚が正常でなければならない。また数概念（数の大小、

数の正負、分数、小数などの理解）を正しく理解するためには意味概念システムが機能す

る必要がある。計算結果は複数の様相を介して出力される。口頭で出力する場合には言語

表出能力が保たれている必要があり、筆算では書字能力を必要とする

脳の局所的病変に伴って一旦獲得された計算能力が障害された場合、これを「失算」と

呼ぶ。失算の存在は 19 世紀末にはバスチアンなどによっても知られていたが、その組織

的な研究は 1908 年レヴァンドスキイとシュタデルマンによりなされた報告が最初である。

また「失算（akalkulia）」の語を最初に用いたのは 1919 年ヘンシェンであるといわれる。  

図１０－１に示した認識機構のいずれが障害されても失算が生じる。その臨床像は多彩

である。失算、さらに数処理全般に関する研究は神経心理学では比較的研究の進展が遅れ

ている分野であり、これらの症状の標準的な分類法すら定まっていない。本書では数処理

障害および計算障害を以下のごとく分類する。  

 

 
1 第１１章参照。  
2 第２１章参照。  
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１）数詞、演算記号認識障害  

 ２）数詞、演算記号表出障害  

３）失演算  

４）数概念障害  

 

２．数詞、演算記号認識障害 

 

２．１ 数詞認識の障害  

 数を表わすことばを数詞という。数詞の読みは他の認識機能とは独立に障害される。純

粋失読で数詞の読みが保たれていた例、逆に失読症状がないにも拘わらずアラビア数字の

読みだけが障害された例、がいずれも報告されている。特に注目すべきは純粋失読で数詞

の読みが保たれている症例の存在である。第７章で述べたように、純粋失読は文字刺激が

左大脳半球言語野から離断されることにより生じる。従って、純粋失読の読字能力は右大

脳半球機能の表れである可能性がある。すなわち数詞は右大脳半球でも認識される可能性

がある。  

数詞にはアラビア数字、文字数詞（日本語では漢数字）、口頭数詞の３種がある（図１

０－１）。これらの数詞の認識はそれぞれ独立に障害されることが知られている。①アラ

ビア数字の読みが保たれていて文字数詞の読みが障害された症例、②逆にアラビア数字の

読みが障害され文字数詞の読みが保たれていた症例、③暗算（口頭数詞）では正答するが

筆算（アラビア数字）では誤る症例、などが報告されている。  
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エンとディーンの報告例 YM はアラビア数字の音読障害を示したが誤りは数字列の

左

．２ 数詞変換障害  

換が障害される場合がある。シポロッチとバターワースの報告例

は

頭数詞に変換することによって認識が成立する場合が

                                                       

デロシュとセロンは数詞認識に語彙処理と統辞処理を区別した。前者は個々の数字の処

理に関係し、後者は数字の順序の処理に関係する。マクロスキイらの症例 HY と JG は対

照的な認識障害を示した。HY は「54」を「56」と認識した。数字の桁は正しく認識して

いるが個々の数字の認識が障害されていた。これが語彙処理の障害である。一方 JG は「54」

を「504」と認識した。個々の数字は正しく認識されているが桁の認識が障害されている。

これが統辞処理の障害である。今示したように語彙障害と統辞障害は独立に出現する。  

かつてクライストはアラビア数字の失読を文字の失読の分類に対応させ、個々の数字の

読みが障害される数字失読と２桁以上の数列の失読である語性失読に分けた。この分類の

妥当性は数詞の語彙処理障害の研究からある程度裏付けられている。すなわち、数字レキ

シコンには「一桁レキシコン」、「１０レキシコン（11-19）」、「二桁レキシコン（21-99）」

「その他レキシコン」の４種があること、そして相互にかなり独立であることが明らかに

された 3。例えば、ドルチェとセロンの症例HYの誤りの 90%以上は同一レキシコン内での

誤り（29→49）であった。この事実は他の研究者によっても確認されている。クライスト

の数字失読は一桁レキシコンの障害、語性失読はそれ以外のレキシコンの障害に対応する。 

コー

側に多く出現した（916→416、364→614）。これはアラビア数字の認識には数字列の

視空間表象が重要な役割を果たしていることを示している  

 

２

数詞から他の数詞へ変

原因不明の神経変性疾患である。非流暢失語、書字障害を呈したほか、アラビア数字の

処理に大きな障害を示した。アラビア数字の読み、書字が障害され、さらに口頭数詞や文

字数詞のアラビア数字への変換がいずれも障害された。例えば７０万をアラビア数字で書

くよう口頭で指示されると「7,000,000」と書いた。しかし、暗算や数詞の復唱は正常に遂

行出来た。以上の事実はアラビア数字、文字数詞、口頭数詞にそれぞれに異なる処理機構

が存在することを示唆している。  

アラビア数字を直接認識出来ず口

 
3英語、フランス語、ドイツ語などでは「11-19」の数の数え方と「20 以上」の数の数え方

が異なる。１０レキシコンと二桁レキシコンが独立に存在することは数の数え方に関係し

ていると考えられる。10 以上の数の数え方は同じである日本語ではどのような数詞レキシ

コンがあるか興味深い。  
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あ

２．３．数詞認識障害と失算  

ストの分類を基礎に、アラビア数字認識障害に伴う失算患

者

る。筆者の自験例 NN は失語症例である。「４」を提示すると「いち、に、さん、し、

これは『４』です」と答えた。この事実は図７－１でアラビア数字から直接意味概念シス

テムへアクセスする事が出来ないため、アラビア数字→口頭数詞→意味概念システムの経

路を利用したと考えられる。これから類推すると数詞には３種の入力様相、３種の出力様

相があるので３×２＝６種の変換経路が存在する可能性がある。実際にどのような変換経

路があるのか今後の研究課題である。  

 

ヘンシェンは、上述のクライ

における数字失読と語性失読の頻度を検討した。エカンも同様の検討を行った。結果は

表１０－１に示すごとくであった。いずれの研究においても語性失読による失算が大部分

を占める。  

 

 

．４ 演算記号の認識障害  

意味が理解出来なければ当然計算は不能となる。このよう

２

 「＋、一」などの演算記号の

な演算記号の認識障害を示す症例は上述のレヴァンドスキイとシュタデルマンによって初

めて記載された。カラマザとマクロスキイの報告例では「７＋３」を「７×３」と誤解し

て「２１」と回答し、「５－４」を「５＋４」と誤解して「９」と回答した。この症例で

は数詞の認識や演算能力は保たれており、計算自体は（誤認された演算記号に基づいて）

正しく遂行された。エカンらは 183 例の失算症例中 15 例で演算記号認識の障害を見出し
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．数詞、演算記号表出障害 

．１ 数詞表出の障害  

行しえても結果を正しく表出しなければ、最終的な正答とはな

数字

に

セロンは数詞認識と同様に数詞表出にも語彙処理と統辞処

千（ thousand）と百

（

たが、全例で他の神経心理学的症状の合併を認めている。一方、フェロとボッテロは他の

神経心理学的症状を伴わない比較的純粋な演算記号認識障害例を報告した。彼らは、この

症状を演算記号という特定の記号体系に対する失読とみなしている。  

 

３

 

３

 計算そのものは正しく遂

らない。従って音声表出障害や失書による二次的な失算が出現する。この数詞表出障害は

各数詞独立に認められる。また、数詞認識の場合と同じく、数詞表出の各様相もそれぞれ

独立に障害される。既に 1926 年ベルガーは口頭では計算結果を正しく言えたが書字では

誤った（10×5 を口頭では「50」と言い「32」と書いた）症例を報告している。  

マクロスキイらのグループは数詞の表出障害について組織的研究を行い、アラビア

よる表出が特に障害された症例を見出している。症例 VO は「１１１」を「１００１１」

と書き、「１０４０」を「１０００４０」と書いた。いずれも桁処理の誤りである。シポ

ロッチらの症例 DM は数詞の認識に障害はなかったが「１９４５」を「１０００４５」と

書いた。他方ドロシュとセロンは失語患者の数詞表出では「４５９」を「４４９」と書く

誤りが多いことを見出した。  

 以上の事実から、ドロシュと

理を区別した。前者は個々の数字の処理に関係し、後者は数字の順序の処理に関係する。

この二つの処理は独立に障害される（図１０―２）。ベンソンとデンクラの報告例は「２

２５」を「２２１」と書いた。すなわち三つの数字の位置関係は正しく把握されているが

個々の数字の表出は誤っていた。語彙処理の選択的障害である。シポロッチらの報告例は

「２４２」の書取り課題で「２００４２」と書いた。マクロワの報告例は「９９０１」を

「９０９０１」と書いた。いずれも統辞処理の選択的障害である。  

数詞の統辞障害では、①６～９桁のアラビア数字のみの障害、

hundred）の混同、②桁の混同（図１０－２Ｂ）、③数字列に０が含まれている場合に

のみ生じる桁の混同（６０２→６００２）、などが報告されている。  
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（Ａ）    刺激      反応     

  

n    

 six  

  

ix 

and and seven  

 and twenty 

 

数詞認識と同じく数詞表出語彙レキシコンにも「一桁レキシコン」「１０レキシコン

（

．２ 数詞表出障害と失算  

ビア数詞の失書を個々の数字の失書である数字失書と二桁

以

はなく、失書を伴う失

算

なる数詞表出障害に伴う失算例が報告されている。ベンソンとデンクラ

は

       ５       seven 

         １７      thirtee

         ２９      forty-nine  

         ９０２     nine hundred

（Ｂ）    刺激      反応  

       ８０      eight 

         ４０６     forty-s

         ２０７     two thous

         ４１２     four thousand one hundred

図１０－２ 数詞表出における語彙障害（Ａ）と統辞障害（Ｂ）  

11-19）」「二桁レキシコン（21-99）」「その他レキシコン」の４種があり、相互にか

なり独立に障害される。ドルチェとセロンの症例 HY の誤りの 90%以上は同一レキシコン

内での誤り（29→49）であった。  

 

３

ヘンシェンとエカンは、アラ

上の数列の失書である語性失書に分け、数詞失書に伴う失算患者における数字失書と語

性失書の頻度を検討した。結果は表１０－２に示すごとくであった。語性失書が多いが、

失読に比べると混合型の割合が高くなっている点が注目される。  

エカンによれば、数の失読を伴う失算例では暗算、筆算の間に差

例では当然筆算の成績が悪い。課題別では除算の成績が特に悪く、次で乗算、減算、加

算の順となる。  

以上とはやや異

計算において口頭や書字で回答させると誤るが、多肢選択では正答を選べる症例を報告

した。アーセルらも回答を書いている間に別の数字を書いてしまう症例を報告し、反応制
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御系の障害による一種の「混入」 4であろうとしている。  

 

４．失演算 

 

４．１ 失演算の臨床像  

 数の認識や表出には障害が存在しないにもかかわらず計算が出来ない症状が失演算であ

る。加減乗除全ての演算が障害される場合が多いが、そのいずれかが独立に障害される、

あるいは障害されないことがあるだろうか。一般に加減乗除の中では加算が最も容易であ

る。従って、他の演算に比して加算の成績が良かったとしても、それだけでは加算が保た

れているとは結論出来ない。これまでの症例報告を纏めると表１０－２のごとくである。

４種の演算が種々の組み合わせで障害されている。全体としては、４種の演算は相互に独

立に障害される。各演算はそれぞれ独立の機構によって担われていると考えられる。  

 

表１０－２ 四則演算の選択的障害および選択的保存例  

                                                     乗算 減算 加算 除算  

減算障害 MAR(Dahaene qnd Cohen,1977)        ○  ×  ○  × 

減算保存   RG(Dagenbach and McClosky,1992)      ×    ○     ×    －  

          Lampl,et al.,1994                            ×  ○  ×    × 

          BB(Presenti,et al.,1994)                      ×   ○     ×  －  

     HAR(McNeil and Warrington,1994)       ×   ○     ×  －  

乗算障害 GC(Grafman,et al.,1989)           ×  ○      ○  －  

          SB,AB,HM,MD,SC,TM(McClosky,et al.,1991)   ×   ○     ○   －  

          BOO(Dahaene and Cohen,1997)               ×   ○     ○   －   

乗算保存 JG(Delazar and Benke,1997)                 ○   ×  ×  × 

除算障害   CB(Cipolotti and De Lacy Costello,1995)    ○      ○  ○  × 

加算障害 FS(van Harskamp and Cippilo,2000)      ○   ○  ×  －  

○ ：保存、×：障害、－：検査せず  

 

 
 

4 目的的行動遂行中に余計な行動が入り込む現象。  
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「８×３」と「３×８」は相互に逆の操作である。従って両者とも同じ程度に障害され

ると予想される。この予想を支持するデータが報告されているが、予想に反するデータも

報告されている。例えばミセリの報告例 CMI は「８×３」「  ８×６」の正答率は 40%程度

であったが「３×８」「３×６」の正答率は 100%であった。脳内では乗数と被乗数の操作

は相互に独立の機序に担われている可能性がある。  

失演算患者の中には正確な計算は出来ないが計算結果がおおよそどの位の値になるか概

算が可能な症例がいる。デヘーネらの報告例は「２＋２」の計算は出来なかったが「２＋

２＝９」の計算は誤りであると判断した。逆にレマーらの報告例は正しい計算が可能であ

るにも拘わらず概算が困難であった。「２＋３」の答えに近いのは４と９のいずれである

か判断出来なかった。  

 失演算患者に見られる合併症状についてはエカンらの研究がある。彼らは失演算 72 例

について検討し、失語は 62.5％、構成障害は 61％、一般知能障害は 50％、語性失読は 39％、

地誌的失見当は 37％、視野障害は 54％、運動麻痺は 33％、感覚障害は 33％、の症例に合

併していることを見出している。  

失演算はその機序によっていくつかの類型に分けられる。本書では  

１） 純粋失演算  

２） 健忘性失演算  

３） 作業記憶障害性失演算  

４） 空間性失演算  

５） 言語性失演算  

の５型に分類する。  

 

４．２ 純粋失演算  

数詞の認識、表出に障害はなく九九表などの数知識も保たれている。計算の基本的な手

続きが失われるために失算症状を呈する。狭義の失算といえよう 5 。ベンソンとワイヤー

はこの類型に該当する、すなわち比較的純粋な失演算と考えられる症例を報告している。

患者は乗算、除算において著しい障害を示し、その原因は繰り上がりの処理にあると考え

られた。ウェリントンも失語、失読、記憶障害、演算記号認識障害を伴わない失演算例を
 

5 ヘカンは失演算を「純粋失算」と呼んだが、以下に述べるように失演算は種々の機序に

よって出現し必ずしも「純粋」ではない。ここで述べる純粋失演算こそ純粋失算と呼ぶべ

きであるが、ヘカンの純粋失算と混同される可能性があるので純粋失演算とした。  
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 報告している。純粋失演算にみられる計算の誤りとしては以下が指摘されている。

１）ある演算を他の演算と取り違える。例えば、乗算の問題（２×３）を加算（２＋３

＝５）として処理する（演算記号の認識は障害されていない）。  

２）計算のかわりに計数を行う（１５＋６＝１６、４＋７＝８）。  

３）最後の数字の保統（５×４＝２４）。  

４）与えられた数を逆にして答とする（１３＋６＝３１）。  

５）計算に時間がかかる。一桁の加算で 10 秒以上要することもある（正常者では殆ど 1

秒以下）。  

６）強い保続。①問題が変化しても同じ計算を繰り返す、②問題にある数字を解答でも

繰り返す、③前の問題の解答を繰り返す、など。  

７）繰り上がり処理の障害（図１０－３Ａ）  

８）計算順序の障害（図１０－３Ｂ）  

９）減算で常に大きい数から小さい数を減ずる（図１０－３Ｃ）。  

 

（Ａ） ６０７                  （Ｂ）  ４５           （Ｃ）  ９２３   

   ＋４９５             ＋ ８         ―６４４  

   １００２            １２１３          ３２１  

 

（Ｄ）  ２４         （Ｅ） ３  ８  ２  

   × ３２            ＋７  ５  ６  

     ４８            １０   １３  ８    

     ７２  

図１０－３ 失演算患者の計算例  

 

４．３ 健忘性失算  

乗算を行う場合大抵は九九表を用いる。このように一桁の数字同士の和や積は知識（数

的知識）として記憶されており、必要に応じて利用される。この数的知識の想起障害に伴

う計算障害が報告されている。  

最初の報告例は 1980 年ウェリントンらによってなされた。患者は演算手続きの知識は

保たれていたが数的知識を想起することが出来なかった。カラマザとマクロスキイの報告
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例 DRC は数的知識が失われた結果計算時間が異常に長くなり、一桁の加算に１０秒以上

要した。彼は「６＋２」より「２＋６」に長時間を要した。まるで後者を「２＋１＋１＋

１＋１＋１＋１」と計算しているごとくであった。彼はまた「６×７」を「３０、６３、

５４、３６」などと答えた。誤りはいずれも６もしくは７の乗算に関係する数である。彼

の九九表に関する知識は完全に失われている訳ではないことを示している。ソコルらの報

告例は「９×３」の計算を「９＋９＋９」として正答した。この症例は乗算については正

しく理解している。しかし九九表を想起出来ないため乗算を加算に変えて正答を得た。マ

クロスキイらの症例 MW は「７×７」の九九表を想起出来ず、この問題を７×１０＝７０

→７×３＝２１→７０－２１＝４９として正解した。この患者では「ｂ＝ｃ－ｄなら、ａ

×ｂ＝（ａ×ｃ）―（ａ×ｄ）」の数式変換知識は保たれていた。以上の事実は演算に関

する知識と数的知識とは明らかに異なることを示している。  

 「０」に関する乗算の答えは全て「０」である。これも数的知識の一つである。「０」

に関する乗算障害は他の数の乗算障害とは独立に生じる。マクロスキイらの報告例 HM と

JB は「０」以外の数の乗算の誤りは数％であったが「０」に関する乗算は大きく障害され

ていた。逆に症例 CM は「０」に関する乗算の誤りは 0%、他の数字の乗算は 17%～29%

であった。興味深いのは「ｎ×０」と「０×ｎ」は互いに独立に障害されることである。マ

クロスキイらの報告例 JG は「０×ｎ」は正答出来なかった。「ｎ×０」の正答率は最初の

４試行では 0%であったが、それ以降の試行では 100%であった。「０」に関する乗算は「０」

が乗数であるか被乗数であるかによって別の機序により担われている。  

 

４．４ 作業記憶障害性失算  

第２１章で詳しく検討するが、何らかの課題遂行のため一時的に情報を保持する機構が

作業記憶である。暗算においては与えられた問題を一時的に正しく記憶出来ないと計算が

遂行出来ない。繰り上げ、繰り下げなどがある場合、中間の計算結果を一時的に保持する

必要がある。作業記憶に障害があれば当然計算障害が生じる。この類型の失算は問題を復

唱させると誤ることで確認出来る（２＋３を２×３と復唱する）。ペリは数に関する作業

記憶が特に障害されている症例を報告している。  
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４．５ 空間性失算  

 数の空間的配列認識の障害に起因する計算障害であり、筆算において出現する。演算の

障害でないことは暗算では障害がみられないことにより確認出来る。この類型の失算は

1930 年代クライスト、クラップらによって報告された。クラップは「構成失算」と呼んだ。

グルエルはこれを「失象徴性筆算障害」と呼び、以下のような症状をあげている。  

 １）縦の合計と横の合計を混同する。  

 ２）数の縦方向の配列において位を揃えることが出来なくなる。  

 ３）二桁以上の数の取り扱いが出来ない。３×８＝２４の計算で４を先に書いてしまい、

２をどこに書いてよいか分からない。  

 ４）乗算において図１０－３Ｄのように位取りを誤る。  

５）計算を左の桁から始める。  

６）それぞれの桁を図１０－３Ｅのように別々に計算する。  

７）縦方向ではなく横方向で計算する。図１０－３Ｅの問題を「３＋８＋２＝１３」  

と計算する。  

 この類型の失演算例は他の視空間障害を合併するものが多い。エカンらによれば、48 例

の空間性失算において、構成失行は 94％、地誌的失見当は 78％、眼球運動障害は 70％、

視空間無視は 69％、視空間知覚障害は 62％、視空間知覚障害による読字障害は 58％、－

般知能障害は 46％、着衣失行は 41％、半盲は 56％に認められた。  

 

４．６ 言語性失算  

計算は言語能力と密接に関係する。我々は掛け算九九を「ににがし、にさんがろく、・・・」

と言葉で覚える。言語の障害は当然計算障害の原因となる。一般に言語障害の影響は減算

より乗算で顕著である。  

失語と計算障害との関連については種々の研究が報告されている。バッソらによれば、

失算はブローカ失語（16 例）の 50%、ウェルニッケ失語（18 例）の 61％、失語のない左

大脳半球損傷例（16 例）の 13%％、右大脳半球損傷例（26 例）の 12%に認められた。デ

ァラザーらは左大脳半球損傷例 50 例について検討した。計算障害の程度は失語の重症度

に比例し、全失語で最も重度であり、健忘失語で最も軽度であった。加算の障害が最も軽

度であり乗算の障害が最も重度であった。ブローカ失語は、①アラビア数字の読みが特に

困難、②数の入出力処理において文法的誤りが多い、などの特徴を示した。  
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ロッセリとアルディらの研究でも失語の中では全失語の計算障害が最も重度である。ウ

ェルニッケ失語では空間的要因による計算障害が重度であった。ダーメンらも失語と計算

障害との関連について検討している。ウェルニッケ失語はブローカ失語、失語のない左大

脳半球損傷例、右大脳半球損傷例のいずれよりも空間的要因による計算障害が重度であっ

た。彼らはウェルニッケ失語の損傷部位すなわち左側頭・頭頂葉領野が計算の遂行に重要

な役割を果たしていることの証拠と考えた。ドルチェらによれば、ブローカ失語における

計算障害は文法障害に起因しウェルニッケ失語における計算障害は語彙処理及び経時的処

理の障害に起因する。すなわち失語における言語障害と計算障害は同一機序に基づいて生

じる。  

 

５．数概念障害 

   

５．１ まえがき  

 数概念には次の３種がある。  

 １）基数～一つ、二つと数えられる対象の量を表す概念。  

 ２）序数～「宝くじで一等当選」などのごとく対象の順序を表す概念。  

 ３）名義数～郵便番号、電話番号など特定の対象を表す概念。  

本章でこれまで取り扱ってきた数概念は主として基数である。これには言語的な数概念と

非言語的な数概念が区別される。生後間もない乳児や動物でも非言語的数概念を有してい

る。生後６ヶ月の乳児に６個あるいは８個の点がランダムに分布している図形を連続的に

提示すると次第に図形を見つめる時間（凝視時間）が減少する。すなわち慣れが生じる。

この時、点の数を 12 個あるいは 16 個に増やすと凝視時間が再び増大する。しかし点の数

を９個あるいは 18 個に増やしても凝視時間は変化しない。すなわち乳児は１：２の比は

弁別しうるが２：３の比は弁別出来ない。  

ハト、カラス、ラット、イルカ、サルなどを被験体とした研究において、これらの動物

が何らかの数概念を有することが明らかにされている。ラットに２音が連続的に提示され

る条件ではあるレバーを押し、８音が連続的に提示される条件では別のレバーを押す課題

を学習させる。学習成立後、連続的に２つあるいは８つの光刺激が提示される課題でも被

験体は音刺激の場合と同様の弁別反応を遂行可能である。ラットは刺激の感覚様相を超え

た抽象的な数概念の獲得が可能なことを示す実験結果である。カラスは二つの図形に書か
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れた３以下の点の数が同じかどうかを判断することが可能である。  

言語の獲得によりヒトの数概念は系統発生的にも個体発生的にも飛躍的に拡大する。し

かし、言語と数概念とは完全には一致しない。数詞が存在しないか極めて小数の数詞しか

ない言語も存在する。たとえば南アフリカのピラハ族は「僅かの数（だいたい１）」、「よ

り多くの数（だいたい２）」、「多数」の３種の数詞（一つ、二つ、たくさん）しか有し

ない。３以上の量は非言語的手段によっておおまかに表現する。この場合でも加算や減算

の概算は可能である。数概念は言語から独立して存在する。おおよその計算も言語とは独

立に可能である。しかしながら数概念の厳密な操作が言語に依存することは言うまでもな

い。非言語的数概念は著しくあいまいで不正確である。  

基数は一般に不連続（ディジタル）的概念と考えられている。しかしそれは連続（アナ

ログ）的な側面も有する。例えば２数の大きさを判断するのに要する時間は数直線上２数

が離れている（４と８）場合より近い場合（７と８）の方が速い。この事実は基数処理が

アナログ的な表象を基礎にして成立していることを意味する。ピリシェンは基数の大きさ

の判断には、①視覚的な並列処理、②個々の対象を数え上げる逐次処理、の二つがあるこ

とを示唆している。前者はアナログ的処理に対応する。４以下の数に対してはアナログ的

処理がなされていると考えられる。アナログ的ということは具体的ということをも意味す

る。一般に数概念は抽象概念の典型と見なされているが、実際にはかなり具体的な概念と

して処理されている。例えば脳損傷に伴う数概念処理障害は具体的場面では軽減する。数

詞の理解は数詞の単独提示より文章中の語として提示された方が良好である。  

序数概念は動物にも存在し、いくつかの項目の順序を覚え同じ順序で再生する課題の学

習が可能である。サルでは７項目までの順序を記憶することが出来る。さらに当初７項目

で実験し、後にその中からランダムに５項目を選び出してその順序を弁別する課題も学習

することが可能である。  

  

５．２ 脳損傷に伴う数概念の障害  

 １）基数概念の障害～シポロッチらの報告例CGは左中大脳動脈梗塞に伴いゲルストマン

症候群 6 を呈し、特に失算は重篤であった。４以下の数の処理には障害はなかったが、５

以上の数の処理は不可能であった。５と６のいずれが大きいかも判断出来ず、一週間が何

日かも分からなかった。一般知能障害、失語、失読、上記以外の失認症状は認められなか

 
6 第９章参照。  
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った。量や長さの認識も問題なかった。CGでは５以上の基数概念の処理のみが他の認識機

能とは独立に障害された。このような基数概念の選択的障害は他の研究者によっても報告

されている。  

基数概念の処理障害を示す症例の多くはいずれの数詞入力様相でも障害が認められるが、

特定様相からの入力にのみ基数概念処理障害を示した症例も報告されている。ウェリント

ンの報告例 STH は口頭数詞の大小判断や数的判断（ヒトの平均身長はどの位か）に軽度

の障害を示した。しかしアラビア数字の大小判断は保たれていた。シポロッチらの報告例

BAL はアラビア数字の音読、数的判断（42 の次の数字はいくつか）、筆算に中程度の障

害を示した（正答率 50%前後）。しかし口頭数詞で問題が提示されると多くの課題で正答

した。  

第９章で述べた無視症候群に対応する数概念処理の障害が報告されている。数の二等分

課題の障害である。ゾルジらの報告した視空間半側無視の症例は 11 と 19 の中間の数字を

17 と答えた。数概念は数直線のような視空間表象として保持されており、その左側無視は

数直線における左側の数（すなわち小さい数）の認識障害となると解釈された。  

２）序数概念の障害～特定の基準に基づいて事象の順序を判断する課題が脳損傷に伴っ

て障害される。時間的順序の判断は前頭葉外側部の損傷によって障害される。サルの前頭

葉外側部損傷でも時間順序の判断が障害される。  

３）基数障害と序数障害との関連～基数障害と序数障害との関連を検討した研究は乏し

く、両者の関連の詳細は不明である。ゲルストマン症候群の患者は基数、序数ともに障害

される場合が多い。後述のごとく、前頭葉には基数と序数を共に特異的に符合化するニュ

ーロンが存在する。他方、誘発電位を指標とした研究では、基数に対応する成分と序数に

対応する成分は異なる時間経過を示す。基数処理と序数処理の神経機構が同じか否かは不

明である。  

 

５．３ 基数概念障害と計算障害  

基数概念に障害があれば与えられた計算問題を解くためにどのような演算手続きを適用

すべきか判断出来ないので当然計算障害が生じると予想される。基数概念の基礎は数え上

げである。二つの量、Ａ、Ｂのいずれが大であるかを判断する最も原始的な方法はそれぞ

れを数えて結果を比較することである。ＡとＢとを加算する最も原始的方法は両者を連続

して数えることである。このように四則演算の中では加算が最も基数概念と関連が深いと
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考えられ、従って、基数概念が保たれていれば加算は障害されない（少なくても障害され

にくい）と考えられる。この仮説は数処理に関する専門研究者達によって広く支持されて

いる（デヘーネ、シポロッチ、マクロスキイ、など）。この仮説に従えば基数概念障害が

ない失算では加算以外の計算がまず障害されるはずであり、加算が障害されて他の計算が

保たれることはないと予想される。しかし表１０－２に示すように加算が障害され他の計

算が保たれている症例が報告されている 7 。また、基数概念の障害さらには一般的な意味

や概念の理解が障害されていても計算が可能であった症例が報告されている。基数概念障

害と計算障害との関連は今後の研究課題である。

 

６．発達性失算 

 

６．１ 概念、疫学  

 アメリカ精神医学会の「精神疾患診断統計マニュアル第 IV 版（DSM-IV）」によれば、

発達性失算（DC）は「算数における学習障害である。その診断は計算能力が年齢、知能、

教育水準から期待される水準より明らかに低い場合になされる」と定義される。操作的に

は年齢より２学年以上計算能力が低下している場合、発達性失算と診断される。  

 一般児童における DC の頻度は 3～6%と推定されている。発達性読字障害とほぼ同頻度

とされている。  

 

６．２ 臨床像  

 小学校入学時、DC の児童は物品の計数に障害を示す。次いで加算や乗算の九九表の記

銘や単純な計算で障害を示すようになる。小学校３～４年の段階で重度の計算障害の存在

が明らかになることが多い。九九表を記銘することが出来ないため乗算、除算が遂行出来

ない。年少児と異なり、中学年の児童は加算を計数で代行し、あるいは乗算を加算で代行

する事により正答に至る場合がある。稀な例として、九九表を記憶していながらその使い

方が理解出来ない DC 例が報告されている。このような計算障害があっても金銭の使用な

どの日常的な数処理は保たれていることが多い。中学校入学後も計算障害は持続すること

が多い。  

 DC は他の神経症状や学習障害を合併する場合が多い。てんかん、視知覚障害を主とす

 
7 ただしこの症例で数概念が保たれていたかどうかは確認されていない。  
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る認識障害、発達性読字障害、などの合併が認められる。  

 

６．３ 病因  

 DC の病因については、①脳病理説、②教育などの環境要因説、③数的処理が十分遂行

出来ないことへの不安説、がある。双生児研究によれば、DC 出現の一致率は一卵性双生

児で 58%、二卵性双生児で 39%であり、DC に遺伝的要因が関与していることが示されて

いる。  

 

６．４ 機序  

 DC の機序については、数処理特異的な認識障害と考える立場とより一般的な認識障害

と考える立場がある。前者には①数字位取り処理障害説、②数字意味処理障害説、③数概

念形成障害説、などがある。後者には、①視空間処理障害説、②作業記憶障害説、などが

る。  

発達性ゲルストマン症候群の一部として失算が認められる場合は、ゲルストマン症候群

一般の発症機序によって失算が生じることになる。前述のごとく、キンスボーンとウェリ

ントンは発達性ゲルストマン症候群の諸症状の背景には共通する認識機能の障害があり、

それは「全体をそれを構成する部分に分け、さらに各部分を順序づけることの障害」であ

ると考察している。  

 

７．数処理、計算の解剖学 

 

７．１ 数詞認識の解剖学  

ローらは開頭手術時に大脳皮質を電気刺激し、数字の読みへの影響を検討した。結果は

図１０－４に示すごとくであった。アルファベットに比してアラビア数字の読みがより強

く障害された刺激領野は①左下側頭回後方（３７野）、②左縁上回（４０野）、③ブロー

カ野（４５野）であった。特にアラビア数字の読みと関連が深かった領野は左縁上回前方

であった。この領野の刺激ではアラビア数字の読みの障害が必ず出現した。  

 

７．２ 数処理および計算の解剖学  

７．２．１ 計算障害の大脳半球差  
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 ヘンシェンは失算が左大脳半球損傷で生じることを明らかにした。エカンらは失算 183

例について検討した。左大脳半球損傷では、失象徴性失算（失読や失書に起因する失算）

は 26％、失演算は 22％、空間性失算は 2％に出現、右大脳半球損傷ではそれぞれ 1％、7％、

23％、両大脳半球損傷では 24％、36％、17％に出現した。失象徴性失算では左もしくは

両大脳半球損傷例が大部分で右大脳半球損傷例は殆ど見られなかった。失演算でも同様の

傾向が見られるが、右大脳半球損傷例の割合がやや高くなっていた。空間性失算はいずれ

の大脳半球の損傷でも生じるが、右大脳半球損傷例がやや多かった。  

 

 

図１０－４ 電気刺激によりアラビア数字、アルファベットの読みを障害する  

大脳領野  

 

コリノンによれば、暗算の障害は左大脳半球損傷例で 33％、右大脳半球損傷例で 45％、

筆算の障害はそれぞれ 60％、55％に認められた。  

アルディラとロッシは 21 例の右大脳半球損傷例の計算障害について検討し、①暗算よ

り筆算が困難である、②入出力処理において空間的誤りが生じる、などを明らかにした。  

狭義の計算能力は左大脳半球に依存するが、計算の過程において空間処理が関与する場

合においては右大脳半球も左大脳半球と同等の役割を果たしている、と結論出来よう 8。  

                                                        
8 ただし次の見解もある。ダーメンらはウェルニッケ失語、ブローカ失語、右大脳半球
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７．２．２ 失算の責任病巣  

上述のごとく、失算は種々の機序によって生じてくる。従って、その損傷領野も様々で

ある。グラフマンらは損傷領野別の計算障害の程度を図１０－５のごとく報告している。

量的誤り、質的誤りいずれにおいても左大脳半球、特にその後方損傷例で計算障害は重度

である。ロッセリとアルディらの研究でも前頭葉損傷例の成績は後方損傷例より良好であ

った。  

 

図１０－５ 脳局所性病変に伴う計算障害  

Ａ：量的誤り（誤答）  

   Ｂ：質的誤り（数字の配置障害、大きさの誤り、形の歪み、脱落、回転など）  

ＬＰ：左大脳半球方損傷、ＬＡ：左大脳半球前方損傷  

 ＲＰ：右大脳半球前方損傷、ＲＡ：右大脳半球前方損傷、ＮＣ：健常統制群  

 

グルーエルは脳各領野の損傷で生じる失算の特徴を次のように述べている。  

１）後頭葉損傷～数字の空間処理障害に基づく計算障害が認められる。  

２）側頭葉損傷～言語情報から数への変換の障害に基づく計算障害が認められる。  

                                                                                                                                                                                  

後方損傷例の計算能力を比較し、ウェルニッケ失語では数の理解に空間処理を必要とする

課題でブローカ失語より成績が劣ることを明らかにした。この結果から彼らは計算に関係

する空間処理は右大脳半球にのみ存するのではなく、両大脳半球後方領域の共同によって

営まれているのであろうと述べている。  
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３）前頭葉損傷～具体的概念のレベルでの数は処理しうるが抽象的レベルでは処理出来

ない。従って、加算、減算は保たれるが乗算、除算は障害される。  

４）頭頂葉損傷～構成行為の障害による失算、随意的計算と自動的計算の解離、などの

障害が認められる。  

また、ルリアによれば、  

１）頭頂後頭葉損傷～失演算および複雑な文法処理障害に起因する失算。  

 ２）側頭葉損傷一記憶障害、言語障害に起因する失算。  

 ３）前頭葉損傷一衝動的行動傾向に起因する失算。  

がそれぞれ認められる。  

エカンらは、頭頂葉損傷例 79 例、側頭葉損傷例 57 例、後頭葉損傷例 8 例を対象に失算

の頻度について検討した。数詞の失読は頭頂葉損傷例 27％、側頭葉損傷例 15％、後頭葉

損傷例 8％という結果であつた。失演算の頻度は、頭頂葉隕傷例 53％、側頭葉損傷例 40％、

後頭葉損傷例 25％という結果であった。  

純粋失演算例の損傷部位としては、①外傷例で左頭頂葉損傷、②脳梗塞例で左後頭葉領

野から一部頭頂葉にかかる病変、③左頭頂後頭領野後方の脳内血腫例、などの報告がある。  

皮質下損傷に伴う失算例も報告されている。①左尾状核、被殻、脳室近傍まで達する内

包前脚の病変に伴う失算、②左レンズ核周辺領域損傷に伴う失算、③左尾状核頭、被穀の

前部、内包前脚の損傷に伴う失算、が報告されている。特に③の症例は純粋失演算を呈し

た点で注目される。これに関連して、オージェマンらによる視床電気刺激の計算への影響

を検討した研究が報告されている。左視床刺激では数の逆唱の速度が速くなり計算の誤り

が増大した。右視床刺激では数唱の速度が遅くなり計算の誤りが増大した。皮質下の諸核

も数処理、計算になんらの役割を果たしている可能性がある。  

発達性失算の病変部位については報告が極めて少なく詳細は不明である。左頭頂間溝灰

白質の容積が低下しているとの報告もある。  

 

７．２．３ 数処理、計算の機能画像解析  

 fMRI の結果では以下の報告がある。  

１）暗算時～左前頭葉背外側部活動性増大。  

２）暗算時～左前頭葉、左後頭頂葉、両側運動／運動前野活動性増大。  

３）数呼称＜数大小比較＜乗算＜除算と次第に脳活動性は増大する。活動性増大を示す
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領野は頭頂・後頭葉領野および帯状回である。数大小比較では右頭頂葉および前頭葉活動

性が増大し、乗算では左前頭葉の活動性が増大する。  

４）乗算では４４野（左が右より大）、前頭葉背外側（左が右より大）、舌状回、紡錘

状回の活動性が増大する。数大小比較では両側頭頂葉の活動性が増大する。  

 デハーネらは数処理、計算に関する機能画像解析研究の文献的検討を行い、数処理、計

算には両側頭頂間溝領域（HISP、図１０－６）が重要な役割を果たしていると主張する。

その根拠として、①頭頂葉に関連する動作、眼球運動、注意、音韻弁別などの課題と比較

すると計算遂行時にのみ HISP 底部が活性化される、②単純な数字認識課題でも両側の

HISP が活性化される、③HISP はいずれの数詞入力様相でも活性化される、④数字の大小

比較課題において数字間の差が大きい程 HISP の活性化は大きい、⑤刺激の数の判断課題

で両側特に右の HISP が活性化される、⑥左 HISP の電気刺激は減算を妨害する、⑦数処

理、計算課題遂行時に角回も同じく活性化されるがその活動は言語により関係が深い、な

どの事実を指摘している。  

 

 

図１０－６ 数処理、計算に関連する脳領域  

頭頂間溝（HIPS）が中心的役割を演じる。  

 

７．３ 数概念の解剖学  

１）基数～サルの前頭葉、頭頂葉には特定の基数に反応するニューロンが存在する。実

験手続きは以下のごとくである。まず数個の小点（見本刺激）を提示する。一定の遅延時

間後同じく数個の小点（比較刺激）を提示してサルに異同を判断させる。図１０－７右は

前頭葉のニューロン活動、左は頭頂葉のニューロン活動の例である。いずれのニューロン

も見本刺激提示時（緑色の区間）で活動性増大を示すが、小点の数（１～５の数字）に対
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応してスパイク数が変化する。数量特異的なニューロンの割合は前頭葉で最大（31%）で

あり、次いで頭頂間溝底（17%）が多い。後頭頂葉や下側頭葉前方にも多少見出される。  

 

図１０－７ サルにおける基数対応ニューロンの活動  

 

       

 図１０－８ ヒトにおける基数処理時の fMRI 所見  

両側の頭頂間溝で活動性増大が認められる  
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ヒトでも基数処理に対応して頭頂間溝の脳活動性が増大する。被験者に特定量（例えば

16）に対応する視覚刺激を連続的に表示する。ある脳領野に基数特異的に反応するニュー

ロンが存在する場合、16 の連続提示は慣れを生じさせその領野の活動性は低下するであろ

う。他の基数に対応するニューロンでは慣れは生じないので活動性は変化しないであろう。

この実験手続きを用い fMRI 反応の慣れを手掛かりに基数対応脳領野を検討すると図１０

－８の結果が得られた。この結果は両側の頭頂間溝が基数処理関連領野であることを示し

ている。  

基数が表す量には対象の数、大きさ、重さなど様々な種類がある。量の種類によって処

理に関与する脳の領野が異なるであろうか。ピネルらは数字の数、大きさ、明るさなどを

変化させて提示し、活動性が増大する領野が異なるかどうかを検討した。いずれの条件で

も頭頂間溝の活動性が増大した。数では両側頭頂間溝前方、大きさでは頭頂間溝後方、明

るさではより後方の頭頂間溝の活動性が増大した。  

 ２）序数～前述のごとく、序数処理は前頭葉損傷者で障害される。この知見に対応して、

サルの前頭葉で時間的順序を符合化するニューロンが見出されている。二倉らは、サルを

被験体として、３個の視覚刺激に合わせてサルが３種の運動を連続的に行う課題を訓練し

た。前頭葉腹外側部のニューロンは各視覚刺激に特異的な活動を示した。背外側部のニュ

ーロンは刺激の種類に無関係に提示順序に特異的な活動性増大を示した。その一部のニュ

ーロンは特定の刺激が特定の順序で提示される条件で活動性が増大した。その他、前頭眼

野、尾状核、帯状回、補足運動野、第一次運動野、側頭葉内側にも刺激の順序を符合化す

るニューロンが存在することが報告されている。  

 ヒトでも、 fMRI を指標とした研究で、語の提示順序判断時には前頭葉および頭頂葉領

野の活動性が増大することが明かにされている。運動順序の制御では前頭・頭頂葉領野、

大脳基底核、小脳の活動性が増大する。  

 

７．４ 数処理、計算の解剖学モデル  

本章第１節でも述べたように、数処理、計算は複雑な認識であり、多くの脳領野が関与

している。デヘーネらは数処理、計算に関する動物実験、臨床研究、画像解析研究につい

て詳細な文献研究を行い、図１０－９に示す数処理、計算の解剖学モデルを提案している。

彼らは特に頭頂間溝周辺領野（図１０－６）の役割を重視している。  
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図１０－９ デヘーネらによる数処理、計算の解剖学的モデル  

損傷１：数字失読と乗算障害。数大小比較と減算は保たれる。  

損傷２：数字の音読障害。四則演算は保たれる。  

損傷３、４：乗算障害。数字の読みや減算は保たれる。  

損傷５：口頭による計算結果の表出障害。筆算は保たれる。  

AG：角回、FuG：紡錘状回、HIPS：頭頂間溝水平肢、IFG：下前頭回  
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