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第Ⅱ部  神経心理学的症状 
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第６章  失語ならびに関連症状 

 

 

 

 

１．失語の定義 

 

 「失語」という言葉は日常でも用いられる。「余りに衝撃的なことを言われて失語症に

なった」などという。言葉が出なくなった状態が失語と表現されている。すなわち一般に

は言葉が話せなくなった状態が失語と考えられている。これは間違いではない。確かに失

語では言葉が出なくなる。しかし完全に正解でもない。第一に言葉が出なくなっただけで

は失語とはいえない。第二に言葉が出なくなった状態だけが失語ではない。神経心理学で

は失語を「脳の特定部位の病変による言語（口頭言語と書字言語）の表出および認識の障

害」と定義する。すなわち失語は以下の諸点によって特徴づけられる。  

 １）失語は言語の障害である。言語とは何かを厳密に定義することは著者の能力を越え

る。ここでは取りあえず「ヒトの心身の状況を表現、伝達するための音声を基本とする記

号体系」と定義する。従って、そこには口頭言語、書字言語、さらには手話や点字も含ま

れる。一般に失語というと口頭言語だけの障害と考えられがちであるが、大部分の失語で

は口頭言語だけでなく、書字言語も障害される。さらに手話や点字の使用も障害される。  

 ２）失語では言語の表出、認識の両方が同時に障害されることが多い。つまり話したり

書いたりすることと同時に、聞いたり読んだりすることも障害される。ただし、両者の障

害の程度は常に同じではなく、症例によっては表出が強く障害されたり、逆に認識が強く

障害されたりする。  

３）失語は脳の特定部位の病変によって直接的に生じる言語の障害である。従って、脳

の病変以外の原因によって生じた言語障害は失語ではない。舌、喉、顔の筋肉の運動麻痺

によって生じた言語障害は（これらの運動麻痺が脳病変に起因するものであったとしても）

失語ではない。聴力の障害による言語認識の障害は失語ではない。さらに意識水準の低下

や一般知能の障害による言語の表出や認識の障害も失語ではない。逆に言えば、言語の表

出に必要な筋肉の運動麻痺や言語認識の前提となる聴力の障害もなく、意識や一般知能が
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正常 1であるにもかかわらず、言語表出や言語認識が障害されている状態が失語である。  

  

２．失語の症状 

 

 図６－１に示すごとく、言語処理は三段階に分節化されている。言語の表出、すなわち

記号化処理の場合、第一の分節は統語・文法レベルでの処理であり、いくつかの形態素（語）

を選択し、順序よく配置することによって統語構造を生成する過程である。第二分節の処

理は語彙・意味レベルでの処理であり、いくつかの音素を組み合わせて語を形成する過程

である。第三の分節は音韻レベルでの処理であり、音素を形成する音声表徴を選択し結合

する処理である。  

言語の認識、すなわち解読処理はこの逆の過程である。失語では各分節において障害が

認められる。それぞれについて検討していこう。  

 
図６－１ 言語の三分節構造  

 

 

 

                                                        
1 失語で一般知能が正常かどうかは古くから様々な議論がある。厳密に言えば、言語障害

を説明するに足る一般知能障害は存在しないということである。  
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２．１ 音声表出の障害  

２．１．１ まえがき  

音声学的には、発話運動によって生成されたオトを音声と呼び、音声の区分しうる 小

の単位を単音とよぶ。すなわち単音は現象である。これに対し、ある言語体系の音声構造

の観察ならびに考察によって解釈的に抽象される 小の単位は音素と呼ばれる。例えば、

日本語の「ハナ」は二つの単音「ハ」と「ナ」に分かれ、それぞれ /ha/、/na/と表記される。

/ha/は音声学的には二つの音素 [h]と [a]より構成されていると解釈され、このように表記さ

れる。  
 ヒトにおける音声の産出は，肺から流出する空気が声帯を振動させる「発声」と、この

空気の振動を変化させてこれを言語音とする「構音」 2 の二つの過程よりなる。この音声

産出に関係する器官を音声器官とよび、肺、気管支、気管、気道、喉頭、咽頭、口、鼻お

よびそれらの付属器官が含まれる。これらの諸器官は音声の通り道という意味で声道と呼

ばれる。

 音素は「母音」と「子音」に分かれる。音声学的には口および咽頭の構音点の閉鎖ある

いは狭めによって生じる音素が子音、それ以外が母音と定義される。母音は音声現象とし

て比較的定常で、聞こえの上でも目立ち、従って単独で発話されてもその特性をよく把握

することが出来る。子音は音声現象として不安定であり、単独ではそれと認識されること

は少ない。母音は基本的には舌がどの様な位置をとって構音されるかによって分類される

が、口の丸めの程度、咽頭の広がり、鼻音性なども母音の構音に重要な影響を及ぼす。  

 一方子音は、  

 １）有声性～有声音（発声時声帯が振動する）、無声音（発声時声帯が振動しない）  

 ２）構音法～閉鎖音（声道の一部が閉鎖）、摩擦音（声道の閉鎖が完全でなく隙間を呼

気が通過する）、破擦音（閉鎖音に続いて摩擦音が生じる）、鼻音（呼気が鼻腔に

流れ込むことによる）、など  

 ３）構音点～歯音、歯茎音、両唇音、軟口蓋音、口蓋垂音、など  

によって特徴づけられる。[p]は、①声帯が振動しないので有声音、②唇が閉ざされるので

閉鎖音、③上下の唇が構音に関係するので両唇音と分類される。これらの特徴を特定の子

音を他の子音から区別する特徴という意味で「弁別素性」という。例えば [p]と [b]は両方

 
2 音声学では「調音」と呼ぶ。  
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とも構音法が閉鎖音であり構音点が両唇音である点は共通であるが、前者は無声音であり

後者は有声音である点で違いがある。また、 [p]と [ｇ ]はいずれも閉鎖音であるが、声帯振

動については前者が無声音で後者が有声音、構音点については前者が両唇音で後者が軟口

蓋音である点において違いがみられる。すなわち、弁別素性を用いることにより，子音間

の構音上の類似（あるいは差違）の程度を一義的に表現することが可能となる。  

 

２．１．２ 音声学的障害  

 音声の表出には音声器官の多数の筋が関与する。各筋が時間的・空間的に統制のとれた

活動をすることによって音声が表出される。音声器官の活動の障害によって音素の物理的

構造に変化が生じた場合、音声学的障害という。現象的には「音声の歪み」すなわちそれ

ぞれの言語体系に存在しない音となり、聞き手はどんな音素が表出されたのか知覚出来な

い。音声学的障害は通常音声器官の筋肉の麻痺によって生じ「麻痺性構音障害」とよばれ

る。1940 年頃フランスのＴ・アラジョアニンらは失語でも音声学的障害が存在することを

明らかにし「音声学的解体症候群」と名付けた。音声学的障害には、①語の 初の音で生

じやすい、②母音より子音で生じやすい、③全ての子音が同じように障害されるのではな

く、特定の子音で特に著しい障害が認められる、などの特徴がある。  

唇、歯、咽頭などが開いてから声帯が振動するまでの時間を「voice onset time(VOT)、

声帯振動開始時間、声立て時間」という。VOT は子音弁別の重要な手がかりとなる。失語

では VOT に変化があることが知られている。健常者では有声音の VOT より無声音の VOT

が長いが、失語では両者の値の中間に多くの音の VOT が分布する。結果として有声音と

無声音の差が失われる。  
  

２．１．３ 音韻学的障害  

 音韻学的障害とは、表出される音素は日本語に存在する音素であるが、本来表出すべき

音素とは別の音素になる誤りである。次の種類がある。  

 １）置換～ある音が別の音に置き換えられてしまう（タマゴ→タナゴ）  

 ２）脱落～語の一部の音が脱落する（タマゴ→タゴ）  

 ３）添加～本来ない音がつけ加わる（タマゴ→タママゴ）  

 ４）転置～語内の音の順序が入れ替わる（オサカナ→オカサナ）  
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誤りの出現頻度は置換が も多い（図６－２）。置換の誤りを「音韻性錯語」もしくは「字

性錯語」という。音韻性錯語が頻発すると、聞き手は患者の発話を認識することが非常に

困難になり、あたかも外国語のように感じられる。これを「音韻性ジャルゴン」という。  

置換の誤りには次ぎの特徴がある。  

１）語中の一つの音素が置換される誤りが多い。  

２）構音点の誤りが も多く、次いで有声性、構音法の順となる（図６－３）。  

３）弁別素性差の小さい音素への置換、すなわち本来表出すべき音と似た音が表出され

る誤りが多い（図６－４）。  
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図６－２ 失語における音韻学的表出障害の種類と頻度（％）  
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図６－３ 弁別素性と音韻学的表出障害の誤り（％）との関連  
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図６－４ 弁別素性差数の違いによる置換の頻度（％）  

 

音声学的障害と音韻学的障害の 大の違いは誤りの一貫性にある。音声学的障害を示す

患者では、誤る音素は常に誤る。音韻学的障害を示す患者では同じ音素を誤る場合もある

し、正しく構音する場合もある。この事実は、音韻学的障害は構音運動表象を失っている

のではなく、それに正しくアクセスすることが出来ないために生じており、音声学的障害

は構音運動表象が失われたために生じていることを示唆する。  

 

２．２ 音声認識の障害  

２．２．１ まえがき  

物理的にヒトの音声は次の特徴を有する。母音はそれぞれに特徴的な口腔形状で構音さ

れるため、単独で発話される場合には固有の基本周波数、長さおよび強さを持つ。従って、

母音認識においては特定周波数帯域の時間的変化、すなわちフォルマントが重要な役割を

はたす。図６－５ａ）で、黒い帯状の部分がフォルマントである。周波数の低い順に第一

フォルマント、第二フォルマント、・・・、という。日本語には第四フォルマント以上ま

で存在するが、母音の弁別には第三フォルマントまでで十分である。フォルマントの周波

数は個人差もあり、母音相互間に重なりも存在するため、母音認識では個々のフォルマン

ト周波数の認識ではなく、それらのフォルマント周波数の組み合わせを認識することが必

要である。  
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ａ）スペクトログラム  

 

ｂ）  スペクトログラムの模式図  

 

図６－５ ヒト音声のスペクトログラム  
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子音は単独で発話されることはなく、母音と共に発話される。従って、どの母音と組み

合わされて発話されるか、語頭、語中、語尾のいずれの位置で発話されるかによって、そ

の物理的特性は変化する。子音は、スペクトログラムで、定常部、破裂部、および変移部

分よって特徴づけられる（図６－２ｂ）。定常部は全周波数帯域にわたり音響エネルギー

の分布がみられない「空白」部分であり、この部分は、構音的には、実効的に空気の流れ

が閉鎖されていることを示す。破裂部は文字通り声道の急激な解放による気流の流出を意

味し、スペクトログラム上では特定の周波数帯域に音響エネルギーが集中的に分布してい

る。変移部分は、母音が隣接する場合には、母音のフォルマントに各子音の特徴的な影響

が表れる箇所であり、子音構音における発話器官の形状変化の反映である。  

ヒトにおける音韻認識には次ぎの過程が関与している。  

１）音響学レベルでの刺激の物理的特性の弁別  

 ２）音声学レベルでの刺激の音声としての物理的構造の弁別  

 ３）音韻学レベルでの刺激の弁別  

  ４）音韻学レベルでの刺激の同定  

第一の過程は刺激の強度、周波数、などの特性の知覚である。第二は上述した VOT や

スペクトグラム構造の知覚である。第三は有声性、構音点、構音法の知覚である。第四は

音声刺激が「日本語のどの音であるか」を同定／認識する過程である。第一および第二の

レベル、すなわち音声の物理的特性の知覚障害を音声学的障害、第三および第四のレベル、

すなわち音声の音韻学的特性の認識障害を音韻学的障害という。  

 

２．２．２ 音声学的障害  

 失語はその定義により粗大な聴覚障害が存在しないこと、少なくても、失語症状を説明

しうるような聴覚障害は存在しないことが診断の前提となる。すなわち上記の第一の過程

には障害はない（あれば失語とは診断されない）。一方、第二の過程には障害が認められ

る。音声は基本的に音刺激である。音刺激の物理的特性の知覚に障害があれば結果として

音韻の認識も障害される。上述のごとく、音声刺激においては時間的要因が重要な役割を

果たす。例えば［d］と［t］の弁別は VOT を手がかりとしてなされ、構音点の弁別には

破裂部分の有無およびそれに続く変移部分の持続時間が重要な手がかりとなる。失語では

これらの時間的要因の知覚が障害されている。特に自然音声より合成音声の知覚で障害が
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著しい。ただしこのような時間的要因の知覚障害の程度と音韻認識の障害の程度とは必ず

しも対応しない。重度の時間的要因知覚障害があっても音韻認識障害は比較的軽度である

患者が報告されている。  

失語では上記時間的要因の知覚が障害されるのに対して、同じく刺激の物理的特性に依

存するアクセントやイントネーションの知覚は障害されないことが多い。従って、非常に

重度の失語でもアクセントやイントネーションに依存する文章の認識は保たれている。英

語では、主語と述語を入れ替え「はい、いいえ」で回答する疑問文では語尾を上げ、「what」

や「where」で始まる疑問文では語尾を下げる。失語患者の多くは疑問文の内容が認識出

来なくても、どちらの形の疑問文かは認識出来る。  
 

２．２．３ 音韻学的障害  

 上記音韻認識の４過程中、第三、第四の過程には失語で明らかな障害が認められる。音

韻の弁別、同定いずれの過程においても障害が認められるが、多くの症例では弁別より同

定において重度の障害が認められる。［d］と［ t］の弁別が可能であっても、どちらが［d］

でどちらが［ t］であるか同定出来ない失語患者がいる。すなわち、音素の弁別と同定とは

異なる過程である。有意味語、無意味語いずれにおいても障害が認められるが、一般には

後者でより障害が重度である。  

 音韻認識の誤りの性質は音韻表出の誤りの性質に類似する。すなわち、①母音より子音

で誤りが多い、②弁別素性差が小さいすなわち音韻学的に類似した音素と混同する誤りが

多い、③構音法に比して構音点および有声性の認識で誤りが生じやすい、④誤りは語の中

間の音素および 後の音素で生じやすい、などの特徴が認められる。特定の弁別素性で特

に重度の障害を示す症例が存在する。カプランとウトマンは有声性の認識障害が重度で、

他の弁別素性の認識は保たれていた症例を報告している。  

 全般的な言語認識の障害の程度と音韻認識障害の程度との相関は低い。言語認識障害が

重度であっても音韻認識障害が軽度である症例もおり、逆に言語認識障害が軽度であって

も音韻認識障害が重度である症例もある。また、音声表出障害の程度と音韻認識障害の程

度の相関も乏しい。これらの事実は音声表出過程と音韻認識過程は相互にある程度独立で

あることを示唆している。  
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２．３ 語・語彙の表出ならびに認識の障害  

２．３．１ まえがき  

 語・語彙の処理過程については様々の認知心理学的モデルが提出されている。いずれの

モデルにも共通するのは以下の諸点である（図６－６参照）。まず入力系と出力系が区別

される。入力系は語の認識に関係し、出力系は語の表出に関係する。次に入力系、出力系

とも処理する情報の種類（様相）により、①聴覚からの音韻情報、②視覚からの文字情報、

③視覚からの画像情報、が区別される。すなわち文字の処理系は音声の処理系とは独立し

ている。特定様相の入力レキシコンは対応する様相の出力レキシコンから区別される。こ

れらの様相特異的な入力レキシコンおよび出力レキシコンは語の意味情報が格納されてい

る概念意味システムに結合している。  

ソシュールはその記号論において「所記」と「能記」を区別した。所記は「海の意味、

海の概念、海のイメージ」など記号によって表現される対象である。能記は「海という言

葉、海という文字」すなわち所記を表現する記号である。各レキシコンには語の表出や認

識のために必要な情報すなわち能記が格納されている。文字入力レキシコンには読字に際

して活性化される文字表象が存在し、音韻入力レキシコンには発話の聴取に際して活性化

される語の音韻表象が存在する。文字入力レキシコンには海は仮名ではどう書かれるか、

漢字では海はどのような文字であるか、に関する情報が存在する。従って、文字入力レキ

シコンは既知の漢字であれば認識出来るが、未知の漢字は認識出来ない。出力レキシコン

にも同様の表象が存在し、書字や発話に際して活性化される。文字バッファは与えられた

視覚情報と文字入力レキシコンをつなぐインターフェースの役割を果たしている。文字バ

ッファの情報が文字入力レキシコンに格納されている情報と照合されることにより文字の

認識が成立する。照合に多少の時間が必要な場合、情報はその間保持されなければならな

い。文字バッファは情報を一時的に保持する短期記憶 3 の役割も担っている。このように

各バッファは、①末梢の知覚系や運動系とレキシコンのインターフェース、②短期記憶、

の二つの役割を有する。

 概念意味システムは語の意味情報、すなわち所記の格納場所である。「四つ足で鼻の長

い動物」すなわち「ゾウ」の概念はここに蓄えられている。認識の場合には、入力レキシ

コンが音韻や文字を同定し、対応する概念を活性化する。出力の場合には、概念が出力レ

 
3 第１１章参照。  
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キシコンにある音韻表象／ゾウ／や文字表象「象」を活性化することによって書字や発話

がなされる。  

 

 

図６－６ 語・語彙処理の認知心理学モデル  

 

２．３．２ 語・語彙表出の障害  

語表出の障害は、①自発発話における語の想起の障害、②課題条件での語の想起障害～

呼称課題の障害、特定カテゴリーに属する語の想起障害、特定語頭音の語の想起障害など、

の形で出現する。一般的に課題条件より自発発話で障害は軽度である。しかし、自発発話

では、患者は想起困難な語の使用を避ける場合があるので、どの程度の語想起障害がある

か正確に評価することは難しい。自発発話での想起あるいは課題条件での想起のいずれか

が特に障害されている症例が存在することが報告されている。語の想起障害があると話さ

れる文章中の語数が減少することがある。これを「ロゴペニア」という。  

語表出の誤りには二つの種類がある。全く語が想起し得ない誤りを「語健忘」もしくは

「失名辞」という。目的語とは異なる語を用いる誤りを「語性錯語」という。語性錯語は、  
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１）目的語と音韻的に関連を有する語となる音韻性語性錯語  

２）目的語と意味論的に関連を有する語となる意味性語性錯語  

３）所定の言語体系には存在しない語となる造語新作  

などの種類がある。語性錯語が頻発すると患者の発話は全く了解不能となる。これを「意

味性ジャルゴン」という。  

 一般に語性錯語の中では意味性語性錯語が も多い。コルセアートらによれば意味性語

性錯語には二つの種類がある。一つは目的語と種々の特性を共有する語が表出される誤り

である。目的語と同じ品詞に属し、目的語の上位概念（「ネコ」に対して「動物」）ある

いは下位概念（「ネコ」に対して「ミケネコ」）が表出される。上位概念が表出されるこ

とが多い。第二の誤りは目的語と意味的関連を有する語の表出（「自動車」に対して「運

転する」）である。これらの誤りは失語では概念間の境界が不明確になっていることを意

味する。  

意味性語性錯語の特徴は健常者の言い間違いのそれに類似している。従って両者は同じ

機序によって出現すると考えられる。両者とも概念意味システムもしくは出力レキシコン

のレベルにその起源があると考えられている。  

語表出障害は書字言語でも出現する。書字の誤りを「錯書」という。口頭言語における

語表出障害と書字における語表出障害の障害程度は平行する場合が多いが、両者間に解離

が認められる症例も報告されている。  

  語表出障害には種々の要因が影響を及ぼす。以下の事実が明かにされている。  

 １）障害は低頻度語に比して高頻度語で軽度である。馴染みの少ない語に比して馴染み

のある語で障害が軽度である。高頻度語や馴染みのある語は出力レキシコンの活性化が低

い場合でも選択可能であるためと考えられている。  

 ２）意味カテゴリーによって障害の程度に差を示す症例がいる。よく知られているのは

生物と無生物（機械、家具、など）間に生じる障害程度の違いである。生物で障害が重度

である症例が多いが、逆に無生物で重度の障害を示す症例も報告されている。他にも特定

のカテゴリーでのみ障害を示す症例、特定カテゴリーでのみ障害を示さない症例が報告さ

れている。  

 ３）一般に具体語の呼称は抽象語より障害が軽度である。その機序については次の仮説が

提出されている。具体語は抽象語に比べて関連する語の数が少ない。例えば「バス」は「列
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車」「地下鉄」「トラック」など限られた語と関連を有する。「平和」は「戦争」「軍隊」

「国連」「政治」など様々なカテゴリーの語と関連を有する。多数の相互に関連する語か

ら偶然バスを選択する確率は平和を選択する確率より高い。従って具体語の障害はより軽

度となる。  

 ４）品詞間で語表出障害の程度に差が認められる場合がある。前頭葉損傷に伴う失語で

は名詞の障害が も軽く、次いで動詞、形容詞の順となり、接続詞や前置詞などの機能語

の障害が も重度となる。側頭葉損傷に伴う失語では、逆に動詞に比べ名詞の表出障害が

重度である症例が多い。   

 ５）様相特異的な呼称障害が知られている。視覚の場合は「視覚失語」、体性感覚の場

合は「触覚失語」という。これらについては第９章で検討する。  

 

２．３．３ 語・語彙認識の障害  

  失語における語・語彙認識の障害は検者が呼称した事物を複数の対象の中から選択する

課題を用いて検査される。次の特徴がある。  

 １）高頻度語より低頻度語が障害されやすい。失語における語頻度と認識障害との逆相

関関係は健常者における語頻度と認識難易度との逆相関関係に一致する。  

 ２）カテゴリー特異的な語認識障害は報告されていない。カテゴリー特異的な語表出障

害を示す患者でも認識面ではカテゴリー特異性は示さない。  

 ３）具体語と抽象語では、前者で障害が軽度である症例が多いが、逆に具体語で重度の

障害を示す症例が報告されている。抽象語の表出は障害されているが認識は障害されてい

ない症例も報告されている。このような症例の存在は意味概念システムが保たれ、入力レ

キシコンに障害のあることを意味する。  

 

２．４ 文章表出の障害  

２．４．１ 非流暢失語  

失語を観察してまず気が付くことは、非常に寡黙になるタイプと逆に非常によく話すタ

イプがあることである。前者を「非流暢失語」、後者を「流暢失語」という。  

非流暢失語の患者が話す文章の特徴は以下のごとくである。  

１）発話はしばしば中断され断片的である。  

６-14 
 



第６章 
 

２）文章はしばしば２、３語からのみ構成される。単位時間あたりの発話量は大きく減

少する。用いられる語の種類も減少し、極端な場合にはたった１語しか発話しなくなる。  

３）イントネーションやアクセントに乏しく、単調である。機械が話しているような印

象を与える。これを「プロソディ障害」という。  

４）内容語（名詞、動詞）は正しく使用されるが機能語（助詞、前置詞、助動詞）の使

用に障害が認められる。動詞の活用や前置詞の使用を誤る。  

５）しばしば機能語が省略され、文章構造が単純化される。これを「失文法」という。

以下は「風で帽子を飛ばされ、それを拾おうとしている男」を描いた絵を説明する失文法

患者の発話である。  

「杖 男／風 帽子／杖 拾って」  

このような文章は電報の文章に類似するので「電文体」と呼ばれる。  

 失文法の症状として、クライストは文の単純化、粗略化を指摘した。単純化の理由とし

て、①語順の障害、②特殊な文法語の障害、③語の複合、変化、派生の障害をあげた。チ

ソらは、①機能語の欠如、②特定の語の多用、③動詞の不定形での使用、④文法的一致（主

語に合わせて動詞の語尾を変化させる）の障害、⑤文法マーカー（所有の’など）の省略

→結果としての電文体、をあげた。カラマザらは、①文法マーカーの省略、②語順障害、

③文法認識の障害、④メタ言語判断の障害、をあげた。榎戸によれば、カラマザの指摘す

る障害は日本語では次の形をとる。  

 １）文法マーカーの省略～助詞の使用障害、動詞活用の貧困化。  

２）語順障害～語順整理の困難、 高２文節までの文構成、構文変換の困難。  

３）文法認識の障害～助詞の認識障害、能動態と受動態の弁別障害、文法認識が重要な

文章の意味理解障害。  

４）メタ言語判断の障害～助詞使用の正誤判断の障害、文法的誤りの判断障害。  

失文法は自発発話、復唱、音読、書字など、課題によって程度が異なる。自発発話のみ

に失文法が認められた例、自発発話と書字に失文法が認められた例、自発発話、書字、復

唱に失文法が認められるが書字は正常であった例、などが報告されている。  

失文法の機序については、①文法処理固有の障害説、②他の言語障害による二次的障害

説がある。後者には、①発話困難時の経済的文体説（なるべく発話量を少なくする）、②

発話維持能力障害説、③音韻処理障害説、④名詞と動詞の使用能力の解離説、などがある。  
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２．４．２ 流暢失語  

 流暢失語が話す文章の特徴は以下のごとくである。  

１）文章あたりの語数、単位時間あたりの語数は健常者と同じか、多い場合もある。  

２）音韻の歪みはないが、音素選択の誤り（字性錯語）が認められる。  

３）語の誤った使用（語性錯語）が認められる。特に機能語に比して内容語の語性錯語

が多数認められる。  

４）語健忘の著しい患者では実質語の代わりに「あれ」「それ」などの代名詞を多用す

る。結果として「私はそこで何したので、こうなったんです」というような内容的に空虚

な文章となる。  

５）文法構造は保たれているが、機能語の使用に誤りが認められる。これを「錯文法」

という。以下は「風で帽子を飛ばされ、それを拾おうとしている男」を描いた絵を説明す

る錯文法失語患者の発話である。  

「男の人が 杖を持っています／それから 帽子に 風に かけています／それから 

男の子が 帽子に 風のほうに 行っています／帽子に 川に 落ちて、帽子から 取ろ

うとしています」  

クライストは錯文法を語の選択と語順の誤り、および文法形態の誤りとした。クライス

トは失文法と錯文法を対照的症状と考えた。しかしその後の研究はこの考えを支持しない。

グッドグラスらは失文法患者と錯文法患者の違いは前者で文章が短いことだけであるした。

他にも失文法患者と錯文法患者で文法的誤りに差はないとする報告がある。失文法と錯文

法は相互に異なる症状であるのか、あるいは異なる機序によって生じた症状であるのか結

論は出ていない。  

 

２．５ 文章認識の障害  

２．５．１ まえがき  

 文章は語から構成される。文章を認識するためには語の意味を保持し、必要に応じて再

生する必要がある。次に文法構造の理解が必要となる。語は特定の意味を有し、同時に特

定の文法格（主語、述語など）を有する。文章を認識するためには、語の意味と文法格を

同時に認識することが必要である。文章認識の過程についても種々の認知心理学モデルが

提案されている。例えば、サフランは図６－７のようなモデルを提出している。まず文章
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を構成する各語の意味がレキシコンから抽出される。“man”は「ヒトのオス (human male)」、

“kiss”は「唇で触れる（touch with lip）」、“woman”は「ヒトのメス (human female)」

という「語の意味 (WORD MEANING)」が認識される。動詞節の形態（ is kissed）からこ

の文章は受動態であり、文章の主語は被動作主体、目的語が動作主体であることが認識さ

れる。これによって聞き手は「誰が誰に何をしたのか」を認識する。この文では、女が動

作主体に、男が被動作主体に指定される。指定のされかたは動詞によって異なる。受動態

では文章の主語は被動作主体であって動作主体ではない。文法構造に基づく文章認識は文

章を構成する語を相互に関連づける操作を必要とする。この操作を「文法解析（パージン

グ）」という。  

  

            

図６－７ 文章認識の認知心理学モデル  

LEXICON：レキシコン、Det：限定詞、N:名詞、BE：be 動詞、pres：現在形、  

Prep：前置詞、SYNTACTIC STRUCTURE：文法構造、SUBJECT：主語、  

AGENT：動作主体、OBJECT:目的語、PATIENT：被動作主体、  

THEMATIC ROLE：主題役割、WORD MEANING：語の意味  

 

 殆ど全ての失語で多かれ少なかれ文章認識の障害が存在する。当然ながら長い文章ほど
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障害は重度となる。上述のごとく、文章の認識は複雑な過程であり、文章認識障害の機序

としては様々な要因が考えられる。主な要因としては以下の三つが指摘されている。  

 

２．５．２ 語・語彙の認識障害に起因する文章認識障害  

 語・語彙の認識障害があれば当然文章認識も障害される。失語における文章認識障害の

多くはこの語・語彙認識障害に起因する。語・語彙の認識障害が軽度の患者では、熟知し

た語や出現頻度の高い語の認識は保たれているので、簡単な質問に答えること、簡単な命

令を実行することは可能である。複雑な文章の場合、その意味は認識出来なくても提示さ

れた文章が平叙文であるか疑問文であるか、能動態であるか受動態であるかの判断が可能

である。このことから文法解析能力は保たれていることが確認出来る。また、ドイツ語や

フランス語のように名詞に性がある言語の場合、語に冠詞を付けて提示すると、患者は語

の意味は認識出来ないが男性名詞であるか女性名詞であるかを判断することが可能な場合

がある。しかし、語・語彙の認識障害が重度の患者では、単純な構造の文章認識も障害さ

れる。そのため、患者は聾あるいは認知症として扱われる場合もある。文法解析は語・語

彙の認識に依存する部分が少なくないので、重度の語・語彙認識障害を示す患者では、文

法解析能力が保たれているかどうかを確認することは困難である。  

 

２．５．３ 失文法に起因する文章認識障害  

既に述べたように、失文法患者は文章認識でも障害を示す。失文法患者における文章認

識の特徴として、  

１）文章の主語と意味上の主語が異なる文章、例えば受動態の認識の障害がある。患者

は文章中の語の配列と主題役割を混同する。文章の主語が動作主体であり、目的語が被動

作主体であると判断してしまう。  

２）二つの節が対等の接続詞で結合している重文の認識は主節と従属節より成る複文の

認識より容易である。  

３）課題によって障害の認められる場合と認められない場合がある。文章と情景画を照

合する課題で受動態認識に障害を示す患者が、受動態文で be 動詞が欠落している文の誤

りを正しく指摘出来る場合もある。  

４）文中で代名詞とその指示語が近い位置に存在する場合は両者の関係が正しく認識さ
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れるが、両者が離れて存在する場合は困難になる。  

５）特定品詞に特異的な認識障害が存在する。英語では前置詞の認識が不良となる。日

本語では「て、に、を、は」などの助詞の認識が障害される。結果として主語と述語の区

別が困難となる。  

などが指摘されている。  

このような障害の成立機序については諸説ある。第一は文法構造の認識障害、すなわち

文法解析の障害説である。失文法患者は文中の語の品詞としての役割が認識出来ない。す

なわち「中枢性統辞障害」が存在するという考えである。一方、失文法患者の文章認識障

害は文法構造自体の認識障害ではないとする説も提出されている。彼らは個々の語の意味

は認識出来るが文章全体の意味が把握出来ないのである。上記３）の事実はこの仮説を支

持するデータとされる。  

 

２．５．４ 言語短期記憶障害に起因する文章認識障害  

 失語における文章認識障害は語・語彙の認識障害や文法解析の障害ではなく言語短期記

憶の障害がその原因であるとする仮説がある。長い複雑な文章の全体を認識するためには、

文章全体を一時的に保持する必要がある。言語的短期記憶に障害があれば結果的に文章認

識も障害されると考えられる。特に長文の認識が障害されることが予想される。実際、言

語短期記憶障害を有する伝導失語（本章第３節参照）では長文の認識が障害されることが

報告されている。シャリスは言語短期記憶障害に伴う文章認識障害を呈した症例を報告し、

失語の文章認識障害は言語短期記憶障害に起因するとの仮説を提唱した。一方、重度の言

語短期記憶障害があっても文章認識が良好であった症例も報告されており、失語の文章認

識障害が言語短期記憶障害によってどの程度説明可能かは不明である。  

 

２．６ 書字言語の障害  

 失語では口頭言語のみならず書字言語も障害されることは既に述べた。文字の表出すな

わち書字の障害を「失書」、文字の認識すなわち読字の障害を「失読」という。失書、失

読には失語を伴うものと伴わないものがある。失語に伴う失書、失読をそれぞれ失語性失

書、失語性失読という。書字言語障害については次の第７章で詳細に検討する。ここでは

失語性失書、失語性失読について簡単に触れる。  
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２．６．１ 失語性失書  

 失語性失書では自発書字、書取、写字、いずれもが障害される。通例、自発書字の障害

が も重度であり、写字が も軽い。また文字より語、語より文章で障害は重度となる。

障害の種類には、①文字の形態が想起出来ない、②目的の文字と異なる文字を書く（錯書）、

③文字の左右が逆転する（鏡像書字）、④日本語に本来存在しない文字を書く、⑤口頭言

語の失文法に対応する文法上の誤り、などがある。このうち錯書には、①形態性錯書（人

→入）、②意味性錯書（手袋→靴下）、③音韻性錯書（てぶくろ→たぶくろ）、がある。

音韻性錯書は仮名で多く認められる。  

一般に口頭言語の障害程度と書字の障害程度はほぼ平行するが、両者に著しい解離が認

められる症例がある。日本語では仮名と漢字で障害程度に差が認められる症例がある。こ

れについては第７章で詳しく検討する。  

 

２．６．２ 失語性失読  

 失語性失読の症状には音読の障害と認識（読解）の障害がある。多くの症例では両者が

同程度に障害されるが、例外もある。音読に比して読解が著しく障害される症例、 逆に読

解に比べて音読の障害が重度である症例が存在する。例えば、構音障害のために音読が著

しく障害されているにも拘らず読解が比較的保たれている症例がある。書字と同じように、

文字より語、語より文章の障害が重度である。すなわち、語の読解は文法構造のそれより

容易である。品詞では名詞や動詞の読解は容易であるが代名詞の読解は困難である。文法

構造の読解では、能動態の読解より受動態の読解が困難である。  

失書と同じく失読でも仮名と漢字で障害程度に差が認められる症例がある。第７章で詳

しく検討する。  

 読字の誤りを錯読という。錯読には、①視覚性錯読（白→百）、②音韻性錯読（たまご

→たがも）、③意味性錯読（電車→新幹線）、などがある。視覚性錯読は漢字、仮名とも

に認められるが、意味性錯読は漢字で多く認められる。  

 聴覚的認識障害の程度と失読の程度はほぼ平行関係にあるが、ガードナーらによれば、

脳の前方領域の病変による失語では聴覚的認識の成績が読字より良好であり、脳の後方領

域損傷の失語ではこの関係が逆になる。  
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３．失語の類型 

 

３．１ はじめに  

 第１章で述べたように、失語をいくつかの類型に分類しようとする試みはウェルニッケ

に始まる。彼は図１－２のモデルを想定し、失語を７類型に分類した。これが失語の古典

分類である。その後、多くの研究者が種々の分類を試みたが、結局古典分類のみが生き残

り、現在も用いられている。本書でも基本的に古典論に基づいて失語を表６－１のごとく

分類する。  

 

表６－１ 失語類型の臨床像の概要  

            流暢性 口頭言語 口頭言語 復唱 呼称 書字 読字  

                表出   認識  

ブローカ失語      ＋    ＋    ±   ＋  ＋  ＋  ＋  

ウェルニッケ失語    －    ＋    ＋   ＋  ＋  ＋  ＋  

 伝導失語        －    ＋    －   ＋  －  ＋  ＋  

 健忘失語        －    ＋    －   －  ＋  ±  －  

 超皮質性運動失語    ＋    ＋    ±   －  ＋  ＋  ＋  

 超皮質性感覚失語    －    ＋    ＋   －  ＋  ＋  ＋   

 超皮質性混合失語    ＋    ＋    ＋   －  ＋  ＋  ＋  

 全失語         ＋    ＋    ＋   ＋  ＋  ＋  ＋  

 純粋語唖        ＋    ＋    －   ＋  ＋  －  －  

 純粋語聾        －    －    ＋   ＋  －  －  －  

 外国人アクセント    －    ＋    －   ＋  －  －  －  

症候群  

  － 障害なし  

  ±  障害軽度もしくは症例により障害あり  

  ＋ 障害あり  
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失語を分類することに関してしばしば次の反論がある。「多くの患者は提案された類型

のいずれにも該当しない。あるいはそのうちのいくつかに該当する。このような失語の分

類は意味がない」。この反論の背景には「類型」の概念、さらには「ものごとを分類する

行為」に対する誤解（はっきり言えば認識不足）がある。精神病理学者ヤスパースは類型

の概念について大変明快な議論を展開している。神経心理学において、更に言えば学問研

究において「分類」は大変重要な研究手続きであるので、少し長くなるがヤスパースの文

章を引用する。  

 「我々は認識可能な対象をそれが属する類の中でとらえ、理念の対象ならば類型で囲む

のである。類（Gattung）と類型（Typus）の区別を確立することは不可欠であって、問

題を明らかにするものである。何か一つの類（例えば進行麻痺）については、症例が属す

か属さないかであり、一つの類型（例えばヒステリー性性格）については、症例がより多

く一致するか、より少なく一致するかが問題である。類とは実際に存在する限定可能な種

の概念であり、類型とは仮構の産物であって、現実にあるものは限界が判然としないまま

それに適合し、個々の例はそれで計られはするけれどもそれに組み込まれることはない。

それ故同じ一つの例をできるだけ知りつくすためには、多くの類型で計ることが重要であ

る。これに反して、類に下属されることはその例を解決済みとすることは当然な事柄であ

る。類はそこにあるかないかであるが、類型は個々の場合を（その前提された存在全体の

中で）認識するにあたって効果的であるかないかとして示される。類によって現実の境界

が認識されるが、類型によっては境界の判然とせぬものに構造が与えられることになる。 

類型はどのようにして生じるのか。構成可能に関連する全体を展開させるような我々の

思索的見地によって生じるのである。平均類型と理想類型とを区別出来るが、平均類型の

方は一群の人々について測定可能な特徴（身長、体重、記銘力、疲労性など）を確定し、

その平均値を計算することによって生じ、すべての特徴を整理すればこの群の平均類型が

できる。理想類型の方は、与えられた前提からすべての結果を因果構成的にあるいは心理

了解的に発展させることによって、すなわち、経験の機会はなければならないが、経験を

経ずに全体をみることによって生じる。平均類型を得るためには多数の例を必要とするが、

理想類型を発展させるためにはただ１人か２人の個人についての経験の機会があれば充分

である。理想類型はその本性からして、まず存在類としての意味はもっていないが、我々

が現実の個々の例をあてはめて計る尺度である。現実の例は理想類型に一致するところだ
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けで認識されるものであり、現実の人のヒステリー性格は際だった『純粋』のものではな

い。現実が理想に一致しない場合は、その由来をさらにたずねる。また現実が理想に完全

に一致する場合は、独特の仕方をもった認識はこれで充分であって、そうすれば今度はこ

の全体の原因を求めていくことになる。」  

類型の概念が極めて明快に示されている。もはや付け加えるべき点は何もないが、蛇足

ながら二、三ヤスパースの指摘について解説しておく。  

 まず、ヤスパースは類と類型とを明確に区別している。そして類は現実そのものである

のに対し、類型は現実を認識するための仮構の産物であると述べている。すなわち、類型

とは構成概念であると指摘しているのである。しばしば、類型論について「二つの類型が

ある時、どちらにもあてはまらない、あるいはどちらとも言えない個人がいるではないか」、

「個人をむりやりある類型に当てはめることになるのではないか」などの反論がなされる。

これは類と類型の違いを充分認識していないことによる誤解である。ヤスパースも指摘し

ているように、類型論とはもともと境界の判然としないもの、あるいは境界のないものに

境界を設定しようとする試みである。重要な点はこのような境界を設定することによって、

対象に対する認識がどの程度深まるかである。例えば、失語をある類型論に基づいて分類

した場合、症状や病変部位に対する認識が深まり、言語治療やリハビリテーションの方策

の決定に有用であったなら、その類型論は有用であるといってよい。類型は現象を認識す

るための道具なのであり、現象ではない。  

表６－１の基礎である古典論は図１－２に基づいて考えられた類型論であり、ヤスパー

スの用語では「理想類型」である。ウェルニッケ以降、多くの研究の積み重ねにより「平

均類型」にかなり近づいたが、純粋に経験的事実から構成されたものではない。従って、

いずれの類型にも該当しない症例が存在するのは当然である。失語に限らず神経心理学的

症状の殆どは「類型」就中「理想類型」である。神経心理学を学ぶにあたっては常にこの

ことを念頭に置くことが重要である。  

 

３．２ ブローカ失語  

 古典論の皮質性運動失語に対応する。ブローカによって 初に報告された症例

（Leborgne）がこの類型であったことからブローカ失語と呼ばれてる 4。  
 

4 ブローカの症例が真にブロ－カ失語であったかどうかについては異論を唱える研究者も

いる。彼らはブローカの症例は全失語であったと主張している。  
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 主として言語表出面の障害によって特徴づけられる。非流暢失語の典型である。構音は

不良であり、非常な努力のもとになされる。音韻学的障害やプロソディの障害があり、文

章の長さは短く、失文法が認められ、主語と述語よりなる電文体の形をとることもある。

錯語は当然字性錯語が多いが語性錯語も認められる。語の想起は多少とも不良である。こ

のような障害は自発発話だけでなく復唱においても認められる。言語表出面での障害に比

して言語認識面での障害は軽度であるが、全く正常ではない。失文法を示す症例では文法

認識の障害も認められる。書字でも障害が認められる。機能語を書き落とす誤りが多い。

読字では、動詞の活用語尾や機能語を読み落としたり読み違えたりする。結果として文章

全体の意味を取り違える。  

 多くの症例で片麻痺があり、しばしば半側体性感覚障害や半盲が認められる。観念運動

失行や顔面失行を伴うことも少なくない。鬱状態を示す症例もしばしば認められる。  

 ブローカ失語の発症機序については種々の学説がある。ベンソンは構音器官の運動連合

中枢であるブローカ野の破壊により、言語運動パターンの形成が障害されることにより生

じると考えた。ルリアはブローカ失語に対応する失語を「遠心性運動失語」と呼び、音素

から音素への移行の障害であるとした。ムーア、ケルテツなどはブローカ失語の本質をむ

しろ文法的な障害としてとらえている。これらのブローカ失語を言語表出の障害とする学

説には対しては異論が提出されている。ブローカ失語には構音障害のみならず音韻認識の

障害も存在する。すなわち、彼らには音韻情報処理全般に関する何らかの障害が存在する。

他方、彼らの示す文法障害には他の要因には還元しえない本質的な統辞論的誤りが存する

ことも明らかである（ただし、前述のごとく、これについては別の説もある）。このよう

に見てくると、ブローカ失語の症状は、音韻情報処理障害と文法障害の二つが合併したも

のと考えられる。その意味で、かつてエカンがブローカ失語に対応する失語を「音韻性失

語」と「失文法性失語」もしくは「統辞論性表出障害」の２型に分けたことは大変示唆に

富む考えである。  

 

３．３ ウェルニッケ失語  

 古典論における皮質性感覚失語である。ウェルニッケがこの類型の概念を確立したこと

に因んでこのように呼ばれている。  

 自発発話は流暢で、発話量は時に正常以上であり、構音、プロソディ、いずれにも障害
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はない。非常に多弁となり、検者が遮らない限り話続ける「語漏」を呈することもある。

しかし、その内容は名詞などのいわゆる実質語に乏しく、保読（同じ語を繰り返す）、字

性および語性の錯語があり、はなはだしい場合には全く他者には認識出来ないジャルゴン

となる。文法的には錯文法がみられる。喚語も障害され、無意味語で反応したり（造語新

作）語性錯語を示す。言語認識面での障害はウェルニッケ失語の主症状である。重症例で

はごく簡単な文章でも認識出来ない。軽症例では構造の簡単な文章は認識出来る。語の認

識も障害される。重症例では熟知した極くわずかな語しか認識出来ない。軽症例では日常

的な語は認識出来る。復唱の障害は認識障害の程度にほぼ対応する。読字も障害され、そ

の程度は聴覚的認識障害の程度と平行するが、両者に不一致の見られる例もある。書字も

様々の程度に障害されるが、自発書字、書き取りに比し写字は比較的保たれている。  

 患者はこのような障害に対し病識を持たない「病態失認」の状態にあることが多い。四

肢の運動麻痺や体性感覚障害が認められることは少ない。半盲はしばしば認められる。観

念運動失行や観念失行は認められるが、口・舌・顔面失行は希である。  

ウェルニッケ失語では音韻認識に障害があり、語の意味を正しく認識出来ない。また、

言語表出に対する聴覚的な制御が不十分なため錯語を生じる。これが古典論の考えであり、

ルリアなどの考えもこれに近い。一方、ブルームシュタインらはウェルニッケ失語の音韻

認識の障害程度と語や文章の認識障害の程度は必ずしも一致しないことを明らかにした。

筆者らの研究でも、ウェルニッケ失語のなかにはブローカ失語より音韻認識課題の成績が

良好な症例がいた。このような点から、ウェルニッケ失語の本質について、①音韻認識の

うち音韻弁別ではなく音韻同定に障害である、②意味認識の障害である、③音韻と意味と

の結合の障害である、などの説が提出されているが、いずれの説も十分な説明力を有しな

い。そこで、ウェルニッケ失語は単一の類型ではないとし、いくつかの類型に分けようと

する試みがなされている。エカンはウェルニッケ失語を、①語聾（音韻認識障害）を主と

する類型、②意味認識障害を主とする類型、③注意解体症候群（注意の障害による二次的

言語認識障害）、に分けた。フーバーらは、①意味性錯語を主とする類型、②意味性ジャ

ルゴンを主とする類型、③音韻性錯語を主とする類型、④音韻性ジャルゴンを主とする型、

に分けた。ケツテツは、①音韻錯語を主とするウェルニッケ失語、②造語新作を主とする

ウェルニッケ失語、③意味性錯語を主とするウェルニッケ失語、④純粋語聾、に分類して

いる。これらを総合すると、ウェルニッケ失語には、少なくても、①音韻認識障害を主症

状とする類型、②意味認識障害を主とする型、の２類型が存在すると考えられる。  
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３．４ 伝導失語  

 リヒトハイムが理論的にその存在を想定した類型である（図１－３参照）。その存非、

臨床症状、本態については様々な議論がなされてきた。  

 伝導失語の自発発話は流暢で文法的誤りも認められないが、錯語、特に字性錯語が顕著

である。患者はこれを訂正しようと言い直しを繰り返すため、発話はしばしば中断される。

しかし、基本的には構音障害はない。言語認識は良好である。復唱の障害は も特徴的症

状で、自発発話、言語認識に比して著しく劣る。誤りは字性錯語が多く、特に音韻の置換

が多い。音韻学的に類似した音素への置換が も多く出現する。文章の復唱では文章構造

が複雑なものほど誤りやすい。患者は発話の誤りに気づいて言い直しをするため、復唱は

しばしば中断される。発音を修正しながら目標に近づく「漸次接近」（ゆきだるまの復唱

で、ゆきまむ→ゆきだぬ→ゆきだぬま→ゆきだるま）が認められる。喚語も多少障害され

る。患者は分かっているが言えないと訴える。書字、読字も障害されるが必発症状ではな

い。音読では字性錯読が生じ、書字では字性錯書が生じる。漢字より仮名で障害が著しい。

運動麻痺、視野障害がしばしば認められる。失行も認められるが頻度は少ない。  

ウェルニッケによれば、伝導失語は感覚言語中枢から運動言語中枢への伝導路の切断に

より生じる。この考えは 1960 年代ゲシュヴィンドによって復活され、ベンソンらによっ

て支持された。彼らは側頭葉から角回を経てブローカ野を含む運動連合野に至る弓状束の

損傷が伝導失語をもたらすとしている。一方、ゴールドシュタインは伝導失語を中枢性失

語と呼んで、「自己の観念を言葉で表現したり、外部からの音声を言語として認識する時

のプロセスと体験」である「内言語」の障害であるとした。これらはいずれも伝導失語に

は言語認識面、表出面ともに障害がないとする立場である。一方、認識面にその障害の本

質を求める立場（言語短期記憶障害説（ウェリントンら）、順序記憶障害説（アルバート

ら）、あるいは表出面での障害を重視するもの（ドゥボアら、山鳥ら）など様々な見解が

ある。特に、ウェリントンらの言語短期記憶（VSTM）障害説をめぐっては種々の論議が

なされた。伝導失語で VSTM の障害が存在することは事実であるが、それは伝導失語以外

の失語にも認められ、伝導失語に特異的とは言えないとする報告が少なくない。すなわち

VSTM の障害があれば必ず伝導失語の症状を呈するとは限らない。さらに伝導失語でしば

しば認められる自発発話の字性錯話は VSTM 障害では説明困難である。しかし VSTM 障

害があれば、結果として当然復唱は障害される。もし、VSTM が選択的に障害された場合、

他の言語機能に比して復唱が著しく障害されることは明らかである。伝導失語における字
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性錯語と復唱障害の機序は分けて考えるべきである。筆者らは６例の伝導失語について詳

しい検討を行い、伝導失語は単一ではなく、①VSTM の障害によるもの、この場合復唱障

害に比して字性錯語は顕著ではない、②いくつかの音素をまとめて一つの単位として出力

することの障害によるもの、この場合復唱障害と字性錯語が同程度認められる、の２類型

があることを明らかにした。このように伝導失語をさらに下位分類する試みは他の研究者

によってもなされている。  

 

３．５ 健忘失語  

 この類型は 1898 年ピトレによって初めて提唱された。古典論には含まれない類型であ

るがその存在は広く認められている。  

 自発発話は流暢であり、構音、プロソディ、文法いずれも正常であるが、名詞、特に物

品名の想起が困難であるため、これらの語が「あれ」、「これ」、「こうして」といった

語で置き換えられることが多く、内容的に乏しいものとなる。また、語を想起しようとし

てしばしば発話の中断が起こる。言語認識や復唱は特に障害はない。すなわち、喚語障害

が本類型の も特徴的な症状である。物品の呼称は強く障害され、語性錯語（鉛筆→万年

筆）、迂遠な言い回し（鉛筆→ほら、字を書く時に使うあれですよ）、身振りによって物

品の用途、性情などを説明しようとする、などの症状を呈する。大橋によると、喚語障害

は名詞で も強く、次いで形容詞、副詞と動詞の順となり、助詞、助動詞は障害されない。

書字言語は一般にはあまり障害されない。しかし、ベンソンは重度の失書、失読を伴った

健忘失語の存在を指摘している。  

健忘失語は他の失語類型の回復過程においてしばしば出現する。あるいは脳腫瘍やアル

ツハイマー型認知症 5 のような進行性疾患の初発症状として生じる。この意味でブラウン

が も表層における言語の解体として健忘失語を捉えているのは妥当である。

 健忘失語は次節で述べるように様々の領野の損傷で生じるため、損傷部位によって種々

の症状が出現する。大脳後方領域の損傷では、視野障害、観念運動失行、観念失行が出現

する。逆に、失語以外の症状は殆ど認められない症例も少なくない。  

ゴールドシュタインは健忘失語を「抽象的態度の障害」として説明した。色名を思い出

せない健忘患者がいる。患者は色彩の名称を忘れている訳ではない。患者に毛糸を色彩に

よって分類させると、色相のカテゴリーに従って毛糸を分類することが出来ない。同じ色

 
5 第１３章参照。  
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相で濃淡の異なる毛糸を同一のカテゴリーに分類出来ない。濃淡が異なれば別の色相とし

て分類してしまう。濃淡の違いを越えて抽象概念としての色彩の意味を認識することが出

来ない。そのため色彩の呼称も障害される。現在、この考えを支持する研究者はいない。

ゲシュヴィンドは健忘失語の本態を視覚、聴覚などの感覚様相を超えて存在する物品対応

語を見出すことの障害と考えた。ペックらは健忘失語には基本的に喚語の障害はなく、類

似した語の間の意味的違いの区別が不十分であることがその本質であるとしている。  

語の想起が出来ないという時、①語そのものが失われている、②語は存在するがそれに

適切にアクセスすることが出来ない、の二つの可能性がある。後者についてはさらに、①

レキシコン内で当該の語を検索する記憶走査の障害、②意味構造の変化、③意味と語の結

合の障害、などの可能性がある。すなわち、健忘失語は複数の機序によって生じうる。ベ

ンソンは健忘失語を物品名の喪失という意味で「失名詞」と呼び、①語表出性失名詞、②

語選択性失名詞、③意味性失名詞、④範疇特異性および様相特異性失名詞を区別した。こ

のうち、①の類型に属するものとしては書字にのみ失名詞を示す例が知られている。②は

ルリアが健忘失語の成立機序として重視している。③の類型に属するものとして喚語困難

のみならず、語の認識障害をも示す例が知られている。これについては第１８章で詳しく

検討する。④は通常失語とは異なる症状と考えられている。この④の類型のうち、範疇特

異性失名詞については、前節で述べたように、室内の家具、身体部位、特定の人名や固有

名詞で呼ばれる建築物、無生物、果物、野菜、などに対する選択的呼称障害が報告されて

いる。これについては第１８章で詳しく検討する。色名の選択的呼称障害は古くから知ら

れている障害であるが、これについては第９章で検討する。様相特異性失名詞には、視覚

的な入力に対してのみ呼称障害を示す視覚失語、触覚的な入力に対する呼称障害である触

覚失語がある。これらについても第９章で検討する。また、対象特異的呼称障害として、

実際の物品の呼称は保たれているが、その描画の呼称が障害されている症例の報告がある。 

 

３．６ 超皮質性失語  

 古典論によれば、概念中枢と運動あるいは感覚言語中枢との連絡は絶たれているが運動

言語中枢―感覚言語中枢間の連絡は保たれている失語であって、自発発話あるいは言語認

識に比して復唱がよく保たれていることを特徴とする。名称や存在について も議論のあ

る類型である。現在は「超皮質性」という言葉の意味は無視して、「言語表出や言語認識

の障害に比して復唱の障害が比較的保たれている失語類型」を「超皮質性失語」と呼ぶこ
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とが多い。本書もそれにならう。一般に、超皮質性運動失語、超皮質性感覚失語、超皮質

性混合失語、の３型に分けて論じられる。  

 

３．６．１ 超皮質性運動失語  

 自発発話は非流暢で著しい構音障害がある。発話を始めることが困難で努力を要する。

検者が話しかけない限り、自分から話し始めることは殆どない。検者の質問に答える場合、

発話開始に非常に時間がかかり、ごく短い文章しか話せない。基本的に構音障害はないが、

文章の内容は単純であって、失文法的である。系列語（一週間の曜日、など）は一度話し

始めるときわめて良好に話す。言語認識は自発発話よりは保たれているが、複雑な文章の

認識は困難である。復唱はよく保たれている。「反響言語」 6はないが、「補完」 7が認め

られる場合もある。喚語は不良である。音読は不良であるが、読解はよい。書字は研究者

によって、自発発話より保たれるとする説（ゴールドシュタインなど）と同程度に障害さ

れるとする説（ケルテツ、山鳥、など）とがある。片麻痺が認められるが失行は希である。  

ゴールドシュタインは超皮質性運動失語を２型に分ける。第一は他の失語類型への移行

型として見られるもの、第二は発語に関する発動性の欠如によるものであって、前頭葉の

損傷によるものである。  

ルリアは超皮質性運動失語の特徴を言語→発話の変換過程の障害として捉え、「力動性

失語」と呼んだ。力動性失語はさらに第１型（叙述の障害、思考内容を具体的な語や文章

にまとめあげることの障害）と第２型（文章の線形構造形成障害）に分けられる。アレク

サンダーによれば、力動性失語は失文法や構音障害を伴わない超皮質性失語であって、自

発発話は著しく減少するが質問には正しく答えられる。通例の会話を持続的に継続する能

力の喪失を特徴とする。彼はこれが超皮質性運動失語の中核をなす症状であるとしている。

力動性失語については、①文章構成課題において、文章構造が文脈から推定可能である場

合には障害がないが複数の選択肢があり患者自身がいずれかを選択しなければならない課

題では障害が認められる、②二カ国語使用者ではある言語から他の言語に切り替えること

が障害される、③名詞のみの発話は保たれているが修飾語を伴う名詞の発話は障害される、

④指定された動詞を含む文章の生成が障害される、などの所見が明らかにされている。  

榎戸によれば、超皮質性運動失語は単一ではない。彼はこれを表６－２のごとく３型に

 
6 相手の言葉を鸚鵡返しに繰り返す現象。詳細は本章第６節参照。  
7「本日は晴天」を復唱させると「本日は晴天なり」と復唱する。詳細は本章第６節参照。 
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分類している。  

 

表６－２ 榎戸による超皮質性運動失語の下位分類  

       主たる損傷部位   音韻論的障害   統辞論的障害   

   Ｆ１型   上前頭回         －        ‐  

    Ｆ２型   中前頭回後部      －        ± 

     Ｆ３型   下前頭回        ±        ± 

                     （－：障害なし、±：軽度障害）  

 

山鳥は超皮質性運動失語の成立機序として、①一般的な発動性の減少、②発話開始機構

の障害、③高次の言語過程の障害、の三つをあげている。  

①については、前頭葉特にその外側部の損傷で全般的な発動性の低下が生じることが知

られており、このような発動性低下が言語面に現われれば、超皮質性運動失語となる。  

②については、クライストの自発唖がほぼこれに相当する。音声および語の形成は妨げ

られないが、語を自発的にあるいは物品の名称として用いることが出来ない。榎戸の分類

によるＦ１型は発話開始機構の障害によると解されており、ほぼこれに該当する。ボッツ

らも発話開始機構の障害による失語症例を報告している。  

③については、前頭葉損傷により言語の命題的使用とも呼ぶべきものが特異な障害を受

けることが知られている。クライストは思考を受動的思考と能動的思考に分け、後者の障

害を「失論理」と呼んだ。これは思考の脱落、貧困化、制限などを主症状とし、前頭葉損

傷で生じると述べている。また、カクマレックは左前頭葉外側面の損傷で思考内容を言語

化する機能の障害が生じ、眼窟面の損傷では発話が意図した通りになされたかどうかの監

視機能が障害されるとしている。ルリアの力動性失語の第１型、榎戸のＦ２型はここに含

まれよう。なおルリアの力動性失語の第２型、榎戸のＦ３型はいずれも文法障害を示すと

ともに音韻障害もあり、超皮質性運動失語というよりむしろエカンの統辞論性表出障害に

該当し、ブローカ失語の亜型とすべきものと考えられる。  

このように見てくると、超皮質性運動失語と呼ばれる類型は複数の機序によって生じる

ことがうかがわれる。しかし、これら全て、特に山鳥の第三の類型を失語と呼ぶかどうか

は議論があろう。前頭葉損傷に伴う自発性障害や思考障害については第Ⅳ部で詳しく検討

する。  
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３．６．２ 超皮質性感覚失語  

 自発発話は流瘍であるが多くの字性錯語、語性錯語を示し、内容に乏しい。また、質問

や命令をそのまま反復する反響言語を示す。系列語は良好で、補完も見られる。言語認識

は強く障害されるが、具体的な物品名や簡単な命令は認識されることもある。喚語障害は

重度で呼称は著しく障害される。ベンソンによれば、名称を言われてその物品を指示する

ことにも障害があるという。復唱は認識に比して保たれている。すなわち、患者は言われ

たことをそのまま復唱する。未知の外国語でも復唱可能である。文の音読は保たれること

もあるが、読解はきわめて不良である。自発書字も口頭言語と同じように障害されるが、

書き取りは比較的保たれている。患者は自己の障害を認識出来ない病態失認を呈する。視

野障害はしばしば認められる。観念運動失行、観念失行も合併しやすい。  

以上から明らかなように、この類型の失語では音韻の認識と意味の認識に大きな解離が

見られ、前者はほぼ保たれているが後者は著しく障害されている。井村は仮名の音読に比

して漢字の読解が特に障害される症例を「語義失語」として記載したが、この類型に含ま

れると考えられる。  

古典論の分類の中でも も議論の多い失語類型であり、この類型の存在を認めない研究

者も少なくない（ルリア、エカン、ルクールなど）。ただし、意味認識障害を主症状とす

る失語という点からみれば、エカンも超皮質性感覚失語という名称は用いていないが、彼

の感覚失語群の中に語認識障害優勢型の名称のもとに類似の症状を示す失語を記している。

ルリアの意味失語もほぼこれに対応する。1980 年代以降 10 例を越える症例が報告されて

おり、失語類型として地位は十分確立された。認知症との関連で注目されている「原発性

進行性失語」あるいは「意味失語」は語の意味認識が特異的に障害される点でこの類型に

対応する。この点については第１８章で詳しく検討する。  

超皮質性感覚失語の機序についは諸説ある。ゴールドシュタインは一方において聴覚言

語認識の軽い障害があり、他方において道具的な言語機能と一般知能との間の結合に障害

があると考えた。ベンソンとゲシュヴィンドは、ウェルニッケ野そのものは保たれている

ために語音の分析は可能で、その結果をブローカ野に送ることが出来るために復唱は可能

であるが、ウェルニッケ野と他の領野の結合が断たれるため言語認識が障害されるとした。

ハイルマン、山鳥らもこれに近い考えである。ここで問題となるのは意味認識が障害され

るのは、単に音韻情報と意味構造の連絡が断たれるためなのか、意味構造や一般知能にも

何らかの変化があるのかという点である。ベンソンとゲシュヴィンドは解剖学的な意味で
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の離断に重点をおき、意味構造そのものは保たれていると考えているようである。ルリア

は、彼の意味失語における認識障害の本質は文法構造の認識の障害に起因するとして、意

味構造自体にも異常があることを示唆している。この問題を含め意味認識障害の機序全般

については第１８章で検討する。  

 

３．６．３ 超皮質性混合失語  

 前述した二つの類型が合併した類型で、殆ど全ての言語機能が廃絶し復唱のみが保たれ

るという特異な症状を呈する。自発発話は殆ど欠如し自分から話し始めることはない。問

いかけ、命令に対しては、その内容を認識することなく殆ど衝動的に反響言語で反応する。

復唱が保たれているか否かの判断基準は研究者によって異なるが、数語から成る単文が復

唱可能である場合本類型と診断される場合が多い。無意味語や外国語でも復唱可能な場合

がある。文法的に誤った文章を正しい文章に訂正して復唱する場合（補完）もある。書字

言語の処理は殆ど失われており、書字、読字、いずれも不能である。写字が可能であった

症例も報告されている。半側の運動麻痺、体性感覚障害を呈する症例が多いが必発ではな

い。  

第二次大戦前この類型について詳しい検討を行ったゴールドシュタインは言語と道具的

な機能である非言語的精神機能との結合が失われることにより生じるとした。その後この

類型はあまり注目されることはなかったが、1968 年ゲシュヴィンドらによってほぼこの類

型に相当する症例が「言語野の孤立症候群」という名称で報告されて以来注目を集め、類

似の症例が次々と報告された。ゲシュヴィンドらの症例は一酸化炭素中毒例で、大脳皮質

に広範な病変が見られたが、ブローカ野とウェルニッケ野およびそれらを結ぶ線推連絡は

保たれていた。彼らは、このことから、言語野が他の皮質領野から孤立することがこの症

状をもたらすと考えた。その後、ゲシュヴィンドらの結論を支持する論文、批判的な論文

いずれも発表されている。コルンニーらは言語の発達過程でみられる聴覚一運動反射の脱

抑制が反響言語の原因と考え、ブラウン、キャンビエールらは大脳皮質賦括喪失を重視し

ている。  

ゲシュヴィンドらの主張のごとく、ブローカ野、ウェルニッケ野が保たれていることは

復唱が遂行されるための前提条件と言える。ただし、それだけで反響言語が生じるかどう

かは疑問がある。上記の条件に何か別の要因が加わって反響言語が生じるように思われる。

ブラウンは復唱における右大脳半球の役割を重視し、左大脳半球に広範な損傷がある場合、
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損傷を免れた言語野と右大脳半球の共同により復唱が遂行されると考えている。 また後で

詳しく述べるが、視床損傷による失語すなわち視床失語ではしば反響言語が認められる。

視床失語の症状は超皮質性失語に類似し、自発発話や言語認識に比して復唱がよく保たれ

ている。ブローカ野、ウェルニッケ野とも視床と密接な線維連絡を有することが知られて

おり、視床が反響言語の出現に何らかの役割を果たしている可能性がある。  

 

３．７ 全失語  

 殆ど全ての言語機能が著しく障害がされている。重度のブローカ失語とウェルニッケ失

語が合併した類型である。患者は２、３の語を話す（残語）のみで、重度の言語表出、言

語認識の障害を示す。書字言語も失われる。しかし、全失語といっても、全ての言語機能

が完全に廃絶するわけではない。ベンソンは表出面で２、３の語を組み合わせる、一つの

語を抑揚を変えて用いるなどにより 小限のコミュニケーションが可能な症例を報告して

いる。ムーアらは全失語で比較的保たれるものとして書字機能をあげ、文字の認識は音声

の認識に優るとしているが、フーバーはむしろ文字認識が悪いと述べている。ペックらは

自発発話に比べれば復唱はよいこと、ブローカ失語と異なりイントネーションはよく保た

れていること、を指摘している。全失語はそのままで経過することは少なく、多くは症状

の改善とともに、他の類型に移行する。特に、ブローカ失語になるものが多い。半側運動

麻痺、半側体性感覚障害は殆ど必発である。半盲も存在する。  

 

３．８ 皮質下性失語  

 古典論では、言語中枢と末梢の音声器官や感覚器官との連絡遮断による失語を「皮質下

性失語」と呼び、内言語（概念、意味構造）の障害を伴わない言語操作の障害と定義した。

皮質下性失語の名称を別にすればこのような症状を示す患者が存在することは多くの研究

者が認めている。書字言語には障害がない、すなわち言語の意味機能の障害がないので、

厳密な定義を採用すれば、失語とは異なる音声言語に限局した高次脳機能障害である。こ

の類型は研究者によって名称が異なり、その分類についても様々な類型が提案されている。

ここでは表出面での障害である純粋語唖および外国人アクセント症候群、認識面での障害

である純粋語聾、を取り上げる。  
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３．８．１ 純粋語唖  

 古典論では「皮質下性運動失語」と呼ばれる。類似の概念としては「純粋運動失語」、

「アフェミア」「アナルトリー」「発話失行」などがあり、その異同をめぐって種々議論

の多い類型である。  

臨床的には、構音のみが単独で障害され、言語理解はほぼ保たれる。ウェルツらは構音

障害の特徴として、①努力性で、試行錯誤を繰り返す構音運動の探索と自己修正、②プロ

ソディ障害、③同じ音の発話をした時結果が一定しない、④発話の開始困難、をあげてい

る。杉下らによれば、構音の誤りには一貫性がない。すなわち、同じ音を正しく構音出来

る場合もあれば失敗する場合もある。また誤り方にも一貫性がなく、様々な誤り方をする。

誤りの特徴として石合は、①母音より子音で誤りやすい、②子音の誤りでは置換が も多

い、③置換の中では有声子音の無声子音への置換が多い、⑤語頭の誤りが語中や語尾より

も多い、などをあげている。すなわち非流暢失語でみられる構音障害と同じ特徴が認めら

れる。  

定義によれば書字言語面では（構音障害による二次的な）音読以外の障害はないはずで

ある。実際、筆者は重度の純粋語唖例で読解、自発書字、写字には全く障害のない症例を

経験した。 ただし、文献的には、自発書字でミススペリング、文字の脱落、助詞や送り仮

名の障害、などを示す症例も純粋語唖として報告されている。純粋語唖には口・舌・顔面

失行がしばしば合併するが必発ではない。半側運動麻痺もしばしば認められる。  

この類型について、リヒトハイムは彼の図式（図１－３）から運動言語中枢と末梢との

連絡が断たれると他の言語機能はおかされず構音のみがおかされると考えた。それに対し、

マリーは類似の症状をアナルトリーと呼んで失語ではないと主張した 8 。その後、この類

型をめぐる議論は大きく二つに分かれる。一つはこのような「純粋」な構音障害を示す患

者が存在するかどうかという点であり、他の一つはそれはどのような機序により生じるか

である。

第一の点については、ルクールとレルミッテが上記の条件をほぼ満たす症例を報告し、

次いで他の研究者からも類似の症例が相次いで報告された。上述のごとく、筆者も同様の

症例を経験した。稀ではあるが純粋語唖は存在すると結論出来よう。  

 第二の点については三つの立場がある。第一は失語の枠内でとらえようとする立場であ

る。第二の立場は構音運動の障害、すなわち失行としてとらえようと立場で、「発話失行」

 
8 第１章参照。  
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という名称を用いる。第三の立場は失語とも失行とも異なる独自の高次脳機能障害とみる

立場である。  

まず純粋語唖が失語であるか、否かという点である。一般に失語か否かの基準としては

単なる末梢的な構音運動を超えたいわゆる記号としての言語の処理に障害があることが重

要と考えられる。もし純粋語唖において口頭言語表出のみに障害があるとするなら、記号

の符号化の一側面、ある特定の手段による符号化の障害があることになる。これは手段の

如何にかかわらず符号化、符合解読いずれもがおかされる失語とはやはり区別すべきもの

と考えられる。ただ、写字や言語認識の障害が全くないというのではなく、口語言語に比

してごく軽いというのであれば、記号操作の障害と言えなくはない（もっとも、それなら

軽度のブローカ失語と呼ぶべきである）。  

次に純粋語唖が失行の概念で捉えられるかどうかという点であるが、杉下は（少なくて

も純粋語唖の症状の一部は）失行とみなしうるとしている。大東は、①失行には種々の種

類があるが 9 、発話失行がそのどれに該当するか不明である、②失行は運動機能の障害を

記述する用語で言語学的障害を記述する用語ではない、③純粋語唖の症状は失行の概念だ

けでは捉えられない、などの理由で発話失行説に批判的である。

発話失行の提唱者ダーレィ、あるいはその支持者の論文を見るかぎりでは、なぜ彼らが

このような障害を失行と呼ぶのかは必ずしも明確ではない。多くの場合、彼らは「構音に

関わる筋肉の麻痺による構音障害ではないから失行である」と主張するだけである。また、

大東も指摘する様に、失行であるなら失行の類型のどれに対応するのかは触れられていな

い。第８章で詳しく述べるが、失行の発症機序は様々であり、その臨床像も異なる。純粋

語唖が失行であるなら、どの様な機序によって生じた失行であるかを明確にする必要があ

る。アラジョアニンらは、純粋語唖にみられる症状を音声学的解体症候群と呼び、①麻痺

性の要因、②失調性の要因、③失行性の要因、の三つの要因を区別した。彼らは純粋語唖

の構音障害の症状は失行性の要因だけでは説明出来ないと述べている。実際、純粋語唖患

者の音声器官運動に関する研究結果は、彼らの音声器官の動きには末梢性運動障害の特徴

が認められることを明らかにしている。失行には通常末梢性運動障害が存在しない（少な

くても末梢性運動障害では説明出来ないことが失行の診断基準である）。この点から見て

も純粋語唖を発話失行とすることには無理がある。純粋語唖は失語とも先行とも異なる独

立した症候群であり、その本質は音声学的解体にあるとするルクールとレルミッテの見解

 
9 第８章参照。  
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が も妥当なものと思われる。  

 なお、このような議論とは別にブローカ失語、純粋語唖などに見られる構音障害を顔面

失行による二次的なものとする見方がある。しかし構音障害と顔面失行は必ずしも合併す

るものではないことが知られている。純粋語唖の症状は顔面失行では説明出来ない。  

 

３．８．２ 純粋語聾  

古典論にいう「皮質下性感覚失語」であり、「純粋感覚失語」とも呼ばれる。1877 年ク

スマルによって提唱された。稀な類型であり、現在までに 60 例程の報告がある。  

 臨床的には音声知覚の障害を主症状とする。音は聞こえるが音声としては知覚しえない

状態である。結果として言語認識、復唱、書き取りが障害される。検者の口唇の動きを見

たり、表情や身振りを手がかりにしたり、あるいは文脈的な手がかりを利用することによ

り言語認識の成績は向上する。話者がゆっくり話す場合も成績は向上する。母音に比して

子音がより障害される。与えられた刺激が有意味語か無意味語かの判別は可能であり、有

意味語の復唱は無意味語より良好である。母国語と外国語の区別、話し手の認識が可能な

例もある。コルレらは通常の話し方の文章認識は障害されたが、感情を込めた話し方の場

合は認識成績が向上した症例を報告している。他の言語機能はおかされない（発病初期に

は錯語の見られることもある）。定義によれば言語表出面での障害はないはずであるが、

音韻性錯語や呼称障害を有する症例を純粋語聾として記載している研究者もいる。純粋語

聾では環境音の認識は保たれているが、音楽の認識は多少障害される。  

軽度の聴力障害、聴覚閥の不安定な変動、刺激強度の弁別障害などの非言語的聴覚機能

の障害も認められ、純粋語聾は失語と聴覚知覚障害の中間に位置すると考えられる。狭義

の聴覚失認との関係については、純粋語聾であって聴覚失認を伴わない症例の存在から両

者は別のものと考えられる。この点については第９章で詳しく検討する。  

純粋語聾をめぐる論議は純粋語唖のそれと同じである。すなわち第一に「純粋」な純粋

語聾が果して存在するかどうか、第二に存在するならばその機序はどのようであるか、の

２点である。第一の点について、1980 年、平野は詳しい文献考察から、他の神経心理学的

症状を全く合併しない純粋語聾は報告されていないとしている。その後の症例についても

この点は変わらない。もう少し基準をゆるめて、他の症状に比べて音声知覚の障害が特に

著しいあるいは音声知覚障害を主症状とするという意味で純粋語聾という語を用いるとす

れば、そのような症例は確かに存在する。  
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第二の点については、①聴覚言語中枢が末梢から遮断されることによる一種の離断症状

とみる、②何らかの聴覚情報処理の障害とみる、の二つの立場がある。ゲシュヴィンドは

第一の立場をとり、ウェルニッケ野が左右の聴覚連合野から分離されたことが純粋語聾の

成立機序と考えた。一方、第二の立場に立つものとしては、①聴覚的時間分離能の障害（ア

ルバートら）、②前言語的な聴覚的知覚障害（サフラン）、③音韻弁別障害（デゥニーズ

ら）、④聴覚的時間分離能の障害および音韻弁別障害のいずれか（アウエルバッハら）、

などの説がある。純粋語聾の症状は極めて多彩であり、その全てを離断症状として説明出

来るかどうか疑問が残る。何らかの聴覚情報処理の障害が存在するとみるのが妥当であろ

う。ヒトの脳内に音声情報処理に関係する特殊な神経機構が存在し、その損傷によって音

声知覚が特異的に障害されることも考えられる。  

 

３．８．３ 外国人アクセント症候群  

 大脳半球損傷に伴い、母国語を話しているにも拘わらず、外国人が話しているような発

話をする症状である。1975 年、ホワイタッカーは英語を母国語とするブローカ失語例でス

ペイン語のような発話をする症例を報告した。以来外国語アクセント症候群として症例報

告がなされている。日本語を母国語とする症例では、韓国語あるいは中国語のようなアク

セントで話したと記載されている。多くの症例ではブローカ失語類似の非流暢失語症状が

あるが、比較的純粋に本症状のみを呈する症例、すなわち失語症状がないか軽微であって

外国語のような発話をする症例が報告されている。原因としては、①呼吸法の障害、②音

声器官の筋失調、③皮質性構音障害、④一種の失行、などが指摘されている。  

 

４．失語の解剖学 

 

４．１ 大脳半球優位  

４．１．１ 利き手と大脳半球優位  

 失語は通例いずれか一方の大脳半球の損傷で生じる。一側大脳半球損傷に伴う失語の出

現頻度を文献的に検討してみると表６－３上段のごとくである。右手利き 10 では失語は殆

 
10 利き手を厳密に定義することは容易ではない。ここでは、日常的な巧緻性を要する動作

や道具の使用を主に右手で行う個人を右手利き、主に左手で行う個人を左手利きと定義す

る。  
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ど左大脳半球の損傷によって生じていることがわかる。「大脳半球優位」「大脳半球機能

差」「側性化」などと呼ばれる現象である。すなわち、右手利きでは言語に関する優位大

脳半球は左ということになる。表から明らかなように、左手利きも左大脳半球損傷で失語

となる割合が高いが、右大脳半球の損傷でもかなりの率で失語が出現する。左手利きの言

語に関する優位大脳半球は左ではあるが、右手利きに比べると不明瞭である。  

 

表６－３ 利き手と言語に関する優位大脳半球との関係  

 

失語のデータから分かることは一側大脳半球損傷によって失語が生じた事実であって、

損傷されていない大脳半球の機能についての情報は得られない。1949 年和田 淳は言語に

関する優位大脳半球を評価するための優れた方法を開発した（ワダ法）。左右の頸動脈に

麻酔薬（アモバルビタール）を注入すると対応する大脳半球に一過性の機能障害を生じさ

せることが出来る。この時、一側頸動脈へ麻酔薬注入でのみ失語類似の言語障害が生じた

ならその大脳半球が言語に関する優位半球であると判断される。左右いずれの頸動脈への

麻酔薬注入でも失語症状が生じた場合はいずれの大脳半球も言語機能に関係していると判

断される。これまでの研究結果は表６－３中段のごとくである。右手利きでは圧倒的に左
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頸動脈への麻酔薬注入によって失語症状が出現する。左手利きでは右頸動脈への注入によ

って失語症状を呈する場合が少なくない。ワダ法の結果からも言語に関して、右手利き：

明らかな左大脳半球優位、左手利き：不明瞭な左大脳半球優位、の結果が得られている。  

ワダ法は優位大脳半球決定のゴールデン・スタンダード（golden standard、 良の方法）

であるが、頸動脈に注射針を挿入する多少とも危険を伴う（侵襲的）手技であり、安易に

適用することは許されない。通常、脳外科手術対象患者について、大脳皮質を部分切除し

た場合術後失語が生じるかどうかを予測する方法として用いられている。表６－３に紹介

した研究も主として脳外科手術を予定しているてんかん患者を対象として行われた研究で

あり、そこからヒト一般について結論を下すことは問題がある。そこで言語課題遂行時の

脳活動性を fMRI などの機能画像解析によって評価し、優位大脳半球を決定する試みがな

されている。この場合、言語課題遂行に伴ってより活動性増大を示した大脳半球が優位半

球と判断される。この方法は被検者に全く負担がかからない（非侵襲的）ので健常者や小

児にも適用可能である。現在までに報告された研究結果を要約すると表６－３下段に示す

ごとくである。ワダ法の結果とよく一致することが確認出来る。スプリンガーやネヒトの

データは心身に障害のない健常者のデータである。右手利きの 95%は左大脳半球優位であ

る。左手利きではその割合は 82%に低下する。  

  以上のデータを総合すると、  

１）ヒトでは大多数の個人で言語に関する優位大脳半球は左である。  

２）いずれの大脳半球が優位半球になるかは利き手に関係している。左手利きでは左大

脳半球優位の比率が明らかに低下する。  

と結論出来る。かつてブローカは「ヒトは左脳で語る」と述べた。この言葉は 150 年を経

た現在でも真実である。  

 

４．１．２ 大脳半球優位の解剖学的背景  

 言語に関する大脳半球優位は何故生じるか。左右大脳半球間の解剖学的差異がこのよう

な機能的差異の背景にあるという考えが当然生じる。１９世紀以来この仮説を実証すべく

多くの研究がなされたが、明確な結果は得られなかった。著名な神経解剖学者フォン・ボ

ーニンは 1962 年この問題に関する詳細な文献的検討を行い、両大脳半球間に明瞭な解剖

学的差異は存在しないと結論した。ところが 1968 年ゲシュヴィンドらは側頭葉内側にあ
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る側頭平面（図６－８）の大きさを 100 の脳で検索し、65%で左の側頭平面が右より大き

く、24%で差がなく、11%では右が大きいという結果を得た。彼らはこれが大脳半球優位

の背景にある解剖学的差異であると結論した。この研究は非常な関心を呼び、形態画像解

析の著しい進歩とあいまって左右大脳半球の解剖学的差異については数多くの研究報告が

なされている。現在までに得られた主な知見は以下のごとくである。  

 １）側頭平面における左右差の存在は明らかである。諸家の報告を平均すると、およそ

右手利きの 73%で左が大、13%で左右差なし、14%で右が大である。  

 ２）シルビウス溝は左で長い。またシルビウス溝・溝端での上方への彎曲角度は右でよ

り大きい。結果として頭頂弁蓋部は左で大きく、頭頂・後頭部は右で大きい。  

  ３）前頭葉弁蓋部（４４野）および三角部（４５野）（図６－１８）は左で大きいとす

る報告が多いが、逆に右が大きいという報告、左右差は認められないという報告もある。

側頭平面の左右差の方向と前頭弁蓋部の左右差の方向は必ずしも一致しない。  

 ４）前頭極は右の方が広く長い、後頭極は左の方が広く長い。  

 ５）上記のような左右差は 30 週前後の胎児で既に認められる。  

 ６）細胞構築学的側面については、①左側頭平面の軸索の髄鞘化は左で顕著である、②

２２野のコラム間の線維連絡は右より左で密である、③４４野のニューロン数は男性での

み左で多く、４５野のニューロン数に左右差はない、ニューロンの密度は４４野、４５野

とも左右差はない、などの報告がある。  

 

図６－８ 側頭平面  

大脳をシスビウス溝後端の位置で水平に切り上部を取り除いた図  
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もし右手利きにおける大脳半球優位がこのような解剖学的差異に基づいているなら、左

手利きでは左右大脳半球間の解剖学的差異が小さいあるいは存在しないことが予想される。

この仮説を支持するデータが報告されている。例えば、ハビブらによれば、右手利き 28

名中左側頭平面が右より大きい個人は 19 名、逆に右側頭平面が左より大きい個人は９名

で あ っ た が 、 非 右 手 利 き （ 左 手 利 き と 両 手 利 き ） 19 名 で は そ れ ぞ れ ９      

名と 10 名であった。また、モフェらによれば、言語に関して左大脳半球優位を示す左手

利きでは左側頭平面が大であったが、右大脳半球優位を示す左手利きでは側頭平面に左右

差は認められなかった。ケルテツらによれば、シルビウス溝溝端の左右差は右手利きでは

60%に認められるが、左手利きでは 10%でしか認められなかった。  

 

４．１．３ 大脳半球優位の機序  

 右手利きと左手利きでは脳の機能および構造に明らかな違いが存在する。この違いは何

故生じてくるのか。まず考えられるのは遺伝である。両親とも右手利きの場合、子供が左

手利きになる割合は 9.5%である。一方の親が左手利きの場合、子供の 19.5%が左手利きと

なる。両親とも左利きの場合子供の左手利き率は 26%になる。この事実は利き手の決定に

遺伝的要因が関与していることを示唆する。他方、双生児研究からは利き手に及ぼす遺伝

的要因の影響はそれほど高くないことが示されている。一般に一卵性双生児間の一致率が

二卵性双生児間の一致率より大きいほど遺伝の影響が強いと判断される。メドランドらの

検討によれば、利き手の一致率の平均は一卵性双生児が 79%、二卵性双生児が 76%で、前

者が高いが差はわずかである。彼らは利き手の遺伝的負荷は 25%程度と予測している。利

き手の決定には遺伝的要因と環境的要因の両者が関与していることは明らかである。これ

らの要因がどのように利き手の決定に関与しているか。種々のモデルが提案されている。  

１）アネットの「右偏位理論」～「右偏位対立遺伝子」rs＋と rs－を仮定する。rs＋遺伝子

は右手利きおよび言語に関する左大脳半球優位を遺伝する。rs－遺伝子はこの特性を遺伝し

ない。 rs＋は優性、 rs－は劣勢であるので、 rs＋ rs＋および rs＋ rs－の個人は右手利きかつ言語

に関して左大脳半球優位となる。 rs－ rs－の個人では、利き手や優位大脳半球がどちらにな

るかは偶然の要因（環境要因とは限らない）によって決定される。右大脳半球損傷に伴う

失語の出現率などから rs＋の頻度は 57%、rs－の頻度は 43%と推定される。このモデルに

よれば左手利きの比率は人口の約 10%と予測される。この値は実際のデータと一致する。 

２）マクナマスとブライデンのモデル～対立遺伝子 D と C を仮定する。D は右手利きを
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遺伝し、C はこの特性を遺伝しない。DD の個人は必ず右手利きとなる。CC の個人では

50%が右手利き 50%が左手利き、DC の個人では 75%が右手利き 25%が左手利きとなる。

アネットのモデルとの違いは以下の点である。  

①アネットは利き手を連続変数と考える。マクマナスらは利き手を右手利きか左手利き

かの離散変数と考える。  

②偶然的要因は DC、CC いずれの個人にも作用する。  

③X 染色体上に修飾遺伝子 M を仮定する。優性遺伝子 M は利き手に影響しない。劣勢

遺伝子 m は C と同じ作用をする。男性は X 染色体を一つしか持たないので m 遺伝子の影

響を受け易い。すなわち左手利きになりやすい。特に母親が左手利きの場合左手利きにな

りやすい。  

３）ゲシュヴィンドのホルモン仮説～読字の学習が遅れる発達性学習障害や喘息などの

免疫性疾患は右手利きより左手利きで多いが、さらに女性より男性で多い。このような事

実を考慮してゲシュヴィンドらは大脳半球優位について次の仮説を提出した。男性ホルモ

ンは言語に関する優位大脳半球の側頭葉、すなわち左側頭葉の発達を遅らせる作用があり、

同時に免疫機能の発達をも遅らせる。母胎において男性の胎児は女性の胎児よりも高濃度

の男性ホルモンに曝され，左大脳半球や免疫系の発達が遅れる。結果として左手利きは男

性に多く、発達性読字障害、免疫性疾患などの頻度も高くなる。  

これらの仮説の当否については種々議論がある。アネットの仮説は実際のデータと比較

的よく一致するが、アネットの理論だけでは説明出来ない事実もあり、アネット自身も含

め様々の修正案が提出されている。マクナマスとブライデンのモデルもその一つである。

このモデルは左手利きが男性に多いことを考慮して提案されたモデルであるが、アネット

のモデルに比べ簡明さに欠ける。ゲシュヴィンドのモデルは一時大変注目され、その妥当

性を検証するための研究が多数報告された。ゲシュヴィンドらの仮説を支持する研究もあ

るが、多くの研究は否定的な結果を報告している。  

なお、利き手に関する遺伝子の候補が１番染色体、２番染色体、１０番染色体などにお

いて確認されたとする報告がある。  

 

４．２ 言語野  

 左大脳半球に病変があれば必ず失語になる訳ではない。すなわち左大脳半球の全ての領

野が同じように言語に関係しているのではない。特に言語と関連の深い領野を「言語野」

６-42 
 



第６章 
 

と呼ぶ。古典論では左下前頭回脚部および左上側頭回後部が言語野であり、今日それぞれ

ブローカ野、ウェルニッケ野と呼ばれている。古典論の成立以来言語野については膨大な

研究の蓄積がある。現在までに得られた主な知見を紹介する。  

 

４．２．１ 失語の責任病巣  

 図６－９は 1914 年デジェリンが当時得られた失語剖検例のデータから決定した失語を

引き起こす病変部位、いわゆる失語責任病巣である。彼によれば失語は次の三つの領野の

病変で生じる。  

 １）前方ブローカ領域（Ｂ）～第三前頭回脚部ならびにその近傍領域。前頭弁蓋部は除

く。これは島の前方まで延長される。  

 ２）下方ないし側頭ウェルニッケ領域（Ａ）～第一側頭回後部ならびに第二側頭回後部。  

 ３）後方部（Pc）～角回。  

 

 

図６－９ 剖検例から決定された失語の責任病巣（デジェリン）  

 

上記３領域が失語の責任病巣であることは近年における画像解析を用いた研究からも支

持される。図６－１０は CT による解析結果、図６－１１は MRI による解析結果である。

いずれもデジェリンの結論とほぼ一致するが、デジェリンの領域より広い領野の損傷で失

語が生じることを示している。特に超皮質性失語はブローカ野やウェルニッケ野からかな

り離れた領域の損傷で生じる。このことからベンソンは超皮質性失語を「シルビウス領野

外失語」と呼ぶことを提唱したが、広く支持を得るには至らなかった。図６－１１の失読
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失書は第７章で詳しく述べるように、口頭言語の障害を伴わない書字言語に限定された障

害である。このことからデジェリンの後方領域は書字言語あるいは口頭言語と書字言語と

の相互作用に関係する領野と考えられる。  

 
図６－１０ CT 所見に基づく失語責任病巣（ケツテツ）  

 

   

図６－１１ MRI 所見に基づく失語責任病巣（ダマジオ）  

           数字はブローカの領野  
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MRI の画像解析法に容積計測法がある。第２章で述べたように、MRI 画像を 0.5cm3 程

度の小立方体（ボクセル）に分割し、ボクセル毎に損傷の有無を統計学的に検討する方法

である。従来の特定領野の損傷があるか否かを視察により判断する方法（関心領域法）に

比べ、より詳細に損傷領野を診断することが可能である。ベーテスらは 100 例の失語患者

を対象に容積計測法を用いて損傷領野と失語症状の関係を検討した。結果は図６－１２に

示すごとくであった。流暢性は島回損傷（ｂ）、頭頂葉白質の弓状束および上縦束の損傷

（ｃ）で も障害されていた。言語認識は中側頭回（MTG、ｄ）、背外側前頭前野（ｅ）

の損傷で も障害されていた。ブローカ野（４４野、４５野）の損傷は 大の流暢性障害

とは関係せず、ウェルニッケ野の損傷も 大の言語認識障害とは関係していなかった。さ

らにベーテスらは損傷領野と失語症状間の相関は当該領野が言語機能に直接的関係を有す

ることを意味するのか、あるいは単に当該領野と他の領野の損傷が同時に生じることの反

映であるかを共分散分析により検討した。その結果、ブローカ野とは独立に島回前半損傷

は流暢性障害と直接的関連を有していた。同様に、ウェルニッケ野とは独立に中側頭回損

傷は言語認識障害と直接的関係を有していた。  

 

図６－１２ 失語症状と損傷領野との関連  

ａ～ｆは撮像レベル（右下）、ａ～ｃ：流暢性障害、ｄ～ｆ：言語認識障害  
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CT や MRI で診断出来るのは形態学的な異常である。第１章で述べたように、フォン・

モナコフは、機能解離の概念を提出し、脳に局所的損傷が生じると、損傷部位から神経線

維を受けている神経細胞が一過性に機能障害に陥り、高次脳機能障害を生じさせると主張

した。この立場から見ると、失語の責任病巣とは形態学的な損傷領野ではなく機能的障害

が存する領野ということになる。メターらは PET を用いグルコース代謝量を左右大脳半

球間で比較した。図６－１３がその結果である。対象となった失語 24 例中 57%で左前頭

葉に代謝低下が認められた。他方形態学的病変は 22%でのみ認められた。ブローカ失語で

は尾状核頭の代謝低下が顕著であり、他の失語類型に比して前頭葉で代謝が低下していた。

ウェルニッケ失語では側頭葉・頭頂葉領野で代謝低下が認められた。メターらは CT 上損

傷を認めない領野でも PET では代謝低下を認める症例の存在を確認している。また、形

態損傷部位と機能障害部位との間にずれがある症例も見いだしている。失語の責任病巣の

検討は CT や MRI だけでは不十分であり、機能画像解析による検討が必要である事を示唆

する知見である。  

 

 

図６－１３ 失語症候群におけるグルコース代謝の左右大脳半球間比較  

SF：上前頭回、LF：下前頭回、B：ブローカ野、PR：頭頂葉、ST：ウェルニッケ野  

PT：後側頭葉、O：後頭葉、CD：尾状核頭、TH：視床  
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４．２．２ 大脳皮質刺激実験  

 カナダの脳外科医 W・ペンフィールドは 1940 代から 1950 年代にかけ、てんかん患者

の脳手術時に大脳皮質を電気的刺激し、言語表出に障害が出現するかどうかを検討した。

左ブローカ野、補足運動野（大脳半球の内側面で、外側にある中心前回の足に対応する部

分の前方、図６－２０参照）、頭頂・側頭葉後方（上側頭回の後部と中・下側頭回の後部、

角回、縁上回）の刺激で言語表出が障害された。障害の内容は、発話停止、口ごもり、不

明瞭、反復、歪曲、数唱中の数の混乱、呼称障害、読字困難、書字困難などであった。そ

の後オージェマンのグループも左大脳半球皮質電気刺激による言語機能の変化を組織的に

検討している。結果は図６－１４に示すごとくであった。前頭葉運動野前方の刺激では

79%の被験者で何らかの言語障害が認められた。ウェルニッケ野を中心とするシルビウス

溝周辺領野の刺激では 36%の被験者でのみ言語障害が認められた。電気刺激の効果は古典

的言語野すなわちブローカ野、ウェルニッケ野周辺領野を越えて広範に分布していた。ま

た言語野の部位、広がりには大きな個人差が認められた。  

 

 

 

図６－１４   大脳皮質電気刺激による言語の変化  

円は刺激部位、円外の数字は被験者数、円内の数字は言語に変化があった被験者数  
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デゥフォーらは大脳皮質間の連絡線維である連合線維（図３－２２、図３－３０参照）

の刺激実験を行い以下の結果を得た。  

 １）後頭前頭束下方刺激～意味処理障害  

 ２）弓状束刺激～音韻処理障害  

 ３）上縦束外側刺激～言語認識障害および構音障害  

 ４）皮質線状体路刺激～構音運動制御障害  

デゥフォーらは、①言語機能は大脳特定領野の機能ではなく機能系として複数の大脳皮質

に分布する、②連合線維は言語機能に重要な役割を果たす、と考察している。  

 

４．２．３ 言語課題遂行時の機能画像解析  

 種々の言語課題遂行時における脳活動性の変化については非常に多くの報告がある。用

いられている機能画像解析の手法も様々である。全体の傾向としては、  

１）古典論において言語野とされたブロ－カ野、ウェルニッケ野は共に言語課題遂行時

強く活性化される。  

２）言語野以外の領野も広く活性化される。特に言語認識課題ではかなり広範な領野が

活性化される。  

３）左右大脳半球差は失語の責任病巣の場合ほど明瞭ではない。特に側頭葉でこの傾向

は顕著である。  

などの点が指摘しうる。以下課題別に検討する（図６－１５参照）。  

１）音声表出～無意味語の音声表出では、左下前頭回、左中心前回腹側部、左島回、左

上側頭回、左下側頭回、右上側頭回、右島回で活性化が認められる。有意味語の音声表出

においては左下前頭回後部と左上側頭回後部の活性化が特に顕著である。左右の中心前回、

中心後回も活性化される。音声表出に際して精緻な発話器官の運動の制御が必要であるこ

との表れである。  

２）音声認識～左前頭極、左下前頭回脚部、左上側頭葉、左頭頂・側頭葉、左上頭頂葉、

右上側頭葉で活性化が認められる。特に左下前頭回脚部は音声認識において重要である。

この領野は明瞭な音声表出課題が与えられない条件下でも音声刺激が提示されただけで活

性化するが、左上側頭回は音声表出課題が負荷されない条件では活性化されない。音声認

識課題遂行時の上側頭回の活性化は左でのみ認められるとの報告がなされたが、その後の

研究では左右の上側頭回がいずれも活性化するとの報告が多い。左上側頭回は、①音声情
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報の時間的要因の弁別課題、②難易度の高い音声弁別課題、③言語音と非言語音の弁別課

題、などにおいて右より強く活性化される。特に左上側頭回後方が音声認識との関連が深

い。  

 

 

図６－１５ 言語課題遂行に伴う脳の活性化  
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３）語表出～左中前頭回、左下前頭回、左中心前回、左中心後回、左島回、左上側頭回、

左中側頭回、左上頭頂葉、右中心前回、右中心後回、右島回、右上側頭回、右中側頭回が

活性化する。語表出課題では顕著な左右差が認められ、特に左下前頭回脚部と左上側頭回

後部の活動性増大が顕著である。  

４）語認識～左前頭極、左上前頭回、左中前頭回、左中側頭回、左下側頭回、左下頭頂

葉、右中側頭回、右下側頭回が活性化する。語の意味処理において中心的役割を果たすの

は左上前頭回、左中・下側頭回後部、左下頭葉である。左上前頭回は語のカテゴリー分類

課題や手話の認識に関係する。その活動性は品詞によって異なり、名詞より動詞で強く活

性化する。左中・下側頭回は後方から前方に向かって特定の意味カテゴリーに分化した下

位領野があり、各下位領野は特定カテゴリーの物品名の提示時のみ活動性が増大する。ま

た、動詞より名詞に強く反応する。この領野は点字認識課題時にも活性化する。左中・下

側頭回が音声言語に限らず意味認識全般に関係することを示す知見である。なお対応する

右中・下側頭回でも語認識課題時活動性が増大する。左中・下側頭回では連続的に入力さ

れる音声情報を一時的に保持し、それを統合して語を形成する過程が営まれる。一方意味

概念システムへのアクセスは左右いずれの中・下側頭回からも可能と考えられる。左下頭

頂葉は意味判断課題遂行時強く活性化される。この領野には視覚、聴覚、体性感覚、すべ

ての感覚情報が入力しており、 も抽象的なレベルでの「意味」がここに存在する可能性

が高い。  

５）文章表出および文章認識～左下前頭回脚部、左上側頭回後部、右下前頭回、右上側

頭回後部の活性化が認められる。図６－７に示すごとく、文章処理には意味処理と文法処

に分かれる。ブックハイマーらによれば左下前頭回の前方（眼窩部）は意味処理に関係し、

後方（弁蓋部）は文法処理に関係するという。ムッソらによれば、人工的言語の文法学習

に際して左下前頭回脚部が活性化する。他方インデルフライらは文法処理に際して活性化

される部位は左下前頭回脚部ではなく、より後方の中心前回弁蓋部であるとしている。こ

のように文法処理に関わる部位が古典論ブローカ野であるのか、その近傍の別の領野であ

るかは議論がある。  

６）プロソディ認識～イントネーションやアクセントから文章の意味を認識する課題に

おいては右大脳半球、特に右下前頭回の活性化が報告されている。譬喩や例え話の認識課

題においても右大脳半球が左大脳半球より活性化される。  

７）談話～話し手と聞き手の相互作用としての発話、すなわち談話の認識課題遂行時に
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は両側の上前頭回、側頭葉前部（側頭極）、内側頭頂葉、後帯状回、などで活性化が認め

られる。ただし、活性化の程度は左大脳半球で大きい。左上前頭回内側は談話の全体的な

流れの認識に関係するとされる。左側頭極は騒音などより聞き取り難い文章の認識に関係

する。左頭頂葉は現在の談話の内容と過去の知識との照合に関係する。  

  

４．２．４ 言語機能系  

 第２章で述べたごとく、言語に限らず高次脳機能は特定の脳領野に局在するのではなく、

大脳皮質の広範な領野がこれに関与すると考える機能系説が有力となりつつある。ヴィノ

ウらは言語処理に関する機能画像解析研究のメタ解析に基づき言語処理に関する以下の機

能系を想定している。  

１）音声処理系（図６―１６（１））：音声表出ならびに音声認識に関与する機能系で

あり、前頭－側頭葉聴覚運動系および前頭―頭頂葉音韻作業記憶回路がある。前頭－側頭

葉聴覚運動系に関係する主要な領野は、①ローランド溝（RolS）上部～低次元の音韻表出

制御および音韻認識、②下前運動野（Prec）～音韻情報の保持、③ローランド弁蓋部・中

心前回島部（RolOp）～構音時における感覚―運動情報統合、④側頭平面 (PT)～音韻知覚、

音声と対象との結合、⑤上側頭回前方（T1a）～音韻知覚、音声と対象との結合、である。

音韻作業記憶回路の主要な領野は、①下前頭回三角部（F3td）、②縁上回（SMG）、③弓

状束～F3td と SMG を結ぶ連合線維、である。  

２）意味処理系（図６－１６（２））：主要な領野は、①下前頭回弁蓋部（F3op）、②

下前頭回眼窩部（F3ob）、③上側頭回後部（T1p）～聴覚特異的意味処理、④中側頭回外

側および内側（T2ml）～様相独立な意味処理、⑤下側頭回後部（T3p）および角回（AG）

～概念野、⑥前紡錘状回（Fusa）～語と概念の統合、である。意味処理系は前頭葉、側頭

葉、頭頂葉に広く分布しており、領野間の統合は、弓状束、下縦束および鈎状束によって

担われている。  

３）文章処理系（図６－１６（３））：主要な領野は、①下前頭回弁蓋部（F3opd）～

文章の意味処理、文法処理、②下前頭回三角部（F3td）～主として文法処理、③中前頭回

後方（T2p）～文法処理、④側頭極（Pole）～複雑な言語情報の処理、⑤上側頭回前方 (T1a)

～文法処理、⑤中側頭回外側部・内側部（T2lm）～主として文章意味処理、⑥上側頭溝後

方（SPSp）～複雑な言語情報の処理、である。  

 ヴィノウらによれば、これら三つの系間にも相互作用が存在する。相互作用において中
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心的役割を果たす領野は聴覚様相に関しては上側頭回前方（T1a）、視覚様相に関しては

下側頭回後方 (T3p)である。  

 

 

 

図６－１６（１） 音声処理系  

音声処理課題遂行時活性化された脳領野（上図青い点）の検討から想定される音声処理系

（下図）。略称は本文参照。  
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図６－１６（２） 意味処理系  

意味処理課題遂行時活性化された脳領野（上図青い点）の検討から想定される意味処理系

（下図）。略称は本文参照。  
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図６－１６（３） 文章処理系  

文章処理課題遂行時活性化された脳領野（上図青い点）の検討から想定される文章処理系

（下図）。略称は本文参照。  
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４．３ 失語類型の責任病巣  

４．３．１ ブローカ失語  

 ブローカの 初の症例（Leborge）の脳には図６－１７のような損傷があった。彼は「我々

の症例においては、病変の原発部位は第二（中）あるいは第三（下）前頭回、おそらくは

後者である」と考察した。その後経験した第２例では「第二及び第三前頭回の後部三分の

一をおかした深いがきわめて限局した病変」を認め、左第二および第三前頭回後半が構音

機能に関係するが、特に後者が重要と考え、この領野を言語回転と呼んだ。下前頭回は前

方から４７野（眼窩部）、４５野（三角部）、４４野（弁蓋部）に分けられる（図６－１

８）。ブローカの言語回転は４４野に対応する。  

 

図６－１７ ブローカの 初の症例（Leborge）の脳の外観図  

 
図６－１８ ヒト左大脳半球の側面図  

４４：弁蓋部（ブローカ野）、４５：三角部、４７：眼窩部  
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その後、デジェリンは左中前頭回後部、左下前頭回後部および左島の前半をブローカ失

語の責任病巣と考え、この領域をブローカ領域（野）と呼んだ（図６－９参照）。イサー

リン、ベンソンとゲシュヴィンドなどは、ブローカ野の範囲をもっと狭く左下前頭回後半

に限定した。この考えは定着し、現在ブローカ野といえば左下前頭回弁蓋部を意味する。  

さて、第１章で述べたように、マリーはブローカ野と失語との関連性を否定した。エカ

ンとコーシはブローカ野限局性の病変例 19 例について検討し、典型的なブローカ失語は 1

例もみられなかったと指摘した。ザングウィルもブローカ野の外科的切除例でブローカ失

語が生じなかったいわゆる「陰性例」を報告した。このようにブローカ失語とブローカ野

の関連は当初考えられていた程密接ではなかった。さらにこの間題について新たな論議の

きっかけを作ったのはムーアである。彼は文献例および自験例の検討から、ブローカ野の

損傷のみではブローカ失語は生ぜず、一過性の無言状態とそれに基づく構音失行を生じる

のみであるとした。その後、ブローカ失語とブローカ野をめぐっては多く研究がなされ、

様々な論議が展開されてきた。これらの研究の結果を要約してみると、およそ次のごとく

である。  

１）ブローカ野の限局性病変で典型的なブローカ失語は生じない。浜中はブローカ野に

比較的限局した病変例を文献的に詳細に検討している。それによれば、この領野の病変に

より言語表出面での障害を主とする失語の生じることは明らであるが、典型的なブローカ

失語にあたるものは報告されていない。  

 ２）典型的なブローカ失語とみなしうる症例の病変部位はブローカ野を超えて中心前回

脚部、島前方、さらに被穀にまで広がっているものが多い。特に構音障害の重度な症例で

は中心前回、島に病変が認められる。そこで、ブローカ失語の病変部位として、中心前回

を重視する立場がある。しかし、片麻痺を合併しないブローカ失語の存在などから、中心

前回の損傷のみでブローカ失語が生じるかどうかは疑問である。中心前回はむしろ純粋語

唖との関連が深いとする見方が一般的である（純粋語唖の項参照）。  

 ３）では、ブローカ野限局性病変ではどのような症状が生じるのか。構音障害説、アラ

ジョアニンの音声学的解体症候群を生じるとする説、喚語障害が生じるとの説、さらに文

法障害を生じるとする説がある。 近デービスらはブローカ野限局性病変例 MJE を対象

として種々の言語課題を実施した結果を報告している。MJE は発症１日後の MRI では左

後前頭葉４４野／４５野対応領域に 3mm 以下のごく小さい梗塞巣を認めた。灌流強調画

像（PWI）でも４４／４５野限局性の血流低下を認めた（図６－１９Ａ）。言語機能検査
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の結果、①物品呼称、②書き取り、③口頭綴り（オーラルスペリング）、④能動文の認識、

⑤受動文の認識、に障害を示した。①語音読、②有意味語および無意味語の復唱、④単文

の認識、は正常であった。発症２日後静脈内血栓の外科的切除が行われた。術後の MRI

ではブローカ野の血流は完全に回復した（図６－１９Ｂ）。言語検査では全ての課題で正

答率 90%以上であった。以上から著者ら、ブローカ野限局性病変は文法構造の表出と認識、

構音の運動プログラミング障害を生じさせると考察している。  

 

 

図６－１９ 症例 MJE の低灌流領域の三次元表示  

Ａ：発症時、低灌流領域（紫）、４４野（黄）、  

Ｂ：発症２日後、低灌流領域（紫）、４５野（オレンジ）  
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ロビンソンらは左ブローカ野損傷に伴って文章の生成が著しく障害された症例を報告し

た。彼らはこの症例をルリアの力動性失語の典型例と見なし、複数の互いに拮抗する反応

から一つを選択することが障害されるため、文章を生成することが出来ないと考察した。

トンプソン・シルらも左ブローカ野損傷例では狭義の失語症状ではない言語障害が出現す

ることを報告している。彼らの課題はCRT上に提示された名詞に対応する動詞を答えるこ

とであった。名詞に対応する動詞が多数ある場合左ブローカ野損傷例の成績は低下した。

彼らはこの結果を拮抗する複数の反応から特定の反応を選択することの障害と考察した。

バクらは認知症を伴う運動ニューロン変性疾患例 11 で動詞の生成が特異的に障害された症

例を６例報告している。このような動詞の生成障害は麻痺性構音障害とは異質であり、失

語性のものと判断された。剖検では左４４／４５野の病変が共通して認められた。  

４）さて、前述のごとく、ブローカは彼の症例の歴史的意義に配慮して、その脳の病理

組織学的検討を行わなかった。従って、彼の症例における脳病変の詳細は不明であった。

近年における形態画像解析技法の進歩はブローカの症例における脳損傷の詳細を明らかに

する事を可能にした。その結果は失語の責任病巣に対するブローカの考え、更には「ブロ

ーカ野」の概念自体に変更を迫るものであった。  

第１章で述べたように、ブローカの 初の症例ルボルニュの脳は 1980 年 CT による検

索結果が報告され、2007 年ドロンカーらによって高解像度 MRI による解析結果が報告さ

れた。ドロンカーらはブローカの第二例（Lelong）の脳についても高解像度 MRI による解

析を行った。いずれの症例でも左大脳半球に広範な皮質および皮質下損傷が認められた。

注目すべきはブローカが彼の「アフェミア」の責任病巣と考えた左下前頭回の損傷の広が

りである。２例とも下前頭回は確かに損傷されているが、 も重度の損傷は下前頭回の中

央部に認められブローカが重視した下前頭回脚部の損傷はそれ程ではなかった。特に第二

例では下前頭回脚部はほぼ完全に保たれていた。両者に共通する 大の損傷は前頭葉皮質

下を走る弓状束／上縦束の損傷であった。この結果からドンカーらは、①実際の症例に則

していえば「ブローカ野」は下前頭回脚部ではなくて下前頭回中央部である、②アフェミ

アは前頭葉白質損傷により前方言語野と後方言語野の連合が離断されたために生じた症状

である、と結論している。  

 

 
11 第１６章参照  
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４．３．２ ウェルニッケ失語  

 ウェルニッケは、ブローカによって報告された言語表出面が障害される失語とは異なり、

言語認識面で障害が重度である失語が存在することを明らかにし、これを皮質性感覚失語

と呼んだ。彼はその責任病巣を左上側頭回に位置づけた。  

デジェリンはウェルニッケ失語の責任病巣を左上および中側頭回後半とし。ベンソンと

ゲシュヴィンド、ペックらは左上側頭回後部を重視している。現在ウェルニッケ野と呼ば

れているのは左上側頭回後方三分の一の領域（２２野の後端）である。 近の CT および

MRI による検討でもウェルニッケ失語では上側頭回から中側頭回後半部に病変が存する

ことが確認されている（図６－１０、図６－１１）。一方、杉下は、剖検で左横回および

その白質、島後部、外包、内包のレンズ核後部に病変があったが、上側頭回は保たれてい

ることが確認された（白質には軽度の損傷あり）ウェルニッケ失語例を報告している。  

 既に述べたようにウェルニッケ失語をさらにいくつかに下位分類する立場がある。ヒア

とムーアは、ウェルニッケ失語を言語認識障害の強い類型と、書字障害の強い類型に分け、

前者では側頭葉聴覚連合野の損傷があり、後者では下頭頂葉（角回）損傷が見られるとし

た。倉知らもこのことを確認している。エカンは、語聾症状の強い症例ではヘシェル回を

含む上側頭回に、意味認識障害の強い症例では側頭葉の下後方に病変があるとしている。

MRI を用いた詳細な検討から、ドロンカーらはウェルニッケ失語における語の意味認識障

害は左中側頭回損傷と関連が深いとしている。ケルテツは言語表出面からウェルニッケ失

語を分類し、①音韻性錯語を主とするウェルニッケ失語では両側性病変、②造語新作を主

とするウェルニッケ失語では左上側頭回後部、側頭弁蓋部、縁上回、角回病変、③意味性

錯語を主とするウェルニッケ失語では造語新作を主とするウェルニッケ失語とほぼ同一部

位でやや小さく側頭葉よりの損傷がある、としている。  

 以上をまとめる。ウェルニッケ失語の主症状は音韻処理障害と意味処理障害である。前

者はウェルニッケ野およびその周辺領域の損傷で生じ、後者はウェルニッケ野の後方もし

くは下方の損傷で生じる。  

 

４．３．３ 伝導失語  

 ウェルニッケの仮説（図１－２）に従えば、復唱が著しく障害される伝導失語の病巣は

運動言語中枢と感覚言語中枢とを結ぶ線維の障害で生じるはずである。その部位として、

彼は 初島回を考えたが後に前頭葉・側頭葉間の連合線維である弓状束を重視するに至っ
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た。島回は、ゴールドシュタインが復唱障害の責任病巣としてこれを重視し、 近ではダ

マジオ夫妻が伝導失語島回説を展開している。彼らは伝導失語６例のCT所見を検討し、５

例に島病変を見出し、島の外側には側頭・頭頂葉と前頭葉運動野を結ぶ重要な連合線推が

走っていることを指摘している。また、弓状束についてはベンソンとゲシュヴィンドがこ

れを重視している。彼らによれば、弓状束は側頭葉に発し、角回を経てブローカ野を含む

運動連合野に至る線維束であって 12、縁上回皮質下でもっとも密になるため、縁上回皮質

下損傷はこの弓状束を完全に破壊することにより、伝導失語を生じるという。弓状束損傷

によって復唱障害が生じた症例は他の研究者によっても報告されている。  

 グリーンとヒューズは伝導失語の剖検所見をまとめている。それによると、縁上回周辺

の病変例が圧倒的に多いことは事実である（30 例中 26 例）。これはベンソンとゲシュヴ

ィンドの説を支持しているようにもみえる。しかし、明らかに弓状束は損傷されていない

症例も存在する。前節で述べたように、伝導失語は複数の機序によって生じると考えられ、

おそらくその病変部位も単一ではないであろう。筆者らは伝導失語を、①言語短期記憶の

障害によるもの、②いくつかの音素をまとめて一つの単位として出力することの障害によ

るもの、の二つに分けた。第一の類型については、ルリアが側頭葉深部白質の損傷で言語

短期記憶の障害が生じることを認めており、ミルナーも同様の見解を示している。第二の

類型は、音韻レキシコンから音韻バッファへの情報処理の流れ（図６－６参照）の障害と

考えれば、ブローカ野とウェルニッケ野を結ぶ線推連絡の損傷で生じると予想される。結

局、伝導失語の責任病巣としては、①側頭葉白質、②縁上回、特にその白質、③島回の三

つが考えられる。  

 

４．３．４ 健忘失語  

 健忘失語はその責任病巣を決定しにくい失語といわれる。近年における  CT や MRI に

よる研究でも健忘失語の損傷部位は明らかではない。これは健忘失語が他の失語からの回

復過程に現れたり、認知症、脳腫瘍のような進行性の疾患で出現しやすいことにも起因し

 
12 近の拡散強調 MRI による研究によれば、弓状束の走行は従来考えられていたより複

雑である。ブローカ野とウェルニッケ野を結ぶ経路（長経路）に加えて、ブローカ野と下

頭頂葉を結ぶ経路（前方路）、頭頂葉とウェルニッケ野を結ぶ経路（後経路）の３経路が

あることが明らかにされた。また弓状束は古典的なブローカ野とウェルニッケ野の範囲を

超えて中前頭回、運動前野、中側頭回後方にも終止している。興味深いことに、カタニら

によれば、弓状束長経路の左大脳半球優位の程度は言語に関する左大脳半球優位の程度と

相関している。また、弓状束長経路の左大脳半球優位は女性より男性で顕著である。  
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ている。従来健忘失語との関連で指摘されてきた領野は上および中側頭葉（クライストら）、

側頭・頭頂葉（ゴールドシュタイン、ペックら）など側頭葉を中心とする左大脳半球の後

半部である。実際、エカンとアンゲレルゲスは多数の脳損傷例の呼称障害について検討し、

側頭葉病変で呼称障害が も生じやすく、頭頂葉病変がこれに次ぐとしており、ルリアも

ほぼ同様の結果を得ている。ゲシュヴィンドは健忘失語を感覚様相間の連合の障害と考え、

その責任病巣を角回に定位した。ベンソンは健忘失語を角回に局在させるのは困難としな

がらも、角回の重要性を指摘している。  

 以上より、健忘失語は脳の様々の領野の損傷で生じうるが、左大脳半球後半部の損傷に

関連が深いと結論出来よう。  

 

４．３．５ 超皮質性運動失語  

 超皮質性運動失語は前節で述べたごとく前頭葉との関係が重視されてきた。ベンソンと

ゲシュヴィンドはその範囲をより限定してブローカ野の上方あるいは前方およびその両者

とした。ブローカ野を回避した前頭葉損傷で自発発話の障害があるにもかかわらず良好な

復唱を示す例が見みられることはその後の研究でもほぼ支持されている。  

超皮質性運動失語で問題となるもう一つの部位は補足運動野である。この部位は図６－

２０に示すごとく大脳の内側に存在する。その電気刺激によって発声や四肢の運動が生じ

ることがペンフィールドによって発見された。本来の運動野とは異なる運動関連領野の意

味で補足運動野と命名された。当初コルニイによって反響言語の責任病巣と指摘されたが、

超皮質性運動失語で補足運動野に病変を認めたとする報告は少なくない。山鳥は超皮質性

運動失語の機序として、①一般的な発動性の減少、②発話開始機構の障害、③高次の言語

過程の障害、をあげ、①については補足運動野を重視している。実際、補足運動野では運

動発現時において脳血流量の増大が認められる。生体が受けた感覚情報を動作開始に結び

つける準備状態の形成に補足運動野が関係するという動物実験所見も報告されている。②

について、山鳥はブローカ野前方病変が関係していると述べている。クライストは前頭葉

深部白質病変により発話開始機構が障害されるため超皮質性運動失語が出現するとしてい

る。ダマジオも超皮質性運動失語における前頭葉深部白質病変を重視し、補足運動野とブ

ローカ野および運動野との連絡が絶たれることが超皮質性運動失語の機序と考えている。

③について、山鳥は、 も高次の脳機能との関連という意味で前頭前野が問題となろう、

と述べている。  
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図６－２０ ペンフィールドの補足運動野  

 

一方、アレクサンダーは超皮質性運動失語の責任病巣として、①前頭葉弁蓋部の限局性

病変、②前頭葉弁蓋部から傍脳室周辺領域に至る白質病変、多くの場合尾状核も損傷され

る、③補足運動野病変、の三つをあげている。彼はこれら三つの責任病巣の境界に位置す

る側脳室左前角周辺の白質病変を重視している。彼によれば、この領野で言語表象が発話

に変換される。すなわち、①中脳腹側被蓋束から内側前頭葉への上行路、②両側前頭葉内

側から左前頭葉背外側、尾状核、対側小脳への外側連絡路、③左前頭葉外側および前頭極

から後方皮質への連絡路、がこの領野を経由する。これらの連絡路の損傷が超皮質性運動

失語を生じさせる。病変がどの連絡路を主に損傷するかによって症状が異なってくる。  

 超皮質性運動失語は言語固有の障害ではなく、発動性障害のようなより一般的な障害が

言語面で特に顕著に現れた症状である。従って、その責任病巣は狭義の言語野とは異なる

領野となる。  

  

４．３．６ 超皮質性感覚失語  

 超皮質性感覚失語の責任病巣について、ゴールドシュタインは左ウェルニッケ野および

島回の病変を指摘し、ベンソンとゲシュヴィンドは、左角回、縁上回に病変がありなおか

つシルビウス溝周辺皮質が保たれていることが必要であると指摘した。CT や MRI による

検討では病巣は言語野より下方もしくは後方に位置する。①左中側頭回後部より角回、視

覚連合野、聴覚連合野に延びる病変、②左頭頂葉病変、③後大脳動脈環流域に対応する左

下側頭・頭頂・後頭葉領域、④左シルビウス溝後方領域、⑤左頭頂側頭葉領域、などの報
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告がある。左大脳半球後下方の側頭・頭頂・後頭葉の境界領域及びその白質が超皮質性感

覚失語の責任病巣と考えられる。他方、山鳥らは被殻前方、内包前脚前方、尾状核頭の梗

塞例で超皮質性感覚失語を呈した例を報告した。類似の症例はバレによっても報告されて

おり、彼らは被穀、尾状核領域が大脳皮質活動に及ぼす調整機能の障害の現れと解釈して

いる。視床出血に伴う超皮質性感覚失語も報告されている。  

 

４．３．７ 超皮質性混合失語  

 前節で述べたごとく、ゲシュヴィンドはこの類型の失語を言語野孤立症候群と呼び、そ

の責任病巣をブローカ野、ウェルニッケ野を取り囲む左前頭・頭頂・側頭葉領野であると

した。ホワイタッカーはこの見解を支持した。一方、コルニイは、前述のごとく、超皮質

性混合失語の特徴的症状である反響言語はゲシュヴィンドらの主張する領野の病変では生

じないとし、左補足運動野を重視した。ロスは左前大脳動脈梗塞例で病変が補足運動野ま

でしか達しない場合には超皮質性運動失語となり、より後方まで及べば超皮質性混合失語

となると述べている。クロソンは視床損傷に伴う失語例の検討から、側頭・頭頂葉は言語

の意味認識に、前頭葉は言語の生成に関係し、その活動水準は視床や大脳基底核によって

調整されるというモデルを提案している。これによれば、超皮質性混合失語は、①左頭頂

葉損傷に起因する意味構造の障害、②左視床損傷による言語生成の意味的監視機構の障害、

のいずれでも生じる。  

以上より、超皮質性混合失語の責任病巣としては、①ブローカ野、ウェルニッケ野を除

く左大脳半球皮質領野、特に頭頂葉領域、②視床を中心とする左皮質下領域、の二つが考

えられる。  

 

４．３．８ 全失語  

 全失語は多くの場合、左中大脳動脈の閉塞によって生じる。従って、その病巣は左前頭

葉から側頭葉、頭頂葉に至る広範なものとなる。しかし、時としてより限局性の病変で全

失語がみられることがある。アルバートらは左前運動野、運動野前方の深部白質、内包後

脚の病変によって全失語となった症例を記載しており、ファン・ホルンとヒューズは左前

頭葉から側頭葉にかけての病変であるが、運動野の保たれている全失語例を報告している。

ビグノロは左島、レンズ核領域の限局性病変による全失語を報告している。限局性病変に

よる全失語は回復して重度のブローカ失語に移行する場合が多い。  
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４．３．９ 純粋語唖  

 純粋語唖の責任病巣について、デジェリンは左上前頭回から中心溝にかけての病変、エ

カンは左ローランド弁蓋部病変、ルクールとレルミッテは左中心前回下半部の皮質・皮質

下病変を指摘している。クライストはほぼこの類型に対応する彼の音声唖の病変部位を左

中心前回下部としている。  

これまで報告された純粋語唖の剖検所見は大東がまとめているが、 も多く見られる病

変部位は左下前頭回とその白質、中心前回とその白質である。CT、MRI 所見では、①ブ

ローカ野より左中心前回にかけての病変、②左中心前回および中心後回とその白質、中心

前回弁蓋部、③中心前回下部並びにその白質、などの報告がある。症状および病変の広が

りに関する多少の差を無視すれば、左中心前回下部の損傷と純粋語唖との結び付きはかな

り密接であることが見て取れる。  

浜中は左中心前回に比較的限局性の損傷を有していた症例についてその言語症状を文献

的に検討し、報告者により症状の記載の仕方、損傷の範囲などが異なるが、言語表出面に

のみ障害があり、言語認識面はほぼ保たれていることを指摘している。  

以上より、純粋語唖の責任病巣は左中心前回と考えられる。問題は純粋語唖が生じるに

は皮質のみの損傷で十分なのか、皮質下まで損傷が及ぶ必要があるのかという点である。

純粋語唖の症例の多くで皮質のみならず皮質下にも損傷が認められる。そこで構音に関わ

る左中心前回とブローカ野の連絡が絶たれたため純粋語唖が生じるという考えが提出され

ている。ヒリスらは純粋語唖を対象として言語表出課題遂行時の脳血流量の変化を測定し、

ブローカ野で血流量増大を認めている。純粋語唖の症状形成に（損傷のない）ブローカ野

が何らかの役割を果たしていることを示唆するデータである。  

なお田中らは右中心前回から中前頭回後縁の皮質および白質病変による純粋語唖例を報

告している。  

 

４．３．１０ 純粋語聾  

 純粋語聾には一側性病変例と両側性病変例がある。ベンソンとゲシュヴィンドは一側性

病変例では優位大脳半球後部の深部白質に病変があり、両側性病変例では上側頭回に病変

があるとしているが、これまでの症例報告では、むしろ一側性、両側性を問わず側頭葉皮

質・皮質下に病変が認められる場合が多い。平野は純粋語聾の剖検例を文献的に検討して

いる。その結果は、①左側頭葉皮質病変～3 例、②左側頭葉皮質・皮質下病変～4 例、③
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両側側頭葉皮質・皮質下病変～11 例、であった。両側性病変例が圧倒的に多い。損傷領野

は、左上側頭回 15 例、左中側頭回 12 例、右上側頭回 11 例、右中側頭回 9 例となる。CT、

MRI 所見では、①左シルビウス領域病変、②左側葉病変、③左側頭葉皮質下深部病変、④

左上側頭回、側頭弁蓋部後方の皮質、白質および縁上回前部病変、⑤左側頭葉皮質・皮質

下病変、⑥両側頭葉皮質および皮質下病変、などの報告がある。  

 以上をまとめると、両側性もしくは左の側頭葉から頭頂葉にかけての皮質および皮質下

病変が純粋語聾の責任病巣といえよう。  

 なお、音声知覚障害と脳損傷領野との関係については実験的研究がなされている。ヨニ・

コムシアンは音声知覚障害を示す頭部外傷例に共通する損傷部位として左ブローカ野、縁

上回、角回の深部白質の上縦束を含む領野を指摘しており、皮質損傷よりも白質損傷を重

視している。ランドらによれば子音知覚は左大脳半球、特にウェルニッケ野を含む領野の

損傷で 大の障害を生じる。  

 

４．３．１１ 外国人アクセント症候群  

 ブルームシュタインらは外国人アクセント症候群の病変部位をローランド溝周辺領野の

皮質下、顔面および上肢の感覚運動投射路を含む領野と報告した。ガードらは左大脳半球

運動前野および中心前回とその皮質下投射路とした。高山らは左中心前回内側とした。中

野らは比較的純粋な外国人アクセント症候群の２例を報告している。１例の病変部位は左

中心前回から中前頭回にまたがる領野、他の１例では左中心前回から皮質下に伸びる病変

であった。以上より、外国人アクセント症候群の責任病巣は左大脳半球の左中心前回およ

びその周辺領野の皮質・皮質下病変と考えられる。  

 

５．失語の特殊型 

 

５．１ 交叉性失語  

 右手利きで右大脳半球損傷、左手利きで左大脳半球損傷に伴って生じた失語を「交叉性

失語」と呼ぶ。このうち、右手利きの交叉性失語はごく稀なものとされ、剖検によって病

巣が確認された交叉性失語は、現在までに 10 例ほどに過ぎない。交叉性失語の臨床症状

について、従来は文法障害が著しい、喚語障害が軽度である、言語認識は良好である、な

どの点が指摘されていた。その後の詳しい検討によれば、交叉性失語の症状は左大脳半球
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損傷による失語のそれとあまり違わない。また、その病変部位も右大脳半球の言語野対応

領野に存在することが明らかにされた。すなわち交叉性失語の責任病巣は左大脳半球損傷

による失語の責任病巣と鏡像関係にある。  

 ジョネらによれば、1887 年から 1981 年までの交叉性失語の報告例は 72 例であり、そ

のうち 10 例は日本人例であった。日本人交叉性失語の報告例の頻度は明らかに高い。ち

なみに 1965 年～1995 年までの交叉性失語を文献的に検索してみると、日本語を母国語と

する交叉性失語は 44 例、日本語以外の言語を母国語とする交叉性失語は 63 例報告されて

いた。  

病変が右大脳半球限局性であることを厳密に証明するためには、死後剖検によってその

病変部位を確認しなければならない。平野は 1887 年～1975 年の日本人失語剖検例を文献

的に検討している。50 例の剖検例中３例が右手利き交叉性失語であり、右大脳半球にのみ

病変が認められた。印欧語圏における右手利き交叉性失語の剖検例は、1995 年まで 10 例

の報告がある。すなわち、剖検によって病変部位が確認された右手利き交叉性失語 13 例

中 3 例が日本人症例である。平野の総説が 1975 年までの報告例の検討であるので、印欧

語圏の報告例も 1975 年までに限定すると、6 例中 3 例が日本人症例となる。日本人交叉

性失語の報告例の頻度はここでも明らかに高い。  

 フらは、中国人（漢民族）における交叉性失語の出現率について検討した。右手利きの

脳血管障害 367 例中、交叉性失語は 57 例（15.5%）に出現した。これは印欧語圏におけ

る交叉性失語の出現頻度（0.2～2%）に比べて明らかに高頻度であった。彼らはこの結果

を次のように考察している。中国語の漢字は表語文字であり、多くの同音異義語があって、

音のみでその意味を特定することは困難である。そこで文字の視覚的処理が重要になり、

右大脳半球も関与することになった。結果として両大脳半球が言語処理機能を有するよう

になった。  

カランスとランガミニによれば単一言語使用者と多言語使用者では交叉性失語の出現頻

度が異なる。彼ら自身のデータでは、右手利きで多言語を使用する右大脳半球損傷例 24

例中６例（25%）に交叉性失語が認められたのに対し、単一言語を使用する右大脳半球損

傷例では、交叉性失語は１例も認められなかった。なお、彼らは、多言語使用者では左利

きの出現率が低いことから、交叉性失語の頻度の高さは、利き手の矯正に起因する二次的

なものである可能性もあると述べている。  
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次の第７章で詳しく検討するように、日本語の漢字と仮名は異なる文字体系である。仮

名は基本的に音節文字であり、印欧語のアルファベットと大きな違いはない。一方、漢字

は表語文字あるいは形態素文字と考えられ、中国語の漢字ともアルファベットとも異なる

独自の文字体系である。その意味では、書字言語に関する限り日本人は二言語併用の状態

にあるといえる。また、一側大脳半球損傷者を対象とした著者らの研究結果によれば、左

大脳半球は漢字、仮名いずれの処理にも関与しているが右大脳半球は漢字の処理にのみ関

与する 13 。この点に関しては、印欧語圏の人々と日本人との間には違いがある。問題は、

この違いが書字言語の枠を越えて、音声言語にまで何らかの影響を及ぼすかどうかである。

すなわち、漢字と仮名、二つの文字体系が存在することが日本人の右大脳半球の言語処理

能力を変化させ、結果として交叉性失語の出現率が上昇した可能性はないだろうか。  

日本人交叉性失語の報告例が多いのは、交叉性失語の出現頻度が実際に高いのか 14、日

本人研究者が特に交叉性失語に強い関心をもっているためであるかは、現時点では判断出

来ない。上記の考えの妥当性の検証は今後の課題である。  

 

５．２ 左手利きの失語  

 左手利きの失語は、全般に症状が軽く、回復が早いといわれている。ネーサーらは左手

利きの右大脳半球損傷による失語と左大脳半球損傷による失語とを比較し、後者は症状が

軽いのみならず、言語認識障害を示さない例のあることを見出し、言語表出に関する優位

大脳半球と言語認識に関するそれが異なることがその原因であろうと述べている。他方、

バッソらは、臨床症状、病変部位、回復過程、いずれに関しても右手利きと左手利きの間

に違いはないと述べている。現時点で結論は不明である。  

 

５．３ 小児の失語  

 言語発達が一定段階に達した後（ほぼ２歳）、脳損傷に伴いそれが失われた状態を「後

天性小児失語」という。後天性小児失語の特徴としては、①呼称、音韻知覚、文章認識お

よび表出などが障害されるが、表出面での障害（無言、機能語の省略や置換、動詞活用の

 
13 詳細は第７章参照。  
14 岸田によれば、交叉性失語の出現頻度は連続症例 454 例中５例（0.9%）である。印欧

語圏の交叉性失語の頻度について、グローニングらは 1%、エカンとソーグは 0.38%、ザ

ングウィルは 1.8%と報告している。頻度はほぼ同じである。中国人における交叉性失語の

出現頻度についても、印欧語圏のそれと差がないとする報告もある。  
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障害など）が目立つ、③流暢性、非流暢性いずれの類型も認められるが、９歳以前の発症

例では非流陽性の失語が多い、④言語認識障害が強い症例でも次第に言語表出機能が失わ

れていく、⑤成人に認められる失語類型はいずれも認められるが、ジャルゴン失語は稀で

ある、⑥低年齢者では左大脳半球損傷例と両側大脳半球損傷例が多いが、年齢が高くなる

と左半球大脳損傷例が多くなる、低年齢者では脳炎などを原因疾患とする失語が多く、年

齢が高くなるに従い脳血管障害などが多くなるためと考えられる、⑦一般的に回復は良い、

脳血管障害、脳腫瘍に起因する症例の回復は感染症や進行性疾患に起因する症例の回復よ

り良好である、⑧かつては発症年齢が８歳以下の症例は８歳以上の症例より回復が良好で

あるとされていたが、 近の研究では発症年齢と回復程度の間に一義的関連は認められな

い、などの特徴が指摘されている。  

①成人に比して右大脳半球損傷に伴う失語の発症頻度が高いこと、②失語の回復が良い

こと、などから小児における両大脳半球間の機能的差異は成人より小さいと考えられたこ

ともあった。現在では、発達早期から明瞭な大脳半球機能差が存することが明らかにされ

ている。機能画像解析の結果によれば、新生児においても音声言語刺激に対する反応は左

大脳半球で大である。一方、ベートらは以下の研究結果を報告している。生後 10～17 月

に脳損傷が生じた小児では、言語発達の遅延は左大脳半球損傷者より右大脳半球損傷者で

顕著である。生後 10～44 月に脳損傷が生じた小児では、左側頭葉損傷者で語彙表出、文

法の発達が遅延するが、成人の左側頭葉損傷者で見られるような音声認識の障害は生じな

い。  

一般に、出生前発症の脳損傷者では、左右いずれの大脳半球損傷者でも言語発達の遅延

は生じるが典型的な失語症状は認められない。脳損傷が小児の言語発達に及ぼす影響は損

傷大脳半球、損傷領野、損傷時期、言語機能の特性などによって異なっている。言語発達

と大脳半球優位との関係は極めて力動的である。  

 

５．４ 博言家の失語  

 二言語以上を話すいわゆる博言家の失語については、症例の多いヨーロッパで種々の研

究がなされている。現在、①臨床症状は通例の失語と大きく変わるところはない、②異な

った言語間で症状に差がある場合、それは病前の流暢性の差に起因することが多い、③障

害の程度、回復の仕方は言語間でほぼ平行する、④病変部位は左大脳半球が通例であり、

皮質下損傷がしばしば存在する、などの点が明らかにされている。  
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図６－２１ 一言語使用者と二言語使用者の比較研究  

Ａ：二言語使用者で一言語使用者より活性化が大であった領野  

Ｂ：目的語強調文で活性化された領野  

Ｃ：通常文と目的語強調文の脳活性化の比較  

     SO:通常文（子供がジュースで絨毯を汚した）  

     OS：目的語強調文（子供が絨毯を汚したのはあのジュースです）  

     Monolinguals English：一言語使用者、英語  

          Bilinguals English：二言語使用者、英語  

          Bilinguals Spanish：二言語使用者、スペイン語  
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博言家の失語に関連して古くから話題になってきたテーマに「一言語使用者と複数言語

使用者、特に二言語使用者とでは言語に関わる神経機構に違いがあるか」がある。 ①それ

ぞれの言語に特異的な言語処理系が存在し提示される言語によって切り替え（スイッチン

グ）が生じるとする説、②単一の言語処理系が存在するという説、の二つの説が提出され

た。前者についてはスイッチングが脳のいずれの領野で生じるかに関して、前頭葉説と頭

頂葉説が提出された。機能画像解析の進歩と共に一言語使用者と二言語使用者の比較研究

が種々報告されている。例えば、コベルマンらは一言語使用者 20 名、二言語使用者 20 名

を対象として文章認識課題（提示された文章が文法的に正しいか否かを判断する課題）遂

行時の脳活動性を比較した。両群の被験者とも安静時に比して課題遂行時左下前頭葉（４

５野、LIFC）の活動性が有意に増大したが、その程度は二言語使用者が一言語使用者より

有意に大であった（図６―２１）。彼らの被験者は英語およびスペイン語使用者であった

が、両言語間で活性化の程度に差はなかった（図６－２１）。著者らは以上の結果は単一

の言語処理系が二言語の処理に関与するという仮説を支持すると考察している。  

 

５．５ 手話の失語  

 脳損傷に伴って、手話の表出、認識の障害が出現する。聾唖者の場合、口頭言語の失語

と同じように、表出面での障害はブローカ野周辺領野の損傷で生じ、認識面での障害はウ

ェルニッケ野周辺領野の損傷で生じる。手話表出障害があっても他の動作の障害は認めら

れない。聴覚障害のない健聴者で手話を修得した個人が失語になった場合、手話の表出や

認識が聾唖者と同じ様に障害される。両者の症状はよく類似する。また口頭言語の言語野

が右大脳半球にある個人では手話に関する大脳半球も同じく右にある。すなわちブローカ

野、ウェルニッケ野は口頭言語のみならず言語機能全般に関係している。  

 機能画像解析の結果でも口頭言語と手話が同一の神経回路によって担われていることが

明らかにされている。すなわち、手話の認識に際しては左上側頭回特にその後方およびブ

ローカ野を含む左下前頭回が活性化される。これは口頭言語の認識に際して活性化される

領野にほぼ対応する。手話による表出に際しては、ブローカ野を含む左下前頭回および上

側頭回が活性化される。これも口頭言語表出時に活性化される領野と一致する。  

 以上より全体としては手話には口頭言語と同じ神経機構が関与していると考えられるが、

両者間には種々に違いがあることも指摘されている。右大脳半球、特に側頭葉後方領野の

関与は手話においてより大であるとの報告がある。この結果は次のように考えられている。
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手話の認識、表出においては（手指や上腕の形態、運動を正しく認識する必要があるため）

視空間認識の関与が大である。従って側頭葉運動野 15 、頭頂葉および後頭葉の関与がより

大である。口頭言語では音声情報の処理が重要であるため左下前頭回および左上側頭回の

関与がより大である。  

 

５．６ 失語発作  

 てんかんの発作症状として種々の言語障害が出現することがある。言語表出面での障害

を示す例が多い。大橋は失語発作を、①失語（語性錯語、文法障害）、②言語自動症（目

的のない言語表出）、③発話停止（突然話を中断する）、④発声（意味を持たない音声表

出）、に分けて損傷大脳半球との関系を検討している。②～③は左右いずれの大脳半球の

損傷でも生じるが、①は左大脳半球損傷例で生じやすいという。損傷部位は側頭葉領野、

特にその前方に病巣のある例が多い。なお、言語認識面での障害を示す失語発作も知られ

ている。  

 

５．７ 皮質下性失語 16 

視床、大脳基底核（尾状核、淡蒼球、被殻）などの皮質下の諸核（図６－２２）と失語

との関係を巡っては古くから様々の議論がある。第１章で述べたように、マリーはブロー

カ失語の主症状は構音障害であり、その責任病巣は皮質下にあるとした。ペンフィールド

は大脳皮質刺激実験の結果から、視床には皮質言語野の機能を統合する働きがあるとし「中

心脳」と呼んだ。皮質下の諸核と失語の関連については多数のデータが蓄積されている。

以下その大要を記す。  

１）視床損傷に伴う失語を「視床失語」という。血管性病変に伴う比較的限局性の視床

損傷に伴い失語あるいは失語類似の症状を呈した症例の臨床像は、①自発発話は非流暢の

ものが多く、発話量減少、喚語困難、錯語が認められる、②言語認識は比較的保たれてい

る、③復唱はよく保たれる、④書字にも障害がある、などを特徴とする。  

 

 
15 第９章参照。  
16 ここで取り上げるのは皮質下に損傷のある失語、すなわち「臨床解剖学的な意味での皮

質下性失語」である。本章第３節で取り上げた「皮質下性失語」は音声言語表出あるいは

音声言語認識のみの障害、すなわち「症候学的な意味での皮質下性失語」である。両者を

混同しないよう注意を要する。  
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図６－２２ 失語と関連を有する皮質下の諸核  

 

２）血管性病変以外の疾患でも失語は報告されている。これらの症例の症状は複雑で病

変部位も視床に限局しているとは言えないものが多い。  

３）かつてパーキンソン病 17 の治療を目的とする視床の破壊手術に際して、術後失語が

生じたとする研究が多数報告された。これらの研究で失語とされた症状の記載は不十分な

ものが多く、その病変も視床のみに限定されたものかどうか必ずしも明確ではない。楢林

は、多数の症例経験をもとに、視床手術後明確な失語症状を呈した例は殆ど見られないと

述べている。  

 ４）大脳基底核損傷による失語の臨床像として、①言語表出面での障害が顕著である、

②言語認識や書字面での障害はあまり認められない、③復唱は保たれることがある、④

も基本的な障害は意味処理の障害であり、古典論の超皮質性失語に類似した特徴を有する、

などの点が指摘されている。  

以上から、視床や大脳基底核の損傷により失語、少なくても失語類似の言語障害が出現

することは明らかである。問題は、第一に病変部位が皮質下諸核限局性のものかどうかと

いう点、第二に上記障害を皮質下諸核そのものの機能障害とみるか、あるいは皮質下諸核

の損傷により大脳皮質に二次的に生じた機能障害とみるか、という点である。  

第一の点について、ツザンスキーらは明確な失語症状を有し、かつ剖検により左視床限

局性の領界鮮明な直径 1cm の梗塞巣のみを認めた症例を報告している。血管性病変ではな

                                                        
17 第１５章参照。  
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いが、①少なくても高次脳機能に関しては失語以外に目立った症状はない、②病巣が視床

限局性である、の２条件を満たす剖検例が他にも数例報告されている。視床限局性病変に

よって失語が生じると判断してよいであろう。  

第二の点については、皮質下損傷による失語の脳活動性を PET により評価すると、損傷

のない大脳皮質にも活動性の低下が見られることが報告されている。この事実をどう考え

るか。視床失語はフォン・モナコフの機能解離の概念やペンフィールドの中心脳の概念で

も説明可能である。また皮質下の諸核は大脳皮質と密接な線維を有している。皮質下病変

はしばしばこの皮質―皮質下連絡路、すなわち白質病変を伴う。この白質病変が失語を生

じさせるという考えも提出されている。  

皮質下の諸核が言語のどの様な側面についてどの様な役割を果たしているのか、依然と

して不明な点が多い。  

 

５．８ 小脳と失語  

 小脳は運動機能、特に運動協応と密接に関係している。小脳損傷により構音障害が生じ

ることは古くから知られていた。近年、小脳損傷に伴う失語症例が報告されている。臨床

的には言語表出面での障害を主症状と呈する。右小脳半球損傷例で失語が出現することが

多い。左大脳半球が右小脳半球と密接な線維連絡を有していることによると考えられてい

る。機能画像解析研究でも、言語課題遂行時に右小脳半球が活性化することが報告されて

いる。  

 

５．９ 緩徐進行性失語  

 1982 年、ムスラムは呼称障害で発症し緩徐に進行する失語を「認知症を伴わない原発性

進行性失語」として報告した。以来「緩徐進行性失語」の概念は広く認められ、多数の症

例報告がなされている。本書ではこれを認知症関連症状として、他の進行性症状と共に第

１８章で検討する。  

 

６．非失語性言語障害 

 

 脳の局所性病変に伴って生じる言語障害には失語以外にも様々なものがある。言語は複

雑な心理学的過程であり、正常な言語機能が営まれるためには、要素的な感覚運動機能は
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もちろん一般知能、記憶、思考、視空間認識、など殆ど全ての高次脳機能が保たれている

必要がある。従って、これらの高次脳機能が侵された場合には結果として言語機能が障害

されることがありうる。浜中らはこのような狭義の言語機能以外の高次脳機能障害に伴う

言語障害を「周失語性言語障害」と呼び、図６－２３のような模式図を掲げている。以下、

主な症状について検討する。  

 

 

図６－２３ 周失語性言語障害（浜中）  

 

６．１ 無言  

 無言は自発発話が全く認められない状態である。無言は無動と合併しやすく「無動性無

言」となる。患者は殆ど話さず動作もしない。動く事物を眼で追うことや瞬きは保たれて

いる。歩行は可能である。着衣、脱衣、摂食などの目的的動作を行うこともある。表情に

乏しく、言語的もしくは非言語的手段によりコミュニケーションをしようとする意図は認

められない。発話がなされる場合、錯語はなく構音も保たれている。  

無言は麻痺性構音障害、純粋語唖、超皮質性運動失語および種々の精神疾患との鑑別が

問題となる。麻痺性構音障害、純粋語唖では発話する意欲は失われておらず、正確に発話
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しようと努力する点で鑑別される。超皮質性運動失語は復唱が保たれている点で鑑別され

る。精神疾患は他の神経症状を伴わない点で区別される。無言は言語機能固有の障害では

なく、言語の感情的側面や発話意欲の障害と考えられている。責任病巣としては前頭葉腹

内側部の損傷が問題となる 18。  

 

６．２ 反復言語（パリラリア）  

自己の発話を何回か繰り返す現象である。患者は原則として語または句を単位として繰

り返し発話する。自己の発話の 後の語または 後のシラブルを繰り返し発話する場合も

ある。反復言語にはいくつかの亜型が知られている。スターリングは、「真性反復言語」

の症状として、①自発発話で出現する、②反響言語（後述）の結果ではない、③失語を伴

わない、④重篤な精神疾患によらない、という４条件をあげ、これを満足しないものを「仮

性反復言語」として区別した。そして真性反復言語には、反復に声量低下や発話加速性を

伴う「けいれん性・異音性反復言語」と、反復しても声量や速度に変化がなく、ときに無

言状態と交替する「無力性・同音性反復言語」の二つの類型が存在するとした。  

 反復言語が認められる疾患としては、仮性球麻痺、パーキンソン病、大脳半球内側面（特

に補助運動野を含む）病変例、ピック病などの認知症、統合失調症（緊張病）などが知ら

れている。反復言語の責任病巣としては、基底核、補足動野などを含めた前頭葉内側部な

どがあげられている。  

 

６．３ 非失語性呼称錯誤  

非失語性呼称錯誤はワインスタインらによって記載された言語症状である。波多野の総

説によれば、その概要は以下のごとくである。  

ワインスタインらは 30 例の脳損傷患者に対する呼称検査において特異な呼称の誤りを

観察し、それが失語の患者にみられる「錯語」とは性質を異にすることを明らかにした。

呼称錯誤には、対象の機能または構造との関連が認められ、「radiator（暖房機）」を「stove

（ストーブ）」など呼称した。この他にも、重薦な例では独特な「造語新作」と「曖昧な

隠喩的内容の語句の使用」が注目された。失語の錯語との相違点として、プロソディ一障

害や保続がない、誤りに対する洞察がなく訂正を試みても成功しない、一般に書字・読字

には障害はない、等があげられている。特に重症例では、言い誤りの内容と患者の行動と

 
18 詳細は第１９章参照。  
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が一致する場合がある。たとえば「体温計」を「drinkingtube」と呼称した患者は、実際

にその体温計をストローのように使用しようとした。患者の呼称行動は、不真面目、チャ

ランボラン、投げやりな態度や外見を呈し、「ふざけ症」や「でまかせ応答」 19、病態否

認 20、保続 21などの症状が認められる。この呼称障害は単独で出現することはなく、作話、

妄想、幻覚、精神運動性障害、失禁、感情障害、多幸性、等が同時に観察されている。  

この種の呼称錯誤を示す症例には両側性の脳波異常が高率に合併する。また、転移性脳

腫瘍の症例では、呼称錯誤と両側性脳波異常の出現・消失の経過が完全に一致していた。

そこで非失語性呼称錯誤とてんかん発作との緊密な関連が指摘されている。一方、この呼

称錯誤は、慢性変性疾患や脱髄疾患では見られず、むしろ急性進行性の病的過程（腫瘍、

出血）で出現することも注目されている。  

 以上の事実から、非失語性呼称錯語は狭義の言語機能の障害ではないことは明らかであ

る。その機序としては、①意識の解体（「遷延錯乱状態」、「急性錯乱状態」、「通過症

候群」 22）、②思考障害（「錯論理」）、③意味記憶障害 23、などが提唱されている。病

変部位としては、大脳皮質のびまん性病変や脳幹部病変が指摘されている。  

 

６．４ 反響言語  

相手の話しかけや質問に対して、それに適切に答えることなく、話しかけや質問を鸚鵡

返しにそのまま発話する現象である。波多野の総説によれば、その概要は以下のごとくで

ある。  

反響言語には、その「反響」の有様と程度によって、いくつかの亜型が区別されている。

まず、相手の発話をそっくりそのまま反復するのを「完全型反響言語」という（例：「ご

住所はどちらですか？」→「ご住所はどちらですか」）。より軽度の反響言語ともみなし

得る亜型に「減弱型反響言語」がある。これは相手の質問に答える際に、まず質問の一部

を「鸚鵡返し」的に繰り返してから後に、自己の答えるべきことがらを発話する、という

現象である（例：「ご住所はどちらですか？」→「ご住所はね、○○です」）。相手の質

 
19 第２０章参照。  
20 第９章参照。  
21 第１９章参照。  
22 錯乱状態とは情意の表現としての動作が異常に亢進した状態。「通過症候群」は意識障

害からの回復過程。明らかな意識障害はなく、非可逆的な認知症や人格崩壊とも言えない

いくつかの症状（注意障害、傾眠、自発性欠如、妄想・幻覚など）が急性期から慢性期へ、

またその逆方向へ移行しうる段階（詳細は第１８章参照）。  
23 第１８章参照。  
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問全部を「反響」するのではなく、 後の 1 個（または数個）のシラブルのみを復唱する

形式のものを「部分型反響言語」という（例：「ご住所はどちらですか？」→「か！」）。

この場合、発話内容には意味的価値が欠如している。また相手の話しかけに対して、その

直後に「鸚鵡返し」する反響言語を「即発型反響言語」、相手の話しかけから相当の時間

が経過した後になって「鸚鵡返し」するものを「遅延型反響言語」という。  

反響言語で観察されるいくつかの興味深い現象がある。検者が故意に文法的に誤った文

章で話しかけると、患者はその文法的な誤りを訂正して「鸚鵡返し」することがある（例：

「お歳といくつ？」→「お歳はいくつ」）。これを「訂正現象」という。検者が成句・こ

とわざの類を発話し、故意に途中で止めてしまうと、患者はそこまでの語句を反響するの

ではなく、その後の言葉を発話して文章を完成させる（例：「犬もあるけば」→「棒に当

たる」）。これが「補完」である。これに似た現象に「（部分的）同時発話」がある）。

挨拶言葉や患者の姓名などのような決まり切った言葉を検者が患者に比較的ゆっくり話し

かけた時、検者の発話の途中から、患者が同じ言葉を同時に発話する現象をいう。検者が

「おはよう」とゆっくり話しかけた場合、患者は検者の「よう」の部分と殆ど同時に「よ

う」と発話する。印欧諸語において、検者の発話を患者が反響する際に、人称代名詞など

が変化する現象も知られている（例：「How are you？」→「How am I」）。これを

「人称変化現象」という。  

反響言語の機序としては、①外的環境からの被影響性の亢進（環境依存症候群 24）、②

選択的に保存された「復唱」、③強迫行動、などの説が提出された。現在は環境依存症候

群説が有力である。なお、ゲシュヴィンドは反響言語の神経機構として「言語領野孤立説」

を提案した。この学説を巡る議論については超皮質性混合失語の項で既に述べたごとくで

ある。  

反響言語の責任病巣としては、環境依存症候群との関連で前頭葉損傷が問題となるが、

波多野は反響言語を特定領野の損傷に関連させることに否定的である。  

 

６．５ 感情的アプロソディ  

ロスはイントネーションやアクセントの違いに基づく感情の表出や理解を「感情的プロ

ソディ」、感情的プロソディの障害を「感情的アプロソディ」と呼び、右大脳半球損傷と

関連が深いとした。彼らは健常統制群 43 名、左大脳半球損傷群 18 名、右大脳半球損傷群

 
24 第１９章参照。  
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21 名を研究対象として、様々な感情的ニュアンスで話される言葉の理解および様々な感情

的ニュアンスで話される言葉の復唱の二つの課題を実施した。表出および理解の各側面で

感情的アプロソディを示した右大脳半球損傷例の病変部位を重ねて表示すると図６－２４

のごとくであった。表出面での感情的アプロソディは右前頭葉弁蓋部および右島回前方の

損傷例で有意に出現率が高かった。理解面での感情的アプロソディは右側頭葉弁蓋部損傷

例で有意に出現率が高かった。以上の結果と文献研究からロスらは以下のように結論して

いる。  

１）感情的アプロソディは右大脳半球損傷によって生じる。大脳基底核などの皮質下損

傷に起因するものではない。  

２）右大脳半球損傷に伴う感情的アプロソディの臨床―解剖学的関連は左大脳半球損傷

に伴う失語の臨床―解剖学的関連に類似する。  

３）感情的アプロソディは「感情コミュニケーション表現（非言語的レキシコン）」の

障害に起因する。左大脳半球損傷による音声言語障害とは独立の現象である。  

４）言語の感情的側面の表出、理解に関する右大脳半球の優位性は進化の過程における

行動発達の結果として出現した。  

 

 
図６－２４ 右大脳半球損傷に伴う感情的アプロソディ  
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