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第７章  失読と失書 

 

 

 

 

１．まえがき 

 

脳の局所的病変に伴う読字の障害を失読、書字の障害を失書という。失読、失書の研究

は 近 20 年程の間に大きく変化した。かつては、例えば失語に伴う失読あるいは失語を

伴わない失書などとその臨床像から失読や失書を分類し、その機序や責任病巣の検討がな

された。1980 年代以降、読字過程、書字過程の認知心理学的モデルを想定し、その過程の

どこに障害があればどの症状が生じうるかを想定して、失読や失書を分類する研究が主流

となった。失読や失書への仮説演繹的アプローチである。ウェルニッケ・リヒトハイムの

失語古典論も方法論的には仮説演繹法である。一定のモデルを想定して症状を分類するこ

とは一見新しいアプローチのように見えるが、歴史的に考えれば実は神経心理学の伝統的

アプローチである。  

仮説演繹的アプローチにおいては、様々なモデルが想定可能である。失語の場合も多く

のモデルが提案され、 終的にウェルニッケ・リヒトハイムのモデルが残った。現在、書

字や読字について種々のモデルが提案されている。ここでは読字についてはコルセアート

のモデル、書字についてはラップのモデルを採用し、それに従って失読、失書の検討を行

う。なお、このことはコルセアートやラップのモデルが優れていることを意味しない。失

読、失書を理解するための取りあえずの出発点として二つのモデルを採用したのである。  

 

１．１ 読字過程のモデル（コルセアート）  

      コルセアートの読字過程モデルは図７－１のごとくである。文字は基本的に視覚刺激で

あるから、まず視覚表象検出器によって視覚刺激としての特徴が分析され、文字として知

覚される。次に文字検出器によって文字あるいは文字列がどの語に対応するかが解析され

る。その結果は文字入力レキシコンに入力されて対応する語が同定される。その後、読字

過程は二つの過程に分かれる。第一は概念意味システムにアクセスすることにより語の意
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味が同定され、その結果が音韻出力レキシコンに出力される過程である。第二は語の語形

から直接音韻出力レキシコンにアクセスする過程である。コルセアートはさらに読字には

第三の過程が存在すると想定する。印字―音韻変換システムを用いて文字から直接音韻に

アクセスする過程である。以上、コルセアートは読字には三つの過程が存在すると考えて

いる。  

 

 
              

図７－１ 読字過程モデル（コルセアート）  
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ジョバールらは読字過程に関する機能画像解析研究のメタ解析を行った。その結果から、

読字過程を、①初期視覚処理過程、②概念意味システムにアクセスすることにより語の意

味が同定される「直接過程」、③印字―音素変換システムを用いて文字から直接音韻にア

クセスする「間接過程」に分け、それぞれの過程において活性化される領野を以下のごと

く同定した（図７－２参照）。  

１）初期視覚処理過程（Early visual processing）および文字検出器（Pre-lexical  

processing）～左後頭側頭葉接合部（L.Occipito-Temporal junction）  

２）直接路（Direct Route）、意味処理（semantic access）～左中側頭回後方（L. 

（L.Post.Mid.Temporal Gyrus）、左側頭葉基底部（L.Basal Temporal area）、左下前

頭回三角部（L.Inf.Frontal Gyrus,triangle）  

３）間接路（Indirect Route）、文字―音韻転換～左上側頭回（L.Sup.Temporal Gyrus）、

左中側頭回（L.Middle Temporal Gyrus）、左上側頭回後部（L.Post Sup.Temporal Gyrus）、

左縁上回（L.Supramarginal Gyrus）、左下前頭回（L.Inf.Frontal Gyrus,opecular）  

ジョバールらによれば、各領野の機能は、①左後頭葉外側部：文字を含む視覚刺激全般

の初期視覚処理に関与、②左後頭側頭葉接合部／紡錘状回：刺激が文字であるか否かの判

断に関与（視覚的語形態野、VWFA）、③左上側頭回および左中側頭回：文字―音韻変換

に関与、④左縁上回：語の意味概念システムであり意味判断に関与、⑤左下前頭回：語―

意味変換および文字―音韻変換結果を保持し発話に関与、⑥左側頭葉基底部：視覚刺激の

意味理解に関与、⑧左中側頭回：文字―音韻変換および語意味処理に関与、である。  

コルセアートのモデルは機能画像解析の結果とほぼ対応する。ただし彼が想定した文字

入力レキシコンに対応する領野は機能画像解析の結果では見出されていない。  

 

１．２ 書字過程のモデル（ラップ）  

 ラップの書字過程のモデルは図７－３に示すごとくである。文字入力レキシコンや音韻

入力レキシコンには語の形態情報や音韻情報の記憶が貯蔵されている。ここで出力すべき

文字列や語が同定される。  

意味概念レキシコンには語の意味が貯蔵されている。ラップのモデルでは、視覚、聴覚

などの入力様相や口頭言語、書字言語などの出力様相全てに共通する意味概念レキシコン

が存在すると想定する。  
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図７－３ 書字過程のモデル（ラップ）  

 

文字出力レキシコンは語の文字素への変換に関与する。語の意味がアクセスされるか活

性化されたなら、それに対応する文字素が活性化される。この場合、必ずしも文字の音韻

が想起される必要はない。すなわち、意味と音韻とは互いに独立に文字素を活性化するこ

とが可能である。印欧語では、大文字、小文字、活字体、筆記体などの文字素がある。日

本語には漢字および仮名文字の二つの文字体系がある。仮名はさらに平仮名と片仮名に分

かれる。同一の語を三つの異なる文字体系で出力することが可能である。すなわち３種の

文字素が存在する。文字出力レキシコンの処理結果は文字素バッファに保持され、種々の

出力様相で出力される。手書きが一般的であるが、印欧語では口頭で綴りを言うオーラル・

スペリングもある。それぞれに固有の文字バッファが存在する。この他、タイプライター、

ワードプロセッサー、文字版、文字ブロックなどによる出力がある。それぞれの出力様相

７-5 
 



第 7 章 

毎に必要な運動表象が喚起される。  

書字過程に関する機能画像研究は読字過程に関する研究ほど多くはない。その結果を要

約すれば以下のごとくである。  

１）書字課題遂行時には読字課題遂行時活性化される領野の多くが活性化する。これら

の領野は書字と読字に共通する処理（図７－１と図７－３に共通する処理過程）に対応す

る領野と考えられる。  

２）書字課題に特異的に活性化する領野としては、①下前頭回（出力すべき語が動詞か

名詞かによって活動性が変化する、文字出力レキシコンに対応）、②運動前野（特定の文

字素を選択する課題で活性化される、文字素バッファに対応）、がある。  

３）読字において重要な役割を担うことが明らかにされている角回および縁上回につい

ては、書字課題遂行時にも活性化されるという結果と活性化は明らかでないとする結果の

いずれもが報告されている。  

図７－３のモデルをおおむね支持する結果である。  

 

１．３ 失書、失読の分類  

 図７－１の諸過程のいずれかが障害されれば失読が生じる。本書では失読を、  

１）中心性失読～文字の言語的処理障害による失読。  

２）周辺性失読～非言語的な文字処理障害（図７－１の文字検出器より以前の過程）に

よる失読。  

に分類する。同様に図７－３のいずれの過程が障害されたかにより失書を、  

１）中心性失書～文字の言語的処理障害による失書。  

２）周辺性失書～文字の言語的処理以外の障害（図７－３の文字素バッファ以降の過程） 

による失書。  

に分類する。  

 図７－１と図７－３を比較すれば明らかであるが、読字と書字には共通する処理過程が

ある。この共通過程に障害があれば、失読と失書が同時に生じることになる。第６章で述

べたように、失語がそうである。一方、失語症状は認められないが読字と書字が同時に障

害される類型が古くから知られている。「失書を伴う失読」、「失読・失書」などと呼ば

れてきた。本書ではこの類型を上記の諸類型とは別に検討する。  
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２．中心性失読 

 

２．１ 深層性失読  

 主として文字の音韻情報処理（図７－１の印字―音韻変換システム）の障害による。次

ぎの症状を示す。  

 １）文字の音韻情報を処理出来ないため非実在語の音読に障害を示す。非実在語を全く

読めないか、形態的に類似した実在語として読む。  

 ２）障害の程度は品詞によって異なる。名詞の読みが もよく、形容詞、動詞の順とな

り、前置詞などの機能語の読みが も悪い。  

 ３）語の具体性の影響を受け、抽象語で障害が強い。  

 ４）読みの誤り（錯読）は視覚的なもの、意味的なもの、活用の誤りなどすべてが生じ

得る。  

以上の症状は単なる音韻情報処理の障害だけでは生じてこない。例えば、具体語より抽

象語の読みが障害される点は音韻情報処理の障害では説明出来ない。深層性失読には概念

意味システムにも何らかの障害があると予想される。意味的な錯読の存在も概念意味シス

テムの障害を示唆する。そこで、深層性失読の機序として、左大脳半球に損傷があるため

右大脳半球がその機能を代償するために出現したとする説が提出された。この「深層性失

読―右大脳半球代償説」を積極的に主張したのはコルセアートである。彼は、まず、右大

脳半球の言語機能について次の事実を指摘した。  

１）左右両大脳半球間の連絡線維を離断された分割脳患者の研究 1 から、右大脳半球は

ある程度の概念意味システムを有しており、聴覚的あるいは視覚的に提示された単一の語

の理解が可能であることが明らかにされた。  

                                                       

２）右大脳半球の音韻処理能力は限られたものではあるが全くない訳ではない。例えば、

同じ音韻（“key” と“bee”）の照合課題は遂行可能である。ただし音素を文字素に転換

することは出来ない。  

 ３）右大脳半球の文法処理能力は極めて限られている。  

 ４）右大脳半球の概念意味システムは具体語のレキシコンである。  

そして、右大脳半球のこのような言語能力は深層性失読患者の示す言語能力に類似してお

 
1 詳細は第１２章参照。  
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り、深層性失読は左大脳半球損傷により失われた読みの機能を右大脳半球が代償した結果

として生じた症状であると考えた。  

コルセアートによれば、深層性失読が出現するためには、左大脳半球にかなり大きな損

傷が存在することが必要である。通常右大脳半球は左大脳半球から強い抑制を受けている。

従って、右大脳半球の機能が十分発揮されるための前提条件として、左大脳半球の抑制か

らの解放が必要であり、そのためには左大脳半球に広範な損傷が存在しなければならない。

実際、彼が引用している５例の深層性失読の CT 所見は以下のごとくであった。全例に左

大脳半球損傷が認められた。ブローカ野は全例で損傷され（２例は部分的損傷）、下前頭

回は１例で重度の損傷、３例で中度損傷であった。上側頭回皮質損傷は１例にのみであっ

たが、皮質下損傷は全例に認められた。上側頭回後部は５例中４例で保たれていた。縁上

回には全例で損傷があり、１例では完全に破壊されていた。角回は３例で損傷されていた。

上、下頭頂小葉の損傷は４例で認められた。皮質下損傷は全例で広範に認められた。  

 その後報告された深層性失読の損傷部位は、①左中大脳動脈還流領域の梗塞で、中前頭

回から後方皮質下に延び、側頭葉から頭頂葉に達する損傷、②左被殻、内包前脚、上側頭

回後下部から角回に及ぶ皮質下損傷、③左前頭葉から側頭葉、頭頂葉を含み後頭葉に到る

広範な脳梗塞、④左下前頭回後部から側頭葉、頭頂葉に及ぶ皮質・皮質下損傷、⑤左前頭

葉・側頭葉・頭頂葉領野の広範な梗塞、⑥脳梁膨大、左海馬傍回、左外側膝状体損傷、⑦

左前頭葉、頭頂葉領野の皮質・皮質下損傷、などである。確かに左大脳半球の広範な損傷

例が多くコルセアートの説を支持する。それと共に皮質下白質の損傷を有する症例の多い

ことが注目される。  

「深層性失読―右大脳半球代償説」に対しては異論もある。フリードマンは、①健常者

の右大脳半球が文字処理に関係していることを示す証拠がない、②後述するように、純粋

失読は文字情報が左大脳半球に達しないことにより生じる、従って深層性失読の症状を呈

するはずであるが実際はそうではない、③分割脳患者の右大脳半球の読み能力はそれ程高

くない、などの問題点を指摘している。  

 深層性失読は、病変部位の広がりから予想されるように、全失語やブローカ失語で出現

しやすい。流暢失語では希である。  
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２．２ 意味性失読（直接性失読）  

 図７－１には概念意味システムを介さない読字過程の存在が想定されている。他の過程

が障害され、この印字－音韻変換システムのみが保たれている患者は規則的綴りの語も不

規則な綴りの語も正しく音読出来るがその意味を理解出来ないと予想される。この仮説を

支持する症例が報告されている。シュワルツらの症例は以下のごとくである。発話は流暢

で復唱も保たれていた。呼称と言語理解で重度の障害を示した。音読は規則綴り語、不規

則綴り語、特殊綴り語（通常患者の母国語では存在しない綴りの語）の全てにおいて正し

いが、語と画像との照合は不良であった。図７－１の文字入力レキシコンを介した読字で

は特殊綴り語は音読出来ないので、この症例では印字から直接音素へアクセスする過程を

介して読みがなされたと考えられる。従来読字については、①文字入力レキシコン→音韻

→意味、②文字入力レキシコン→意味、の二つの過程があると考えられてきた。読字の「二

重経路仮説」である。上記のような症例の存在は読字の「第三の経路」の存在を示唆する。

この第三の経路の存在については否定的な研究者もいるが、音読に障害がなく意味理解の

みに障害を示す症例は他の研究者によっても報告されている。ランボルンらの症例は語を

黙読させるとその意味を理解出来ない。しかし音読は正常であり、聴覚言語理解や書字に

障害はなかった。著者らは文字入力レキシコンが概念意味システムから離断され、音読は

非意味的経路を介してなされたと考察している。  

欧米の研究者はこの類型を印字から直接音韻にアクセスするという意味で「直接性失読」

と呼ぶが、症状の特徴から「意味性失読」と呼ぶ方が適切である。  

 症状から推測されるように、意味性失読はウェルニッケ失語や超皮質性失語で認められ

る。従って損傷部位は左側頭葉、頭頂葉領野例が多い。  

 

２．３ 音韻性失読  

 1979 年デゥローネらによって 初に記載された。この類型の失読では語の頻度によって

読みの成績が影響され、出現頻度の低い語で成績が低下する。実在語と非実在語でも差が

あり、後者の読みが障害される。低頻度語や非実在語の音読が特に著しく障害される。同

じ非実在語でも綴りの複雑な語ほど障害が重度である。また、実在語に似た発音をする非

実在語では、そうでない語より成績が良好である。非実在語の音読の誤りは、脱落、置換、

目標語に類似した実在語への置換などである。  

以上の症状はそれぞれの言語体系に特有な文字と音韻との結合規則を利用することの障
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害（図７－１では音韻出力レキシコンの障害）として説明される。実在語の情報は概念意

味システムに貯蔵されているので、文字入力レキシコン→概念意味システムの経路で読解

が可能である。さらに概念意味システムが音韻出力レキシコンの活動を促進することによ

って音読も可能になる。低頻度語や非実在語の情報は概念意味システムには存在しないの

で、文字入力レキシコン→音韻出力レキシコン→概念意味システムの経路で処理される。

音韻出力レキシコンに障害があれば読み、特に音読の成績が低下することになる。深層性

失読との違いは、音韻性失読では概念意味システムが保たれている点にある（上述のよう

に深層性失読では抽象語の読みに障害がある。これは概念意味システムにも何らかの障害

があることを意味する）。従って、音韻性失読の読みの誤りは視覚的に類似した語として

読む誤りおよび活用の誤りで、意味的な読みの誤りは生じない。具体語より抽象語が障害

されやすいこともない。なお、両者の違いは量的なものであり、深層性失読が回復して音

韻性失読に移行すると考える研究者もいる。  

 フリードマンによれば、音韻性失読には二つの下位類型が存在する。第一は機能語の読

みに障害があるが非実在語の復唱は良好な類型、第二は機能語の読みは良好であるが非実

在語の復唱が障害される類型である。この下位類型分類は必ずしも一般的には支持されて

いないが、音韻性失読には機能語の読みが障害されている症例と保たれる症例が存在する

ことは他の研究者によっても確認されている。音韻性失読では読みは文字入力レキシコン

→音韻出力レキシコン→概念意味システムの経路で処理されているとすれば、機能語の読

みは保たれているはずである（機能語は「実在語」である）。機能語の読みが障害されて

いる音韻性失読の存在は音韻性失読が文字素―音韻結合規則利用の障害以外の機序でも生

じることを示唆する。フリードマンは「一般的音韻処理障害」を想定した。しかし非実在

語の読みが障害されているがその他の音韻処理は保たれている症例が報告されており、フ

リードマンの考えはそのままで受け入れ難い。音韻性失読の機序解明は今後の課題である。 

音韻性失読は復唱障害を示す症例でしばしば認められる。すなわち伝導失語で音韻性失

読が生じやすい。実際、音韻性失読の損傷部位は左シルビウス溝周辺領野、特に上側頭回、

角回、縁上回領野であり、伝導失語の損傷部位と重なる。  

 

２．４ 表層性失読  

1973 年マーシャルとニューカムによって 初に報告された類型である。不規則綴りの語

や例外的な文字素―音韻変換規則を利用する語の音読が障害され、以下の症状を呈する。  
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１）アルファベットの１文字の読みは保たれている。  

２）語の綴りの規則性、実在性に関係なく、文字素―音韻変換規則に基づいて音読しよ

うとするため、不規則綴り語で誤りが生じる。綴りが規則的であれば非実在語でも音読可

能である。従って、音読の誤りは不規則綴り語を規則綴り語として音読する（「規則化」）

音韻性の誤りが多い。  

３）読解は音読の結果に依存する。音読に成功すれば読解も正しい。他の語として音読

するとそのように理解される。  

４）不規則綴り語の読解成績は出現頻度に依存し、高頻度語は低頻度語より良好である。  

表層性失読は図７－１に従えば次のように説明される。文字入力レキシコンから概念意

味システムへのアクセスが障害され、読字は文字入力レキシコン→印字―音韻変換システ

ム→音韻バッファ→音韻出力レキシコン→概念意味システムの経路で行われる。その結果

不規則綴り語の音読が障害される。（ただし上記４）の事実は概念意味システムへのアク

セスが完全に遮断されてはいないことを示している）。この他にも、①文字検出器の障害

による文字形態の知覚障害、②概念意味システムの障害、③音韻出力レキシコンの障害、

などでも音韻性失読の症状が出現すると考えられる。  

表層性失読は流暢失語や語彙失書（後述）に合併する。原疾患は頭部外傷、アルツハイ

マー型認知症などの変性疾患が多く、脳血管障害などの局所病変例が少ないため、責任病

巣を決定することは困難である。  

 

２．５ 第三の失読（前頭葉性失読）  

1977 年ベンソンらは個々の文字の名称を呼称出来ないブローカ失語例を報告した。患者

は個々の文字を処理出来ないが、語を全体として処理することは可能であり、語の読解は

障害されない。彼らは、過去のブローカ失語文献例の検討から、上記の症状を呈するブロ

ーカ失語が他の研究者によっても報告されていることを確認し、従来知られている種々の

中心性失読とも純粋失読（後述）とも異なる失読類型として「第三の失読」と呼んだ。そ

れ以降類似の症例が数例報告され、「前頭葉性失読」とも呼ばれている。第三の失読は、

①文字呼称が障害される、②語の読解は保たれる、③重度の失書を伴い写字も不良である、

④綴りを聴いても意味を理解出来ずオーラル・スペリングも不良である、などを特徴とす

る。カースナーとウェッブは文字素―音韻変換システムの障害（図７－１では文字入力レ

キシコンから音韻出力レキシコンへのアクセスの障害）と解釈している。損傷部位は左前
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頭葉領野である。  

 

３．周辺性失読 

 

３．１  純粋失読  

３．１．１ 定義と臨床症状  

 純粋失読は 1892 年デジェリンにより確立された臨床類型である。文字の音読と読解が

障害され、他の言語機能は正常範囲である失読である 2 。後頭葉失読、失認性失読、失書

なき失読、語盲、逐次読み、などと呼ばれることもある。  

る

ンは、字性失読は脳の前方病変で生じ、語性失読は脳の後方病変で生じる

報告が多い。他方純粋失読では何らかの
                                                       

純粋失読の症候学は字性失読と語性失読に分けて論じられることが多い。字性失読とは

単一文字の読みの障害であって、高度の場合には逆転した文字、裏返しになった文字を見

ても気が付かないことがある。M と W、d と b、「く」と「へ」のような形態的によく似

た文字の弁別は特に困難である。また、他方では音韻の類似に基づくと思われる誤りも出

現する。F と V、G と K、「あ」と「か」、「み」と「め」などの混同が見られることが

ある。数字の読みは文字より良好であるのが通例である。字性失読において注目されるこ

とは、患者は 1 文字 1 文字が認識しえなくても、それらが語を形成している場合、読み違

いはあっても意味的には正解に近い錯読が生じることである。これと関連して実在語は非

実在語や機能語に比べて読解の良いことが知られている。  

語性失読は個々の文字は読めるが語全体の意味が理解出来ない症状である。ただし、文

字の読みも完全に正常ではない。患者は 1 文字 1 文字を辿りながら読んで語全体の意味を

理解する読み方をする 3 。（視覚的に）簡単な語は読めても複雑な語は読めない。また、

文章の理解は困難である。数字は 2～3 桁のものは読めるが、桁数の多いものは困難であ

。  

字性失読と語性失読の関係について、鳥居は質的な違いではなく、程度の差であるとし

ている。ベンソ

としている。  

 純粋失読では、文字の形態把握は必ずしも悪くなく、例えば与えられた文字が漢字か平

仮名か片仮名かなどの分類は正確に出来るとする
 

2 この故に「純粋」失読と呼ばれる。  
3 近よく用いられる「逐次読み（ letter by letter reading）」の名称はこの点に注目し

た命名である。  
７-12 

 



第 7 章 

文字形態把握の障害があるする研究者もいる。  

 患者に指で文字をたどらせると読みが可能になることがある。これは「なぞり読み」と

呼ばれる。また、印欧語では口頭でスペルを言われれば、それを認識出来る。これらの事

実

、左手のそれはかなり良好であることを見出しており、山鳥も同様の観察をして

い

的誤り、意味的

失読も存在する。一方、色彩呼称、色彩認識に障害をもたない症

も報告されている。  

                                                       

は純粋失読では文字入力レキシコンは保たれていることを示している。  

写字は強く障害されるという説と多少とも保たれるという説とあるが、全く正常である

ことはない。倉知らは純粋失読の写字について詳細に検討し、右手の写字はきわめて不良

であるが

る。  

自発書字、書き取りは写字よりは保たれている。従って、患者は自分で書いたものが読

めないという特異な症状を呈する。ただし、書字はまったく正常というわけではない。岩

田は純粋失読の書字の誤りとして、形態的な誤りが も多く、次いで音韻

誤りをあげている。すなわち、読字での誤りによく似た誤り方をする。  

 純粋失読に合併して生じる症状としては、右同名半盲 4 、色彩失認、軽度の物体失認、

語健忘、軽度の失行、筆算の障害、などがある。このうち、純粋失読の機序の理解に重要

な意味をもつのは半盲と色彩失認である。純粋失読における右同名半盲の存在はすでにデ

ジェリンによっても気付かれている（ただし彼の症例は完全な右同名半盲ではなかった）。

ゲシュヴィンドとフシオは彼らの失読理論の構築（後述）にあたって、右同名半盲の存在

を重視した。しかし、右同名半盲のない純粋失読症例は多数報告されており、純粋失読に

必発の症状ではない。次に色彩失認である。純粋失読に見られる色彩失認症状としてゲシ

ュヴィンドとフシオは色彩の呼称障害をあげ、色彩の認識自体は障害されていないことを

強調した。しかし純粋失読では色彩の認識障害が全く見られないということはなく、色名

を言われてそれに対応する色を指示することの障害や脳性色盲（脳損傷に伴う色盲、第９

章参照）を合併する純粋

例

 

３．１．２ 純粋失読の機序  

３．１．２．１ 視覚―言語離断症候群  

 純粋失読の機序についてデジェリンは次のように考えた（図７－４参照）。右同名半盲

のため視覚情報は直接左大脳半球には達せず、他方右大脳半球の情報も左後頭葉病変のた

 
4 半盲などの視野障害について詳細は第９章参照。  
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め左角回に達しない。左角回は読字中枢であり、ここに視覚情報が到達しないため失読と

なる。彼の症例では脳梁膨大にも損傷はあったが、彼は脳梁の機能はよく知られていない

して、失読との関係を論じるのを避けた。  

 

と

 
 

図７－４ A:外側部、B：内側部）と彼  

上図：

たが、死亡直前に生じた二度目の損傷（点）に  

、②脳梁、③下縦束、損傷は X にあり  

   視覚情報は角回に到達しない。  

デジェリンの純粋失読患者の損傷部位（

による純粋失読の発症機序（下段）。  

楔部（C）、舌状回（O2）、紡錘状回（O1）に損傷（黒い影）が認められる。  

患者は当初失読症状のみを呈し

よって失書症状も出現した。  

下図：Angular gyrus：角回、①視放線
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彩の呼称障害をも引き起こすはずである。これがゲシュヴィンドの理論の大要

で

品呼称障害を示した患者も報告されているが、それは純粋失

読

あるとする説が提

出

の。古典的な意味での純粋失読に対

応

る

傷はあるが脳梁膨大は保たれている。右同名半盲

が

型。角回深部白質に病変がある。右同名半盲はないか右四半盲が見られ

                                                       

それから 70 年後、ゲシュヴィンドは脳梁膨大損傷を純粋失読の発症機序理解に 重要

視する理論を展開する。純粋失読は視覚情報が書字言語認識中枢である左角回に伝達され

ないために生じる。右視野からの情報は左後頭葉損傷による半盲のために左角回に到達せ

ず、左視野からのそれは脳梁膨大の損傷により同じく左角回に到達しない。すなわち純粋

失読は視覚情報の角回からの離断症状である。そしてこのような視覚一言語離断は失読だ

けでなく色

ある。  

この説が正しいなら純粋失読においては常に、①右同名半盲、②脳梁膨大損傷、③色名

呼称障害が認められるはずである。上述のように右同名半盲のない純粋失読は多数報告さ

れており、デジェリンの症例も真の意味での右同名半盲ではなかった（右半側色盲であっ

た）。また、脳梁膨大に損傷のない純粋失読は複数の報告例がある。さらに色彩呼称障害

もすべての純粋失読に見られるわけではない（上述）。呼称障害が何故色名だけに生じる

のかも疑問として残る。もし視覚一言語離断があるなら物品についても呼称障害が生じて

然るべきであろう。実際、物

のごく一部にすぎない 5。  

以上のごとく、ゲシュヴィンドの説はそのままでは受け入れ難い。そのためいくつかの

修正案が提出されている。例えば、右同名半盲のない純粋失読、脳梁膨大損傷のない純粋

失読の存在を基に、純粋失読が生じる機序は単一ではなく複数の機序が

されている。グリーンブラットは純粋失読を次の４型に分類する。  

第１型～脳梁膨大・後頭葉型で右同名半盲を伴うも

し、ゲシュヴィンドの説がそのまま当てはまる。  

第２型～脳梁膨大・後頭葉型で右同名半盲を伴わないもの。脳梁膨大に損傷はあるが、

左鳥距溝領野は保たれている。後頭葉深部白質の損傷により角回の線推連絡が絶たれてい

ため失読となる。半側視野のみの失読（半側性失読、後述）はこの型の亜型と見られる。  

第３型～後頭葉型。後頭葉内側面に損

あり、回復が早いのを特徴とする。  

第４型～下角回

 
5 視覚的に提示された物品の選択的呼称障害を視覚失語という（第９章参照）。視覚失語

を合併した純粋失読例は報告されてはいるがごく希である。  
 

７-15 
 



第 7 章 

る

呼称障害はない。脳室周辺の白質、

視

も後頭葉内で大脳半球交連線維の損傷

あれば、純粋失読が生じることを認めている。  

３

。純粋失読における色名呼称障害は

なる解剖学的な離断症状としては説明しえない。  

ことがある。  

ダマジオとダマジオは純粋失読を３型に分ける。第 1 型は右同名半盲と色名呼称障害を

有するもので、鳥距溝、脳梁膨大、側頭葉内側面に病巣がある。第２型は右同名半盲があ

るが色名呼称障害はない。視放線または鳥距溝、後頭葉内部の大脳半球間交連線推の損傷

がある。第３型は右上四半盲と右下半色盲があり、色名

放線の下部、視覚連合野の下部に損傷がある。  

両者の見解に共通する点は損傷部位を左後頭葉や脳梁膨大に限局することなく、結果と

して角回と視覚入力との離断を生じさせる損傷があれば純粋失読が生じるという考えある。

基本的にゲシュヴィンドの立場を支持するベンソン

が

 

．１．２．２ 純粋失読と色名呼称障害  

純粋失読が視覚―言語離断により生じるとするなら、視覚刺激全般について離断症状が

生じるはずである。上述のごとく、純粋失読では色名呼称障害のみが生じ、一般的な物品

名の呼称は保たれるのが普通である。これはどうしてか。この問題についてはゲシュヴィ

ンドも気が付いており、文字や色彩以外の物品は他の感覚情報とも結合しており、それら

を介して呼称が行われると説明した。ストコウィックとペックは次のように考えた。色名

は物品の属性を示す形容詞であり、視覚表像を物品ほど強く喚起せず、この点で文字に類

似している。すなわち文字と色名は視覚情報としての類似性が高いため、両者が同時に障

害されると考えた。一方、倉知らは純粋失読には単なる色名呼称障害だけでなく、色彩認

識障害があるのではないかと述べている。純粋失読で色名呼称障害が合併しない例につい

て、カミングは文字情報の右大脳半球から左大脳半球への転送には脳梁膨大全体が必要な

のに対し、色彩情報のそれは脳梁膨大背側部のみで可能なのであろうとの説を提出し、グ

リーンブラットやエイジャックスはこれを支持した。ダマジオとダマジオは、色名呼称障

害は後頭側頭葉接合領野内側部の損傷により視覚情報が海馬から離断されたことにより生

じるとし、その出現に脳梁膨大の損傷は必ずしも必要ではないとしている。ドティらの研

究によれば、サルでは脳梁を切断しても前交連が保たれていれば色彩情報の両大脳半球間

の転送は可能であるという。ヒトにおいても脳梁や後頭葉損傷がそのまま色彩情報の左言

語野からの離断を意味するとは限らない可能性がある

単
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３

図７－１）における視覚特徴検出器から文字検出器へのアクセ

スの障害と理解される。  

．１．２．３ 純粋失読における視覚情報処理  

以上のごとく、純粋失読は視覚一言語離断群としてのみ理解することは困難である。そ

もそも読字過程はゲシュヴィンドが考えたような単純な過程ではない。本章第１節で述べ

たごとく、読字過程については 近種々の認知心理学的モデルが提出されている。それに

よれば複数の読字過程が存在する。それは画像機能解析研究の結果からも支持されている。

これらの読字過程に関する 近の研究結果を背景として、純粋失読を視覚情報処理障害と

して説明する試みが種々提出されている。例えば、エペルバウムらは以下の考えを提出し

ている。本章第１節で述べたごとく、左紡錘状回には語に特異的に反応する領野があり「視

覚的語形態野（VWFA）」（図７－５）と呼ばれている。エペルバウムらの拡散強調 MRI

研究によれば VWFA と左縁上回および後頭葉との間には相互に密接な線維連絡がある。

VWFA と後頭葉との連絡線維は下縦束に対応する。彼らはてんかん治療のため VWFA 後

方の皮質切除後に典型的な純粋失読を呈した症例を報告した。そして純粋失読の機序の一

つとして VWFA と左後頭葉の離断を指摘している。これは離断の生じる段階を視覚処理と

言語処理の中間段階である語形態認識の段階まで絞り込んだ考えである。この学説によれ

ば、純粋失読は読字過程（

 

図７－５ 視覚的語形態野（VWFA、白い矩形で囲まれた領野）  
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純粋失読では、実在語を構成する文字（“word”の“w”）の処理は非実在語を構成す

る文字（“wkrd”の“w”）の処理より成績がよい。提示された語が実在語か否かの判断

はある程度可能である。提示時間を延長すると成績は向上する。これらの事実は、純粋失

読の文字処理能力は完全に失われているのではないことを意味する。そこで、①純粋失読

では文字特異的な視覚情報処理、たとえば文字の視覚表象の想起に障害がある、②純粋失

は右大脳半球の文字処理機能の表れである、などの考えも提出されている。  

ドはそれまでに報告された純粋失読の剖検例 17 例の所

見

はその一部の損傷が多い。楔状回、鳥距溝の一部が

同

脳梁膨大損傷が必須という

こ

内側

については CT、MRI 所見を中心に多数の報告がある。

そ

よっても純粋失読は生じるが、その症状は典型例とはや

で右同名半盲は生じないが、左右視覚野と角回の線維連絡は絶たれるので失読と

半盲が生じるが、より腹側にあって視放

読

 

３．１．３ 解剖学  

 1969 年ベンソンとゲシュヴィン

を以下のごとくまとめている。  

１）後頭葉～ほとんど全例で左後頭葉病変がある。部位は後頭葉の内側および腹側の皮

質、特に舌状回、紡錘状回全体あるい

時に損傷されていることもある。  

２）脳梁膨大～9 例に脳梁膨大の損傷を認める。しかしこれは他の症例では脳梁膨大が

損傷されていないということではない。また純粋失読の成立に

とでもない。後頭葉深部白質病変でも純粋失読は生じる。  

３）その他～視床、海馬、頭頂葉に病変を認めた症例もある。手術例などで後頭葉

面損傷により純粋失読となった症例が報告されているが、その詳細は不明である。  

 この論文以降純粋失読の責任病巣

の大要は以下のごとくである。  

１）右同名半盲、色名呼称障害を伴う典型的な純粋失読は後大脳動脈梗塞を原因とする。

紡錘状回、楔状回、鳥拒溝など後頭葉内下面の損傷と脳梁膨大の損傷とが同時に見られる。

後頭葉内側部の損傷、切除などに

や異なり一過性のものが多い。  

 ２）右同名半盲を伴わない純粋失読では後頭葉深部白質に病変がある。鳥距溝は保たれ

ているの

なる。  

 ３）グリーンブラットの第４型（下角回性）の純粋失読では、角回深部白質に病変があ

る。損傷が背側にあり、視放線をおかせば右同名
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線

生じるとの報告がある。左紡

状回損傷に伴う純粋失読ではかなりの回復が見られる。  

３

デルを考え、語中心座標において生じた半側無視が

無

視性失読」、左大脳半球損傷に伴うものを「位置性失読」とし

て区別する場合もある。  

が保たれていれば右同名半盲はみられない。  

４）この他、左紡錘状回限局性の損傷によって純粋失読が

錘

 

．２ 無視性失読  

一側大脳半球損傷に伴って、対側刺激の処理が障害される症状が「半側無視」である 6。

文章や語に生じる半側無視が無視性失読である。文章では左側の語の処理、語では左側の

文字の処理が障害される。両者は同時に生じるが、一方が単独で生じる場合もある。文章

の場合、患者は文章の中央部から読み始める。語の場合、①刺激語に類似した語への置換

（“yellow”→“pillow”）、②刺激の単純な見落とし（“clove”→“love”）、③文字の添加

（“ate”→“date”）、などの誤りが見られるが、①が も多い。語の長さは成績に影響し

ない。提示時間も影響しない。文字の無視は実在語より非実在語で生じやすい。語の音読

に先立って意味判断をさせると音読の成績が向上する。多くの症例では半側無視に伴って

生じるが、半側無視を伴わない無視性失読の症例も報告されている。これらの事実は無視

性失読が単なる視覚刺激の無視に起因するものではないことを示している。カラマザらは、

語認識に関して図７－６に示す多段モ

視性失読であると考察している。  

無視性失読は右大脳半球損傷に伴って生じる場合が多いが、左大脳半球損傷に伴う左側

の無視性半側例も報告されている。この場合無視は語だけに出現する。右大脳半球損傷に

伴う無視性失読を「半側無

 
                                                        
6 第９章参照。  
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図７－６ カラマザらによる語の読字過程の多段階モデル  

３

の研究者によっても報告され、注意性失読の概

念

字

いる別の文字を呼称する、②提示され

て

の語が融合

もある（“flip”と“shop”が提示され“ship”と反応）。  

な

するフィルター機構に障害があると考えている。デニスらも同様の見解

を

位としては、①左前頭葉・頭頂葉領野、②両側大脳半球後方領野、

などの報告がある。  

                                                       

．３ 注意性失読  

注意性失読は語が単独で提示される条件では正常に処理出来るが、他の語や文字列と同

時に提示される条件では失読が出現するという特異な症状を呈する。 初の症例は 1977

年シャリスとウェリントンによって報告された脳腫瘍例である。語が単独で提示される条

件では音読正答率 90%であるのに対し、他の三つの語と同時に提示される条件では正答率

は 80%に低下した。その後類似の症例が他

が確立された。注意性失読の症状は、  

１）同時に提示される刺激の属性が成績に影響する。文字の音読は数字より文字が同時

提示される条件で成績が低下する。提示文字が大文字か小文字かは結果に影響しない。文

の処理は語の同時提示の影響を受けず、語の処理は文字の同時提示の影響を受けない。  

２）複数同時提示された語の音読は障害されても意味処理は保たれている場合もある。  

３）文字呼称課題の場合の誤りは、①提示されて

いない文字の名称を呼称する、の二つがある。  

４）二つの語の同時提示では一方の語のみが音読される誤りが多いが、二つ

した語が音読される場合

どの特徴を有する。  

注意性失読の機序について、シャリスとウェリントンは非言語的処理段階から言語的処

理段階への移行の障害と考えた。コスレットは、注意性失読では提示された刺激から必要

な情報だけを抽出

示している。  

注意性失読の損傷部

 

３．４ 半側性失読  

 半側視野のみに認められる失読である。通例左視野で見られる。脳梁の損傷で半側視野

に失読が生じることは 1892 年デジェリンによって既に指摘されている。1960 年代スペリ

ーによって行われた分離脳患者の研究はこのことを明確にした 7 。左視野に提示された語

の音読が障害される。読解はある程度可能である場合もある。脳梁の後部、脳梁膨大の部

 
7 詳細は第１２章参照。  
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分的損傷でも左半側の失読は出現する。一方右視野のみに出現した失読例も報告されてい

。  

を報告している。バーチメイヤーら

症例は先天性視覚障害者で脳出血後にウェルニッケ失語となり、点字の失読症状を示し

の方が機能語より良好であった。  

など）の弁別が困難とな

、などの障害が出現することが報告されている。数字のみの失読は希ではあるが報告例

障害については第１０章で詳しく検討する。  

盲」はまだ知られていない。文字

覚えたり、鍵盤の

置を教えてもらったりしてきた。文字の読み書きも得意ではないが、楽譜の読みほどは

譜認識に特異的な発達障害と考えられている。  

 

る

４ 失読の特殊型 

 

４．１ 点字の失読  

 視覚障害者において点字の読みが障害される。グローニングらは、後天性の視覚障害者

で、右頭頂葉脳腫瘍摘出後に点字の失読を呈した症例

の

た。実質語の読み

 

４．２ 数字盲  

 失語性失読、中枢性失読、純粋失読では数字の音読や読解も障害される。この他、後頭

葉損傷に伴い、数字の位取りが解らない、類似した数字（６と９

る

がある。数字認識

 

４．３ 楽譜盲  

 失語や失読に伴って楽譜の認識障害、すなわち楽譜盲が生じることはよく知られている。

文字認識が保たれ楽譜認識のみが障害された「純粋楽譜

認識は障害され楽譜認識が保たれていた症例は報告されている。これまでに報告された楽

譜盲の多くは左大脳半球病変、特に後方病変が多い。  

 楽譜認識の学習が選択的に障害される「発達性楽譜盲」と考えられる症例がゴードンに

よって報告されている。症例は 12 歳の少女である。４歳からピアノを始めて演奏面では

順調な伸びをみせたにもかかわらず、現在まで楽譜を読むことが出来ない。音符を見ても

意味のない点の固まりとしか認識出来ない。曲を覚えるためには聴いて

位

障害されていない。楽

４．４ 交叉性失読  

交叉性失語に対応して交叉性失読が存在する。これは右手利きで右大脳半球損傷に伴う
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純粋失読であって、左同名半盲と共に失読症状を呈する。右大脳半球損傷によって失読が

生じる理由については、①左手利きの遺伝的素因がある、②左大脳半球にも病変がある、

②視空間認識障害による二次的な失読である、などが指摘されている。口頭言語の優位大

半球は左であり、書字言語に関する大脳優位半球のみが右にあると考えられる症例も報

字の大きさが小さすぎる、病

の読字能力に比して課題の難易度が高すぎる、など）、②病前からの読字能力の障害、

くは詐病、などがあげられる。  

究によれば、アメリカでは学童の 5～17％が発達性読字障害である。

認められることから、発症には遺伝的要因が関与していると考えられる。連

                                                       

脳

告されている。  

 

４．５ 偽失読  

 本来失読ではないが、現象的に文字の音読や読解の障害が存在するように見える場合が

ある。原因としては、①不十分なあるいは不適切な検査（文

前

③半側無視、④心因性もし

 

４．６ 発達性読字障害  

 読字の発達障害である。「十分な知的能力を有し、普通の社会文化的環境で生育し、適

切な指導・教育を受けたにも拘わらず読字を習得することが困難である障害」と定義され

る。精神疾患診断統計マニュアル第４版（DSM-IV）では、小児の暦年齢と一般知能水準

を基準として読みの正確さと理解力が少なくても２標準偏差以上低いことが診断基準とさ

れている。疫学的研

古くから男児で発症率が高いと考えられてきたが、 近性差は認められないとする研究も

報告されている。  

 家族発症が

鎖解析 8 の結果によれば、２番、３番、６番、１５番および１８番染色体との関連が報告

されている。  

 発達性読字障害の機序については、①心理学、②解剖学、③生理学、の各方面からのア

プローチが試みられている。  

 １）心理学からのアプローチ～発達性読字障害児では音韻と文字あるいは文字列を対応

 
8 遺伝子座間の遺伝地図距離を組み替えに基づいて推定する方法。二つの対立遺伝子が染

色体上で離れていればいるほど組み換えが起きる頻度が高くなる。二つの遺伝子の間の距

離は、二つの連鎖した遺伝的形質をもつ生物の子孫で、二つの表現型が共に現れない個体

の割合から計算出来る。この割合が高いほど、二つの対立遺伝子は染色体上で離れている

と考えられる。親兄弟や親族の間で形質を比較することにより、ある形質の遺伝子がどの

染色体上にあるかを推定することが可能である。  
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させることに障害がある。この点については諸家の見解はほぼ一致している。ではこの障

害は何故生じてくるのか。①視覚情報処理、特に低空間周波数刺激の処理障害、②視床巨

細胞層の病変による運動知覚障害に起因する読字時の眼球運動障害、③聴覚における時間

分解能の低下、④聴覚における周波数弁別閾の低下、などの知見が報告されている。これ

らの所見は全ての発達性読字障害児に等しく認められる訳ではない。すなわち発達性読字

障害は単一ではなくその機序からいくつかの類型に分類されると考えられている。類型は

減少、③頭

の相関が高く

るが、発達性読字障害児ではこの所見が認められず、むしろ右大脳半球領野間の相関が

連脳領野の活性化の程度は読字課題の成績と相関する。  

書字、書取のみが障害されて、他の言語機能が比較的保たれている症例の存在は古

く

研究者により異なるが、少なくても①音韻情報処理に障害のある類型、②語の視覚的処理

に障害のある類型、の２型の存在は明かとされている。  

 ２）解剖学からのアプローチ～発達性読字障害児の脳に特異的所見は存在するか。この

点については多くの研究報告がある。第６章で述べたごとく、健常者では左右大脳半球間

に解剖学的差異が認められ、側頭平面の面積は左大脳半球で大である。そこで発達性読字

障害児ではこの側頭平面の左優位性が認められないか右優位であるとする仮説が提出され

た。実際の研究結果では、個人差が大きく仮説は必ずしも支持されなかった。一方、発達

性読字障害児の大脳半球には種々の解剖学的異常が存在することは多く研究において認め

られている。①大脳半球後方領野の右優位傾向、②大脳後方領野の左優位性の

頂葉弁蓋部の脳回形成の異常、③前頭葉弁蓋部、側頭葉、後頭頂葉／後頭葉領野容積の増

大、④皮質下諸核では健常児と差異はない、などの所見が報告されている。  

 ３）生理学からのアプローチ～語と音韻との照合課題遂行時、発達性読字障害児では全

般に左大脳半球後方の活性化が低下している。特に、上側頭回後方、角回、第一次視覚野

などの活性化が低下しており、逆に下前頭回の活性化は増大している。読字課題遂行時、

健常児では上側頭回後方、角回、第一次視覚野などの読字関連領野の活動性

な

高くなる。読字関

 

５．中心性失書 

 

５．１ 純粋失書  

 自発

から知られており、「純粋失書」と呼ばれてきた。純粋失書の臨床症状は次のようであ

る。  
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１）文字を書き始めることに困難さがあり、書くことに非常に時間がかかるが、文字そ

のものは正しく書ける。文字と音韻との対応も保たれている。  

 ２）文字をまとめて語あるいは文章にすることに困難さが伴う。意図したものと異なる

文字を書いたり、文字の配列を誤ったりする。文字の保続、置換、省略なども出現する。

ば読字も含めて他の言語症状は見られないはずであるが、実際には構

音

する。結局、純粋失書で

障害が存するのは文字素の選択やその結合に関連する過程、図７－３では意味概念システ

ムから文字出力レキシコンへのアクセスの障害と考えられる。  

 

オーラル・スペリングは可能でも、それを文字化出来ない。すなわち、文字の選択に障害

がある。  

 ３）写字は保たれるのが普通であるが、自発書字と同程度に写字が障害された症例も報

告されている。  

 ４）定義からすれ

障害、喚語障害などの失語症状、視空間認識障害、失行などの症状を軽度ではあるが有

する症例が多い。  

純粋失書の発症機序はどのようであろうか。図７－３を手がかりに検討してみよう。純

粋失書ではオーラル・スペリングは可能であり、文字素バッファは保たれている。書取に

障害が見られることは音素一文字素変換システムの障害を思わせる。しかし、ドゥボアら

は純粋失書の書字障害について詳しい分析を行い、文字と音韻との対応関係は保たれてい

ることを見出している。また、杉下らの症例では口頭で指示された文字を文字ブロックか

ら選択することは可能であった。すなわち音素一文字素変換システムにも障害はないもの

と思われる。純粋失書では写字は保たれ、読字も可能である。このことは文字の形態的な

記憶並びに書字に係わる動作そのものは保たれていることを意味
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図７―７ エクスナーの書字中枢（灰色の円）  

 19 世紀末、純粋失書の責任病巣としてエクスナーは左中前頭回をあげた。以来この部位

は「エクスナー中枢」として知られてきた（図７－７）。その後、ペンフィールドとロバ

ーツは左中および下前回の切除例で一過性の失書を認めた。エカンとコンソリは５例の左

中前頭回限局性の病変例で比較的書字に限定された障害が出現したと述べている。アーマ

ードらは脳腫瘍例で左中前頭回脚部の手術後純粋失書を呈した症例を報告した。左中前頭

回は純粋失書の責任病巣であると判断してよいであろう。  
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図７－８ ロエルトゲンの書字過程モデル  

 

傷による純粋失書が報告されている。このような多数の

領

ラミングに関係する。従って、これらの領野の損傷は共に純粋失書を引き起こすことに

 

一方、頭頂葉病変による純粋失書もカプアとゴードンをはじめ 10 例以上の報告例があ

る。その他、①視床、②後シルビウス領野、③内包および尾状核、④後頭葉、⑤頭頂後頭

葉領野白質、など様々な領野の損

野の損傷で純粋失書が生じることは、図７－３では文字出力レキシコンとした過程がさ

らにいくつかの下位過程に分かれ、それぞれに異なる領野が対応している可能性を示唆す

る。ロエルトゲンは図７－８に示すようなモデルを提案している。このモデルに従えば、

文字素は左頭頂葉領野に存在し、エクスナー中枢を含む左中前頭回領野は文字素出力プロ

グ

なる。  

５．２ 語彙失書  

語彙失書では図７－３における文字出力レキシコンに障害がある。ここには語の視覚表

象が存在するので、障害されると語の視覚的形態が想起出来なくなる。従って、書字は音

７-26 
 



第 7 章 

素―文字素変換システムを介して行われることになる。そこでこのシステムが利用出来な

い語、すなわち不規則な綴りの語や発音が同じで複数の語形がある語の書字が障害される。

非

アクセス障害により全ての書字が音素―文

彙失書の責任病巣として、1984 年ハイルマンらは４例の CT 所見から角回後方と頭頂

変部位として報告した。ロレルトゲンによれば、語彙失書ではシル

ビ

像が存在しない非実在語の書取が障害される。

誤

換システムに障害がある。深層性失書との違

い

認められるが、失語

実在語や親近性の乏しい語であっても規則綴りの語は書くことが可能である。誤りは全

て音韻性であり、目標の語と発音が同じで語形の異なる語となる。  

同じく文字出力レキシコンの障害である純粋失書との違いは次の点にある。語彙失書で

は意味概念システムから文字出力レキシコンの

字素変換システムを介して行われる。一方純粋失書では書字は音素―文字素変換システム

と文字出力レキシコンの両者を平行して利用することにより行われる。すなわち語彙失書

は純粋失書の亜形である。  

語彙失書は超皮質性感覚失語、ウェルニッケ失語において認められるが、失語のない症

例もある。失読、特に文字入力レキシコンから概念意味システムへのアクセスが障害され

る表層性失読がしばしば同時に出現する。しかし、語彙失書や表層性失読が単独で認めら

れた症例も報告されている。   

語

後頭葉接合部を共通病

ウス周辺領野は保たれており、左角回領野に損傷が認められる。①左角回損傷、②右頭

頂葉損傷（患者は右手利き）、③左後側頭葉損傷、④左前頭葉損傷、などの報告がある。  

 

５．３ 音韻性失書  

図７－３の音素―文字素変換システムに障害がある。音素に対応する文字素を選択出来

ない。書字は文字出力レキシコンに貯蔵されている語の視覚心像を想起して行われる。従

って実在語の書字は可能であるが、視覚心

りは形態的に目標語に類似するが発音が異なる語となる。音韻性失書では非実在語の復

唱の成績が書取より良好である。音韻入力レキシコンには障害がないか軽度であることを

意味する。ゲルストマン症候群、観念運動失行、などを合併する。  

後に述べる深層性失書でも音素―文字素変

は以下の点にある。音韻性失書では意味概念システムへのアクセスや意味概念システム

からのアクセスに障害はないので、目標語と意味的に類似した語を書く「意味性錯書」は

なく、語の具体性や品詞の影響は受けない。  

 音韻性失書はブロ－カ失語、ウェルニッケ失語などの失語において
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のない症例もある。音韻性失書と音韻性失読との合併もしばしば認められが、一方のみが

素変換システムに障害がある。音素と文字素

の

。誤りは目標語と全く類似性のない文字列や音韻的に目標語に類似した実在語

なる。意味的に類似した語を書く意味性錯書も認められる。口頭書字も障害される。具

。これは深層性失読では意味概念システム

いる。この部位は音韻性失書の責任病巣としても注目されているが、深層性失書では病

る。もし深層性失書―右大脳半球代償仮説を取るならば、深層性失書の

任病巣は左大脳半球、特に言語野周辺領野の広範な病変となる。  

 

る点で超皮質性失語に類似する。実際、意味性失書は超皮質性失語に

単独で出現した例も報告されている。  

ロレルトゲンらは音韻性失書の責任病巣として左縁上回およびその内側の島回の病変を

重視した。その後の報告も縁上回、島回領野の病変例が多いが、異なる領野の病変も報告

されている。①縁上回より後方領野、②尾状核、視床、内包領域、などの報告例がある。

音韻性失書はシルビウス領野の後方の皮質・皮質下の損傷で生じると考えられる。  

  

５．４ 深層性失書  

書字過程（図７－３）において音素―文字

対応関係が失われるため、書字は常に意味概念システムに貯蔵されている語の意味を手

がかりに行われることになる。従って、意味概念システムに存在しない非実在語の書取が

障害される

と

体語、名詞に比べ抽象語、機能語の成績が悪い

にも多少の障害があることを意味する。  

深層性失書の機序として、左大脳半球損傷に伴って右大脳半球がその機能を代償した結

果であるとする仮説がある。これは前述した深層性失読の右大脳半球代償仮説を深層性失

書に応用したものである。ラプザックらは左大脳半球の機能が完全に廃絶した症例で深層

性失書が認められたことを報告している。  

責任病巣として、左縁上回、角回を中心とする頭頂葉の皮質、深部白質病変が注目され

て

変がより広範にな

責

５．５ 意味性失書  

書字過程（図７－３）において、意味概念システムの障害もしくは他のシステムとの連

合が障害された状態である。実在語の自発書字が障害される。目標語と発音が類似した別

の実在語もしくは非実在語が書かれる。意味性失書が極端になると他者には全く理解出来

ない文字や文章を書く「ジャルゴン失書」となる。音素―文字素変換システムは保たれて

おり、不規則な綴りや非実在語の書取は保たれる。このように意味処理が障害されるが音

韻処理は保たれてい
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おいてしばしば認められる。また深層性失読もしばしば認められる。他方、失読症状が認

められない意味性失書も報告されている。  

責任病巣としては左大脳半球の、①尾状核、内包、前頭葉白質を含む皮質下、②内側前

頭葉および頭頂葉、③ブローカ野、ウェルニッケ野の周辺領野、④視床、などが指摘され

て

」

在語の書き取り検査の成績は

文字では 0%、小文字では実在語 73%、非実在語 60%であった。写字ではいずれの書体

であった。読字では軽度の障害が認められたが、書体による違いは

．１ 文字素性失書  

の機能は書くべき文字の選択と保持である。従って、

書きとオーラル・スペリングが同じように障害される症例が多いが、両者間に解離が見

手書きとオーラル・スペリングでは文字素バッファが異な

                                                       

いる。  

 

５．６ 文字出力レキシコン障害による失書  

 メニケリらは大文字のみの失書を示した前頭側頭型認知症 9 の症例を「書記素性失書

として報告している。患者は 81 歳の主婦であり、認知症を呈した。MRI上前頭葉に顕著

な萎縮があり前頭側頭型認知症と診断された。実在語、非実

大

でも正答率は 90%以上

なかった。書体毎に独立した文字出力レキシコンが存在することを示唆する症例である。  

 

６．周辺性失書 

 

６

図７－３における文字素バッファ

この過程の障害では、①文字選択の誤り～文字の脱落、置換、重複（同じ文字を繰り返す）、

添付、転置、など、②字体選択の誤り～大文字と小文字の混用など、の症状が認められる。

障害は実在語、非実在語、自発書字、書取いずれにおいても生じる。語の頻度、親近性、

品詞などの影響を受けないが、語の長さの影響を受け、長い語ほど障害されやすい。文字

素バッファは書字が終了するまで文字素情報を保持する機能を担っていることを意味する。

手

られる場合もある。このことが

ることを意味するか否かは種々議論があり、結論に至っていない。  

かつてゲシュヴィンドは純粋失書の背景には意識障害があることを指摘した。文字素バ

ッファのような課題遂行時必要な情報を担う過程を「作業記憶」とよぶ。作業記憶は意識

 
9 第１６章参照。  
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の重要な構成要素もしくは意識そのものと考えられる 10 。彼が指摘したごとく、軽度の意

識障害時に文字素バッファ障害による失書症状が も目立つ症状となる場合がある。  

 責任病巣としては、①左前頭・頭頂葉領野、②左頭頂葉、③右前頭葉・頭頂葉および大

脳基底核、④左前頭葉後背側部、などが指摘されている。  

 

６．２ 失行性失書  

するが、運動麻痺などの末梢性の原因によらない行為の障害が失行

為の障害とは独立した行為障害として失書が生じる場合（観

合である。書字をどのようにすべきか分かっ

る。オ

野の損傷によるものが多い。  

 

能である。障害は自発書字、書取いずれにも認められる。

ーラル・スペリングには障害はない。機序としては、①書字に関わる視空間認識の障害、

に配置出来ない、②文字素バッファと運動野の連合の離

断

                                                       

  第８章で詳しく検討

である。失行に起因する失書に関連は、①失行症状の一部として失書が出現する場合（観

念運動失行性失書）、②他の行

念失行性失書）、の二つがある。  

 

６．２．１ 観念運動失行性失書  

 失行症状の一部として失書が認められる場

ているが遂行出来ない。ペンや鉛筆を適切に用いることが出来ないために生じて来

ーラル・スペリングは保たれ、手書きのみが障害される。自発書字、書取いずれも障害さ

れる。書かれた文字は判読出来ない。写字は比較的良好である。文字ブロックを並び替え

るアナグラムは遂行可能である。書字を行う手の対側頭頂葉領

 

６．２．２ 観念失行性失書  

他の行為の遂行は保たれ、書字行為だけが障害される。どのように書字を遂行すべきか

分からない。患者はペンや鉛筆を適切に持つことは出来るが、適切な文字を書くことが出

来ない。書かれた文字は判読不

オ

文字を構成する直線や曲線を適切

、が考えられる。①の場合、写字は自発書字より良好になると考えられる。バクスター

とウェリントンの報告例はこの類型に該当する。②の場合は自発書字と写字に差はないと

予想される。クロワシレらはそのような症例を報告している。責任病巣は書字を行う手の

対側の頭頂葉、特に上頭頂葉と考えられるが、同側の損傷例も報告されている。  

 
 

10 第２１章参照。  
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６．３ 空間性失書  

 視空間認識の障害による二次的な書字の障害である。通例右大脳半球の損傷で生じる。

症状は次のごとくである。  

１）文字を構成する線分が２本、３本と余計に書かれる。あるいは文字全体が繰り返さ

が繰り返されることもある。  

 

視などの右大脳半球症状を伴う。右頭頂葉損傷例が多い。右

頭葉損傷や小脳損傷に伴う空間性失書も報告されている。  

．４ 一側性失書（離断性失書）  

合の離断によって生じる。通常は左手のみに生じるので「一側性失

左大脳半球言語野から左手の運動を司る右大脳半球運動野が離断されることによって生

としても判読出来ない文字となる。写字は自発書字よりはよい。オー

ラ

例

で

の転送は脳梁幹

を

れる。希には語全体や音節

２）文字列を水平に保てない。  

 ３）文字が紙の右端に偏って書かれる。  

 ４）文字と文字の間に余計な隙間がある。従って文字のまとまりが悪くなる。  

このような症状は自発書字、写字いずれでも認められる。オーラル・スペリングは通常保

たれる。多くの場合、半側無

前

 

６

左右大脳半球間の連

書」の名がある。脳梁切断により生じる左手の失書 11 もここに含まれ「脳梁性失書」と呼

ばれる。次の２類型がある。  

 

６．４．１ 一側性失行性失書  

じる。左手で書こう

ル・スペリングは保たれる。多くの症例では口頭命令を左手で遂行出来ない。すなわち

左手の観念運動失行が存在する。脳梁前方（脳梁膝）もしくは中央（脳梁幹）の損傷で生

じる。脳梁膝損傷例ではタイプライター使用やアナグラムが障害されるが、脳梁幹損傷

はタイプライターの使用は可能である。ワトソンとハイルマンは、この事実から、言語

―運動記憶の左から右への転送は脳梁膝を介して行われ、視覚―運動記憶

介すると推測している。  

 

６．４．２ 一側性失語性失書  

一側性失行性失書と異なり、左手の口頭命遂行が保たれている左手の一側性失書が数例

                                                        
11 第１２章参照。  
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報告されている。これらの患者の書字は判読不能文字と共に目標の文字と異なる文字を書

く。アナグラムも障害される。ワトソンとハイルマンはこの類型を一側性失語性失書と呼

ん

書  

楽譜の表記は失語や失読で障害されることが多いが、他の高次脳機能障害を伴わない楽

告されている。左上頭頂葉病変例で、楽譜の理解や歌唱は

ナルド・ダ・ヴィンチの鏡像書字はよく知られている。  

権を取った場合、右大脳半球が全体的に活性化されて鏡

像

だ。脳梁後方（脳梁膨大）に損傷が認められた事から、彼らは言語情報が脳梁を介して

転送されると考えている。  

 

７．失書の特殊型 

 

７．１ 楽譜の失

 

譜の失書例が緑川らによって報

良好であったにもかかわらず楽譜を書くことに選択的な障害を示した。音程の表記は良好

であり障害はリズムにおいて顕著であった。  

 

７．２ 鏡像書字  

書かれた文字が左右逆転して鏡像となる現象である。通常左手に出現するが両手に出現

する場合もある。特定の文字が鏡像となる場合もあれば、文章の全ての文字が鏡像となる

場合もある。脳損傷に伴う鏡像書字は 1878 年ブックバルドの報告が 初とされる。  

健常者でも鏡像文字は出現する。右手利きより左手利き者で出現しやすい。イタリアの

著名な画家レオ

鏡像書字の機序については次の説が有力である。右手利き健常者が意図的に鏡像書字を

行う場合、右手より左手の方がはるに容易である。すなわち右大脳半球には潜在的な鏡像

書字傾向があるが、通常は抑制されている。脳損傷によって抑制が解除された場合左手の

鏡像書字が出現する。鏡像書字例では前頭葉内側の補足運動野に病変がある例が少なくな

い。 補足運動野は行動の開始に関与することが知られている。左補足運動野が障害され右

補足運動野の行動開始指令が主導

書字が出現すると考えられる。  

鏡像書字は左大脳半球損傷で生じやすい。損傷領野は、①後側頭葉と大脳基底核、②頭

頂葉、③側頭・頭頂接合部、④前頭・側頭・頭頂葉接合部、⑤頭頂・後頭葉、⑥内包、な
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ど

．失読・失書 

患者は綴りを聴いたり、文字を手でなぞったりして

も

そ

ムーア）。  

様々である。右大脳半球損傷に伴う鏡像書字、パーキンソン病、脊髄小脳変性症 12 など

の変性疾患に伴う大脳半球以外の部位の損傷による鏡像書字も知られている。  

 

８

 

８．１ 概念および臨床症状  

 1891 年デジェリンによって初めて記載された。読字、書字のいずれにも障害があるが、

他の言語機能は（比較的）保たれている病態である。  

 読字の面では、音読、読解とも侵される。文字、数字、語、音符、などいずれの読みも

障害されるが、数字、音符は読める場合もある。また、語の読みと文字の読みでは、前者

がよい（ブラウンら）、後者がよい（エカンとクレマンら）、差がない（ベンソンとゲシ

ュヴィンドら）など様々な説がある。

それがどのような語か理解出来ない。このことは感覚様相に関係なく文字の認識が障害

されていることを示しており、主として視覚入力からの読みが障害される純粋失読とは対

照的である。  

書字面での障害は様々の程度でみられる。一般に自発書字では 1 文字 1 文字は書けても

れらを結合して語としてまとめることに失敗する。書取も障害され、自発書字で書けた

語が書取で書けない症例もある。写字も障害されるが、その程度は自発書字、書取より軽

いとする説（山鳥ら）と同程度とする説（エカンとクレマンら、アルバートら）とがある。

印欧語では一般にオーラル・スペリングも障害されるが、オーラル・スペリングが保たれ

ている症例もある（

書字と読字のいずれが強くおかされるかは症例により異なる。  

以上のような症状は一般に実在語、非実在語いずれにも認められるが、非実在語のみに

失読・失書を示した症例も報告されている。ロエルトゲンらの症例は非実在語の手書き、

オーラル・スペリングいずれも障害されていたが、字体は保たれていた。  

失読・失書では書字言語の他にも種々の障害がみられる。口頭言語において軽度の喚語

障害が見られる。構成失行、ゲルストマン症候群、地誌的記憶障害などもしばしば認めら

れる。  

 
                                                        
12 運動失調を主症状とする神経変性疾患の総称。種々の病型がある。  
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８．２ 神経心理学的機序  

 デジェリンは失読・失書においては文字の視覚心像が失われており、このために文字を

むことも書くことも出来なくなると考えた。そしてこの文字の視覚心像は角回に存在す

を再び取り上げたのがゲシュヴィンドである。彼は角回を視覚、聴覚な

て、後者は角回と前頭葉運動野

離断によって生じるとした。同様の見解はかつてウェルニッケによっても示唆された。  

ムーアの患者は視覚一聴覚間の統合のみが障害され、聴覚一視覚間の統合は保たれる一

方向性の離断症状のみを示した。岩田らの症例では文字の字体のゆがみが認められた。こ

れらの症状はゲシュヴィンドの意味での「離断症状」としては理解しにくい。彼の書字言

語の神経機構モデルは余りも簡単すぎ、書字言語についてのより精密な神経心理学的モデ

ルが必要である。  

失読・失書では入力様相の如何、出力様相の如何を問わず書字言語の処理が障害される。

図７－１、図７－３から明らかなように、読字過程、書字過程には共通して意味概念シス

テムが関与している。このシステムに障害があれば読字と書字が共に障害され失読・失書

を呈するであろう。この場合、同時に口頭言語の障害、すなわち失語が生じるはずである。

実際、失読・失書では前述のごとく失語症状が全くない訳ではない。当初失語で発症し、

口頭言語面での症状が回復して失読・失書に移行した症例も報告されている。失読・失書

には失語症状も存在するが余り目立たないのである。それは何故か。意味概念システムは

左右側頭葉、特に左側頭葉と関連が深い。失読・失書の病変部位は左角回領野 後

部領野と考えられる（後述）。すなわち、意味概念システム関連領野の損傷は部分的で

ある。意味概念シス もたらすが、部分

的損傷では比較的書字言語に限定された障害となるのであろう。   

８．３ 解剖学  

読

るとした。この説

ど異種感覚間の統合の場所として捉え、その損傷によって感覚間統合が出来なくなり、文

字と音韻との対応が失われて書字言語全体が障害されるとした。すなわち、失読・失書を

聴覚一体性感覚間の統合と視覚一聴覚間の統合の双方向性の離断として捉えようとした。

ベンソン、山鳥はこれを支持する。  

他方、アルバートは失読・失書症例にしばしば認められる読解能力やオーラル・スペリ

ングの保持は角回損傷のみでは説明しえないとし、失読・失書は文字どおり失読と失書の

合併したものであり、前者は角回と視覚情報の離断によっ

の

、側頭葉

下

テム関連領野の広範な損傷は言語機能全般の障害を
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 失読・失書の責任病巣をデジェリン、ゲシュヴィンドは角回に定位した（図７－９）。

岩田によれば、この説は今日広く認められており、問題は病変の深さ、広がりにあるとい

う。ベンソンは病変が側頭葉にまで広がる症例を報告した。グリーンブラットも失読・失

書で側頭葉にまで病変が広がることを指摘している。山鳥は角回よりも下部頭頂葉、側頭

葉後縁、および後頭葉の中間にある深部白質が失読・失書に共通な病変であるとしている。

アルバートらも角回深部白質病変を重視している。失読・失書は左角回領野、側頭葉後下

部領野およびその深部白質病変で生じると考えられる。  

 

 

 

図７－９ デジェリンによる失読・失書の損傷部位  

左角回に限局性の病変  

 

 

一方、従来報告された領野とは全く異なる領野の損傷による失読・失書例が 近報告さ

れた。アンダーソンらの報告例である。58 歳の女性で、左運動前野（エクスナー中枢（図

７－７）にほぼ対応する部位）の外科的切除に伴って失読・失書を呈した。失語を含め他

の神経心理学的症状は認められなかった。語の音読に重度の障害を示した。音読に成功す
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れば読解も正解した。文字の同定（口頭で指示された文字を指さす）も障害されていた。

書字は難渋で長時間を要した。書取、写字とも極めて不良であった。オーラル・スペリン

ともあれ、失読・失書は角回を含む頭頂葉、側頭葉領野以外の損傷でも生じ得る。  

  

 

９

原則として一つの語に対応する。

15

グは可能であった。この様な症例の存在は、エクスナー中枢が書字以外の機能、特に文字

形態の処理（図７－１の文字検出器の役割）を果たしている可能性を示唆している。  

９．日本語における失読、失書症状の特徴 

．１ 漢字と仮名  

周知のごとく、日本語の文字体系は漢字と仮名に大別される。漢字は中国において作ら

れた文字である。この漢字が日本に入ってくるのは紀元 400 年頃と推定されている。紀元

５世紀頃から、ごく一部の人々ではあったろうが、日本人は漢字という書字言語を手に入

れたことになる。一方、仮名は漢字による日本語表記の不備 13 を補うために８世紀から１

０世紀にかけて日本で開発された文字である。  

文字の分類は、常識的には「表意文字」と「表音文字」という２分法が用いられるが、

この分類には問題がある。言語学では、表意文字は「一つの記号あるいは一つの記号グル

ープが１文章全体、あるいは１文章中に含まれる諸思想を暗示するもの」と定義される。

このような文字が存在するとは思えない。もし存在するとしたら、三根谷も指摘している

ように、もはや文字とは言えないであろう。言語学的には、文字はそれが表している言語

の単位によって次のように分類される。  

１）表語文字～形態素文字とも呼ばれる。個々の文字が

中国語の漢字はその一例である 14。  

 ２）音節文字～語をそれが発話される場合の音節の単位にまで分析して、その音節を書

き表す。日本語の仮名はその１例である 。  

                                                        
13

日本語の動詞や形容詞には活用がある。語尾に助詞や助動詞を付加することにより

中国語にはない日本語独特のことばや表現は漢字で訓書きすることは出来ない。また、

その意

味や文法構造は大きく変化する。これを漢字で表すことは困難である。「はな さく」、

「はなは さく」、「はなよ さけ」などは漢字で書くと全て「花開」になってしまう。  
外来語

対応するとは限らない。拗音のモーラ数は１である

14 近年中国においては、漢字の音だけを使って外国の人名、地名を表記することや

を表記することが行われている。厳密には漢字は表語文字とは言えなくなった。  
15 仮名はモーラを表記するとの説がある。しかし、一つの仮名文字は一つのモーラに対応

するが、一つのモーラが一つの文字に
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 ３）音素文字（アルファベット）～個々の文字が語を構成する音素を表す。ローマ字は

その１例である。この場合、英語のローマ字表記において明らかなように、一つの文字が

常に特定の音素を表すとは限らない。  

日本語の漢字はこのどれに該当するか。強いて言えば中国語の場合と同じく表語文字で

あろう。日本語は表語文字（漢字）と音節文字（仮名）の二つの文字体系によって表記さ

れる言語である。  

さて、日本語を母国語とする失語患者において、漢字と仮名の読み書き障害の程度に明

らかな差が認められる場合がある。このことを 初に記載したのは 1901 年三浦謹之助で

あるといわれている。彼の症例は 62 歳、男性、脳梗塞例で右片麻痺と言語障害で発症し

た。右片麻痺は短時間で消失したが、言語障害は持続した。仮名による書字は不可能であ

ったが、漢字の書字は良好な成績を示した。三浦は、この結果を漢字と仮名では処理の仕

方

理学研究の主要なテーマの一つとなってきた。  

 

が異なることによると解釈した。はじめてこの問題を詳細に検討したのは 1912 年浅山

忠愛である。症例は 33 歳、男性、神経梅毒に罹患し、右片麻痺と言語障害を呈した。言

語表出面では、自発発話の完全な喪失と重度の復唱障害があり、中程度の言語理解障害、

読字障害、書字障害があった。漢字の音読は不可能であったが、漢字を含む文章の読解は

ある程度可能であった。仮名１文字の音読は約半分の仮名文字で成功した。しかし仮名で

書かれた語の読解は不可能であった。書字については、仮名の書取は数文字でのみ成功し

た。漢字の書字能力はほぼ完全に保たれており、「右之金額正ニ請取申候也」という文章

を書取、自発書字いずれにおいても正確に書き得た。  

 この漢字と仮名の障害の解離現象は、失語のみならず失読や失書などの他の高次脳機能

障害でも認められることが次第に明らかにされた。また当初は、漢字の意味理解が他の機

能に比して良好に保たれている症例が報告されたが、逆に漢字の意味理解が特に強く障害

されている症例が存在することが 1943 年井村恒郎によって報告された。以後、「漢字・

仮名問題」は日本における神経心

漢字・仮名問題を論じるにあたって注意すべき点がある。おなじ語であっても、漢字で

書かれた語と仮名で書かれた語では出現頻度や熟知度に違いがある。漢字と仮名の成績に

違いが認められたとしても、それが文字体系の違いに起因するか、出現頻度や熟知度の違

いに起因するのかを明らかにすることは簡単ではない。また、漢字・仮名問題を取り扱っ

                                                                                                                                                                                  
が、仮名文字では２字で表される。  
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た多くの研究では健常統制群を設けていない。結果として、漢字課題と仮名課題の難易度

に差があるかどうかの検討が不十分となる。さらに漢字と仮名に差があるかどうかの判断

に際して統計的検定を行っていない研究、統計的検定を行っていてもその手法が適切では

ない研究も少なくない。以上のような点に十分配慮した研究報告は残念ながらごく少数で

ある。  

９．２ 失語  

失語症状と密接に関係している

いう考えが一般的であった。  

92 年杉下らは、漢字・仮名障害と失語症状との関連はないとする研究結果

象はブローカ失語 23 例、ウェルニッケ失語 13 例、純粋失読７

、

 

失語における漢字・仮名問題を組織的に検討した研究としては、笹沼らによる研究がよ

く知られている。彼女らは、まず 20 例の失語患者を対象として音読検査を行った。失語

患者を構音障害のない群（Ａ群）と構音障害のある群（Ｂ群）に分けて結果を比較すると、

Ｂ群では漢字に比べて平仮名、片仮名の誤反応率が有意に高かった。次に彼女らは、50 例

の失語患者および 30 例の失語症状のない片麻痺患者（非失語患者）を対象として、漢字

と仮名で書字障害に差があるかどうかを検討した。明らかに失語患者では漢字より仮名で

誤りが多かった。笹沼らは失語症状と書字障害との関連についても検討した。音読の場合

と同様、構音障害を有する失語では漢字より仮名で障害の重い例が多いが、構音障害のな

い失語では漢字、仮名間に差は認められなかった。浜中ら、永江、野上らも同様の結果を

報告している。すなわち、ブローカ失語、伝導失語のような音声表出面で障害のある失語

では、漢字に比して仮名の障害が重度であるが、そのような障害のない失語では漢字と仮

名に差はない。漢字と仮名のいずれが強く障害されるかは

と

ところが 19

を報告した。彼らの研究対

例、失読・失書７例であった。刺激は、平仮名は 46 文字、漢字は小学校２年までに学習

される漢字より選択された 46 文字、数字はアラビア数字 10 個であった。これらの刺激は

１文字ずつ提示され、被験者の課題は刺激の音読であった。症例ごとに漢字と仮名の正答

率の差を統計的検定より検討した。殆どの症例において漢字と仮名との間に差は認められ

なかった。従来漢字と仮名との差が も顕著であるとされてきたブローカ失語においても

差のある症例は少数であり、差のある場合でも漢字の成績が良いとは限らなかった。杉下

らは従来の研究の問題点として、①用いられた刺激や課題が適切でないこと、②漢字と仮
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名の比較に統計的検定を行っていないこと、などを指摘している。  

杉下らの研究は従来の学説に大きな疑問を投げかけたのであるが、杉下らの研究にも問

題がある。それは健常統制群を設 仮名の成績が漢

いことは漢字の障害は仮名の障害より

けでは漢字と仮名の障害程度の違いを正確に評価

問題である。よ

より２字以上の漢字からなる熟語の

音と訓、いずれの読みも可

くいためであろう。漢字１文字のみを用

ている杉下らの研究結果から、失語の読字障害全般について論じることは必ずしも適切

はない。失語において漢字と仮名の読みに差があるかどうかを明らかにするためには、

２文字以上の漢字から構成される熟語や漢字仮名交じり文なども

刺

ずれにせよ、当初考えられていた「失語では漢字より仮名が障害されやす

初に報告された。語の意味の

、表７－１に示すように、漢字の音読において独特の誤りを示す。

の症状は表層性失読の診断基準を満たす。責任病巣としては左側頭葉、特に左中側頭回

 

などの変性疾患による脳萎縮例で認められる。これらの症例では左右いずれの大脳半球に

も病変が認められる場合が少なくない。中村らは表層性失読３例を報告しているがいずれ

も両側性の病変が認められた。  

                                                     

けていない点である。もし健常統制群で

字より良かったなら、失語で漢字と仮名間に差が無

軽いことを意味する 16。失語のデータだ

することは出来ない。杉下らが刺激語として漢字１文字を用いている点も

く知られているように、失語では、漢字１文字の読み

読みの成績が良い例が少なくない。これは漢字１文字の場合は

能であり、熟語に比べてその音や意味を同定しに

い

で

漢字１文字だけでなく、

激として用いた研究が必要である。他方、従来の研究の問題点に関する杉下らの指摘は

妥当である。い

い」という命題は一般的な形では成立しないであろう。  
 

９．３ 失読  

９．３．１ 表層性失読  

 失語の中に仮名より漢字で読字障害、書字障害が重度である「語義失語」と呼ばれる類

型がある。この類型は前述のごとく 1943 年井村によって

理解が障害されており

こ

の病変との関連が深い。典型的な語義失語は脳血管障害よりもアルツハイマー型認知症

表  ７－１  語義失語における漢字音読障害  

   
 通常の神経心理学的検査では、健常者は漢字、仮名とも全ての課題で正答する可能性が

績比較を行う必要がある。  

16

高い。刺激の短時間提示などの手続きにより、漢字と仮名の成
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         誤りの内容        例  

同       

９

 ２）印欧語を母国語とする失読患者でオーラル・スペリングが保たれている場合がある

では偏と旁を与えればその文字を同定出来る場合がある。  

分割脳患者を対象とし、文字瞬間提示条件で、左右視野間で読解や音読の成績を比較し

後述するが、仮名については読解、音読とも殆どの症例

で

 

         音訓の混

          音→訓   煙草→クサケムリ、皮肉→カワニク  

          訓→音     真白→シンパク  

         語義の混同   空→テン、寒い→フユイ  

         字形の混同     木→ホン  

 

 

．３．２   純粋失読  

純粋失読における漢字・仮名問題については鳥居、河村らによる詳しい研究がある。そ

れによると、  

 １）読みの障害については、例外的症例（仮名で著しい障害を示した河村と平山の症例、

漢字で著しい障害を示した大東と浜中の症例、など）を除いて漢字と仮名の障害程度に大

きな差はない。  

 

ことに似た現象として、漢字

 ３）書字の障害は漢字で著しく、仮名では軽度である。  

などの特徴がある。  

 

９．３．３  半側性失読  

 

た研究が報告されている。詳細は

右視野の成績が左視野より有意に優る。漢字読解については、明瞭な視野差は認められ

ない。漢字音読については、やや右視野の成績が優っているとする報告が多い。  

 

 

９．４ 失書  

９．４．１  漢字選択的失書  

 左側頭葉後下部の病変によって漢字の選択的失書が生じる。石合らの症例では小学１～
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２年生の漢字の約３分の１の書取が出来なかった。患者は何も書かないか仮名で代用した。

写字は正しく遂行出来た。類似の症例は相馬らによっても報告されている。責任病巣は左

外側側頭後頭回（３７野）と考えられている。  

 

部らの症

（ジャルゴン失書）が認められたが、後に書取で仮名

他の神

かった。SPECT で左中前頭回の血流量低下が認められた。

が、彼女らの症例では左頭頂葉皮質

られた。  

脳梁損傷に伴う左手の失書で、杉下らの症例、山鳥の症例では漢字の成績は仮名より良

．５ 漢字選択的失読・失書  

左側頭葉後下部の病変により漢字に限定された失読・失書が生じる。これは 1982 年岩

田によって 初に報告された。患者は 70 歳の男性、書字言語障害と物品呼称障害で発症

した。CT により左側頭葉・後頭葉皮質下に血腫が発見された。発症後３ヶ月で仮名の失

読・失書症状は消失し、漢字の失読・失書のみを呈するようになった。この症例は漢字の

音読で表７―２に示す誤りを示した。書字、特に自発書字ではわずかな漢字しか用いよう

とせず、もっと漢字を用いるよう促しても「書けない」と答え、書こうとしなかった。手

本を提示すれば写字は正しく遂行出来た。書取は無反応が殆どであった。誤りとしては形

態の歪み、形態の類似した他の漢字への置換、などが認められた。偏と旁を印刷したカー

ドを用意し、それらを組み合わせて漢字を構成する検査では良好な成績を示した。  

 

９．４．２ 仮名の選択的失書  

左中前頭回下部から下前頭回にかけての病変で仮名の選択的失書が生じる。阿

例では、発病当初は読解不能な書字

のみの錯書を示した。字体は正常であり、写字は保たれていた。仮名の読字を含め

経心理学的症状は認められな

仮名の選択的失書は柏木らによっても報告されている

および皮質下に限局性病変が認め

 

９．４．３ 一側性失書  

 

好であった。他方河村らの症例では仮名の方が良好であった。漢字と仮名の情報は脳梁の

異なる部位を通って左大脳半球から右大脳半球へ転送されており、脳梁の損傷部位によっ

て転送可能な情報が異なるためこの違いが生じた可能性がある。しかし詳細は不明である。 

 

９
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 表  ７－２  漢字の選択的失読・失書例における漢字の読み誤り  

握の障害  

左側頭葉後下部（図７－１０）とされる。漢字選択的失書の病変部位と同じで

あ と失書が共に生じる場合と失書のみが生じ

る

 

    （１）全体像の把

        森→き     赤→つち     青→月      白→ひ  

    （２）文字形態の混同  

        鍵→ぎん    雲→くもり  毛→て      耳→つき  

    （３）意味的錯読  

        象→いのしし  馬→いぬ、とり  

    （４）音価の選択障害  

         空席→そら・・・     言葉→言・・・こう  

         道路→みち・・・     一般→いちふね  

 

 この報告以降、類似の症例の報告が相次ぎ、漢字選択的失読・失書の概念が確立された。

病変部位は

る。病変の広がり、深さの違いによって失読

場合があると考えられる。  

 

図７－１０ 漢字選択的失読・失書の責任病巣（左側頭葉後下部）  

９．６ 漢字、仮名と大脳半球機能差  

９．６．１ 問題の所在  

 漢字、仮名問題を巡る議論の中で大きな論点となってきたのが右大脳半球の機能である。
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失語で漢字の読みが比較的保たれる事実が報告されると、それは右大脳半球の代償機能の

現

による漢字処理障害を補うことが出来るため漢字の読みが保たれるという

．６．２ 一側大脳半球損傷に伴う漢字、仮名障害  

筆者らは を実験的

に検討した。

                                                       

れではないかとする議論がすぐ提起された。右大脳半球には多少の漢字処理能力があり、

左大脳半球損傷

考えである。一方、この議論とは別に、1970 年代末八田は健常者を対象とした分割視野法

17による研究結果から、漢字処理―右大脳半球優位説を主張した。この説は大脳半球機能

差研究法として分割視野法による研究が多用された 1980 年代には大いに注目された。し

かし高次脳機能の研究法として機能画像解析が開発されると、分割視野法による研究は激

減し、漢字処理―右大脳半球優位説もいつの間にか消えてしまった。しかし漢字と仮名で

は大脳半球機能差が異なるかどうかは依然として大きな研究課題である。この問題の研究

方法には  

１）一側大脳半球損傷者を対象とした研究  

２）分割脳患者を対象とした研究  

３）健常者を対象とした機能画像解析研究  

がある。以下それぞれから得られた知見について検討する。  

 

９

一側大脳半球損傷に伴い漢字、仮名の読みがどのように障害されるか

 

 

17分

半

球に

刺激

を遂

行さ れ

場合より高いか、あるいは反応時間が短かった

合、当該課題については左（右）大脳半球が優位であると判断される。  
 

割視野法による大脳半球機能差研究の背景にある考えは以下のごとくである。ヒトの

視野の耳側は同側の第一次視覚野に、鼻側は大脳下面で交叉し（視交叉）対側の第一次視

覚野に投射する（言うまでもなくこれは模式的表現であり正確な解剖学的記述ではない）。

結果として右視野からの情報はまず左大脳半球に伝達され、左視野からのそれは右大脳

伝達される。そこで、視野中央に小光点を提示し、被験者にこれを注視し続けること

を教示してから小光点の右または左（視野中央から２°以上離れた位置）に、何らかの

を眼球運動の潜時よりも短い時間（約 120msec.以下）提示する。被験者に特定の課題

せ、視野間で正反応率あるいは反応時間を比較する。右（左）視野に刺激が提示さ

た場合の正反応率が対側視野に提示された

場
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齢は 54 歳であった。原疾患は頭部外傷１例を除き、他は

全

ている凝視点から、右または左に（刺激の中心が ) 3°10′の位置に提

示された。 視野中央に常に提示されている凝視点を注視しつつ、 の距離か

ら刺激を観察し、次の二つの課題を遂行した。  

１）音読課題～提示された刺激を音読する。

 ２）読解課題～提示された刺激に対応する物品を被験者の前に置かれた 15 枚の絵カー

ドセット（10 枚は刺激に対応し、５枚は対応しない）から選択する。  
 表７－３は両群の各刺激条件における平均正反応率（％）ならびに標準偏差である。こ

こから以下の事実が明らかとなった。  

 

表  ７－３  LHD 群、RHD 群の平均正反応率（％）ならびに標準偏差  

               音  読        読  解  

右視野  左視野  右視野   左視野  

LHD 群 仮 名     平均正反応率      56.0      58.0     52.0        50.0    

               標準偏差          31.8      30.8    33.5        32.0    

       漢 字  平均正反応率      54.7      54.4     56.0        57.3    

                標準偏差          29.2      33.5     32.0        27.4   

RHD 群 仮 名   平均正反応率      76.7      65.7     82.4        71.0    

               標準偏差       21.0      27.7     18.0        24.5 

       漢 字  平均正反応率       73.3     54.3     76.7        60.1 

              標準偏差           27.7      22.8     20.8        21.4   

                   

 
１）仮名の正反応率を LHD 群と RHD 群で比較すると、右視野では音読、読解とも LHD

群は RHD 群より有意に低く、左視野でも統計的に有意とはならないが、LHD 群の正反応

率が RHD 群より低かった。

被験者は左大脳半球損傷群（LHD 群）15 例、右大脳半球損傷群（RHD 群）21 例であ

る。全例右手利きであった。LHD 群は男性 12 例、女性３例、平均年齢は 59 歳、RHD 群

は男性 19 例、女性２例、平均年

て脳血管障害であった。刺激は漢字、平仮名で縦書きされた語各 10 個であった。刺激

は視野中央に提示され

被験者は 100cm
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２）LHD 群では文字間、視野間、課題間に有意差は全くみられず、相互作用も全て有意

とはならなかった。  

３）RHD 群では仮名に比して漢字の正反応率は有意に低かった。特に左視野でこの傾向

は顕著であった。対象者を個別に検討すると、少数ではあるが漢字に選択的な読字障害を

有する右大脳半球損傷者の存在が確認された。  

すなわち、左大脳半球は漢字、仮名いずれの処理にも同等の役割を果たしているが、右

大脳半球は仮名より漢字の処理に深く関与している。  

 

図７－１１  漢字処理の神経機構  

 

この研究 者は漢字処理に関する神経機構を次のように考えた（図７－１１）。

字はまず視覚刺激として認識され、漢字あるいは仮名として分類される。この過程で重

な役割をはたすのは左大脳半球後頭葉の視覚連合野である。次の段階は音への変換の過

結果から筆

文

要
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程である。この過程では左ウェルニッケ野が重要な役割をはたしている。これはウェルニ

 

                  （４０Ｍ、ＮＤ）  

辺他、1979  症例１                     仮ＳＤ  

               漢ＳＤ、仮ＳＤ  

杉

                                                       

ッケ野に音韻入力レキシコンが存在することによる。音への変換には、音節、語形態、語

意味、の三つのレベルがある。音節レベルでの変換には左ブローカ野が、語形態、語意味

レベルの変換には左上縁回および角回が関与している。

 

表７－４ 分割脳患者における漢字、仮名処理の左右視野差  

                 読解            音読  

杉下他、1978  症例１   漢ＮＤ、仮ＮＤ       漢ＮＤ、仮ＳＤ  

        症例２   漢ＳＤ、仮ＳＤ       漢ＳＤ、仮ＳＤ  

             （３３Ｍ、ＮＤ）      （２２Ｍ、  ＮＤ）  

        症例３   漢ＮＤ、仮ＳＤ       漢ＳＤ、仮ＳＤ  

         

渡

        症例２  

下他、1980        漢ＮＤ、仮ＳＤ       漢ＮＤ、仮ＳＤ  

                           （８Ｙ７Ｍ、ＮＤ）  

渡辺他、1982                      漢ＳＤ、仮ＳＤ  

奥田他、1984                      漢ＳＤ、仮ＳＤ  

杉下他、1986        漢ＮＤ、仮ＳＤ       漢ＮＤ、仮ＳＤ  

内山他、1986  症例１   漢ＮＤ、仮ＳＤ       漢ＮＤ、仮ＳＤ  

        症例２                 漢ＮＤ、仮  

                             （１文字ＮＤ）  

                       （２文字ＳＤ）   

              ＊  ＮＤ：視野差無し   ＳＤ：有意に右視野優位  

 

 

９．６．３ 分割脳患者における漢字、仮名処理  

 交連線維離断がある分割脳患者 18では右視野からの情報は左大脳半球のみに、左視野か

 
18 分割脳についての詳細は第１２章参照。  
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らの情報は右大脳半球のみに投射される。従って左右視野間の差異はそのまま大脳半球間

の機能差と見なせる。1990 年までの研究結果を内山らは表７－４のごとくまとめている。

仮名については読解、音読とも杉下 (1978)の症例１を除く全ての症例で右視野の成績が左

視野より有意に優っていた（経過と共に左視野の成績が回復し 終的に視野差が消失した

症例が２例、１文字の音読では有意差がみられなかった症例が１例報告されている）。漢

字読解については６例中５例で視野差は認められなかった。杉下らの症例２は術後 12 ヶ

月の時点では有意な視野差を示したが、術後 33 ヶ月の時点ではこの視野差は消失した。

漢字音読については５例で右視野の成績が有意に優っており、５例では視野差は認められ

なかった。分割脳患者の右大脳半球は仮名処理に比してかなりの漢字処理能力を有すると

られる。  

 

９．６．４ 機能画像解析  

東京大学の桜井のグループは、種々の読字課題遂行時における脳の代謝過程を PET によ

り測定し、以下の研究結果を報告している。用いられた刺激は、２文字漢字語、３文字仮

名語、３文字無意味仮名文字列、の３種であり、被験者の課題は、各刺激の黙読および音

読である。代謝過程の測度としては脳血流量が用いられた。 15Ｏで標識された生理的食塩

水をトレーサーとして用い、課題遂行開始 30 秒後から 90 秒間の脳血流量が測定された。

課題遂行時の脳血流量から安静時の脳血流量を減ずる減算法により各課題遂行時の脳血流

量を求めた。黙読課題では、①漢字、仮名いずれの場合も活性化された領野は両側上・中

前頭回、帯状回であった、②仮名でのみ活性化された領野は両側後頭葉内側・外側部、左

側頭葉後下部、左ヘシェル回であった、③漢字でのみ活性化された領野はなかった、など

の結果が得られた。漢字音読課題で活性化された領野は、両側側頭葉後下部、ブローカ野、

両側基底核、左視床、右上側頭回後部、左ヘシェル回、帯状回前部であった。仮名音読課

題で活性化された領野は、両側後頭葉内側・外側部（第一次視覚野および視覚連合野）、

左側頭葉後下部、両側ヘシェル回、両側下前頭回後部、補足運動野、左基底核、右視床で

あった。さらに無意味仮名文字列では左小脳が、仮名語では右側頭葉後下部、右基底核、

右小脳が活性化された。三つの刺激間の比較を行うと、仮名語と無意味仮名文字列では共

に両側後頭葉内側・外側部で脳血流量の増加が認められたが、漢字ではこの部位に有意な

血流量の増加はなかった。側頭葉後下部では、仮名語において無意味仮名列より有意に血

考え
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流量が増加していた。漢字では、側頭葉後下部の血流量増加が左でやや多いが、有意では

なく、この部位で有意な左右差がみられたのは仮名語のみであった。一方、ブローカ野を

含む下前頭回後部では漢字語においてのみ有意な左右差が認められた。読字課題遂行時、

頭頂葉は全く賦活されず、むしろ活動性の低下がみられた。いずれの課題でも左角回の活

動が低下し、両側上縁回の活動が無意味仮名文字列で、右上縁回、両側上頭頂小葉の活動

が漢字で低下していた。  

  

 

図７－１２ 左後下側頭葉の課題別活性化被験者数  

京都大学の柴崎らのグループは、10 人の被験者を対象に、①仮名―漢字変換、②漢字の

語形想起、③仮名音読、④仮名意味判断、の４課題遂行時の脳活動性を fMRI により測定

した。結果は図７－１２に示すごとくであった。臨床研究で漢字の選択的書字障害の責任
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病巣と考えられている左後下側頭葉（PITC）は①および②の課題遂行時９人の被験者で活

性化された。③および④の課題では３人の被験者でのみ活性化された。著者らは左 PITC

が漢字の語形想起に関与していると考察している。さらに著者らは物体、漢字、仮名の呼

称および音読課題遂行時の脳活動性を測定し、その結果を図７－１３のごとく模式化して

いる。  

 

図７－１３ 物体、漢字、仮名認識課題遂行時の脳活性化領野  

 

 日本大学の研究グループは仮名文字を用いて、①熟知度の高い語、②熟知度の低い語、

③非実在語を作成し、黙読課題及び意味判断課題遂行時の脳活動性を記録した。音韻情報

に基づいて処理されると考えられる②および③では左下前頭葉が活性化された。意味情報

に基づいて処理されると考えられる①では左右の側頭・頭頂葉領野（３９／４０野）が活

性化された。  

 以上の研究結果はいずれも漢字処理と仮名処理に関与する脳領野には明らかな違いがあ

る ている。

と同様であるが、右大脳半球の関与の

程度がより大きい。筆者らの一側大脳半球損傷に伴う漢字、仮名障害研究の結果に一致す

る結果である。  

漢字は日本だけでなく中国や韓国でも用いられている。タンらは中国語の漢字音韻処理

ことを示している。仮名処理には左大脳半球の古典的な意味での言語野が関与し

漢字処理には左大脳半球が関与することは仮名処理
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に関する機能解析研究の結果をメタ解析している。その結果、図７－１４に示すごとく、

①左前頭葉背側（９野）、②左下頭頂葉背側、③紡錘状回および中後頭回を含む両側側頭・

後頭葉腹側部、④左下前頭回に活動性増大が認められた。①は長期記憶の音韻情報の検索

（addressed phonology）、②は音韻情報の貯蔵（phonological store）、③は語型と音韻

との照合（ feedback from phonology to orthography）、④は語―音韻変換（subvocal 

rehearsal）にそれぞれ関係し、④はアルファベットの処理には活性化されない漢字処理に

特異的な領野であると考察している。  

 

 

図７－１４ 中国語漢字およびアルファベット語の音韻処理時に活性化される  

          脳領野（詳細は本文参照）  
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