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１．失行の定義と分類 

 

１．１ 失行の定義 

今日、失行と呼ばれている現象、すなわち脳の局所的病変に伴う高次運動機能の障害は

19 世紀末にウェルニッケ、ジャクソンなどによっても記載されていた。ジャクソンが記載

した次のエピソードはよく知られている。ジャクソンがある患者に舌を出すよう求めたが

患者は出来なかった。食事中この患者は口の回りについたパンくずを舌で上手に舐め取っ

た。「失行（apraxia）」の名称を始めて用いたのは 1871 年シュタインタールであるとさ

れる。しかし、失行について明確な概念規定を行い、その組織的研究の先駆者となったの

はリープマンである。彼は、1900 年の論文で、脳卒中発作後命令された右手の運動を遂行

することが全く不可能になった症例を記載した。患者は検者の運動を右手で模倣すること

も障害されていたが、左手の運動は誤りなく遂行出来た。リープマンはこの症状は「失行」

と呼ばれるべきであるとした。彼は失行を「動かしうる身体部位を目的に応じて動かせな

い状態」と定義した。彼によれば失行と診断するには次の要因が運動障害の直接の原因で

あってはならない。  

１）麻痺、失調、不随意運動などの末梢的運動障害。 

２）失語による言語理解障害、視覚、聴覚などの対象認識の障害。 

３）位置覚、運動覚の喪失。 

４）認知症などの一般知能障害 

そしてリープマンは後に詳しく紹介する失行論を展開した。それ以降、失行は失語や失認

と並んで神経心理学の主要な研究課題の一つとなって今日に至っている。 

 失行とはどのような症状であるか。リープマンの定義は上記のごとくである。フォン・

モナコフは 1914 年「失行とは特定の目的に向けられ、思考と感情表出に資する運動、こ

とに日常生活の運動をしかも命令に応じて行う能力の障害である。患者は時間的、場所的
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失見当を示さず、要素的運動性を失ってはいないし、無論課せられた運動がどのようなも

のかを理解している」と述べた。デジェリンの 1914 年の定義によれば失行は「心的起源

の運動障害であり、語聾、著明な知的欠陥、失認、麻痺、失調、振戦による運動障害を示

さず、物品／道具が何であり、いかなることに役立つかを知りつつ、しかもその用途にか

なった協調運動を正しく行えない状態」である。このような古典的定義に対して、近年の

定義として代表的なものをあげると、エカンは「失行とは基本的な運動能力（筋力、反射、

協応）は正常であり、行うべき運動についての理解も正常である（失認、一般的な知的障

害がない）個人にみられる目的的運動遂行の障害である」と定義する。ゲシュヴィンドは

「普通運動を引き起こすような刺激に対する反応としての学習された運動の遂行の障害で

あって、運動系、感覚系の障害によるものではなく、不注意や検査に協力することの障害

によるものでもない」と定義する。  

以上のごとく、失行が麻痺、失調などと異なる高次の運動機能障害であることについて

は諸家の見解は一致しているが、その詳細については力点の置き方が微妙に異なっている。

例えば、障害される運動を学習されたものに限定するかどうかという点に関して、リープ

マンやゲシュヴィンドは失行の範囲を学習された運動の障害に限定しているが、他の研究

者は随意的運動すべての障害を失行に含めている。失行の範囲を狭くするとそれだけ概念

は明確になるが、反面、排除されたものをどう取り扱うかという問題が生じてくる。逆に

範囲を広げると他の運動障害との区別があいまいとなる。現時点で、失行について明確な

定義を行うことは困難である。ここではさしあたって、麻痺、失調、その他の要素的運動

障害に還元しえず、また失語、失認などの他の高次脳機能障害にも還元しえない目的的運

動遂行の障害を失行と呼ぶことにする。 

 

１．２ 失行の分類 

リープマンは失行を、①肢節運動失行～運動記憶痕跡の障害、②観念運動失行～時間的

空間的運動企図と運動記憶痕跡との解離による障害、③観念失行～運動企図の障害、の３

型に分類した。その後、1934 年クライストによって構成失行が分離され、1941 年ブレイ

ンによって着衣失行が追加された。このうち、観念運動失行と観念失行は失行類型として

殆どの研究者によって認められている。一方、他の３型については失行と呼べるかどうか、

さらに失行であるとしても他の失行と同一に論じられるかどうかについては様々な議論が

ある。また、それぞれの失行の鑑別点などについても諸家間に種々の食い違いが見られる。
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肢節運動失行については、失行に含めない研究者が少なくない（ゲシュヴィンド、ペック

など）。構成失行についてはその成立には失行だけでなく視空間認識障害の関与が指摘さ

れている（秋元、ランゲなど）。着衣失行については半側身体失認 1などとの関係が問題

となる。すなわちこれら二つの失行は単なる運動障害とは言い切れない面を有しており、

これらをどう取り扱うかは失行の定義の問題とも関係してくる。 

                            

 本書では も包括的と思われるエカンの失行分類を参考にして、失行を含む高次運動障

害を以下のごとく分類する。 

１）観念運動失行 

２）観念失行 

３）構成失行 

４）着衣失行 

５）分節性または一側性失行 

６）運動性失音楽 

７）その他の高次運動障害 

 

２．観念運動失行 

 

２．１ 概念と臨床像 

 観念運動失行は「運動遂行のタイミング、順序、空間的位置取りの障害」と定義される。

「何をすべきか」は判っているが「どのようにすべきか」が判らない状態である。1900

年リープマンによって 初に記載された。リープマンによれば、観念運動失行では、①物

品／道具を対象としない単純な運動の言語命令による遂行ならびに模倣、②単一の物品／

道具を対象とする運動のパントマイムの言語命令による遂行ならびに模倣の障害、③単一

の物品／道具を対象とする運動の言語命令による遂行、が障害され、一方自然場面におけ

るこれらの運動は正常に遂行される。すなわち自然状況における運動が保たれ、意図的、

意志的な運動が障害されることが観念運動失行の診断基準である。観念運動失行では運動

の巧緻性に障害はなく、ある状況で遂行可能な運動が他の状況では遂行出来なくなる。       

観念運動失行で具体的にどのような運動が障害されるか（逆に言えば、どのような運動

障害を観念運動失行と呼ぶのか）については種々の議論がある。 

 
1 第９章参照。 
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１）自動詞的運動～患者にとって十分習熟した運動で、言語命令によって遂行可能なも

の。これには、①ある程度象徴的な意味を有する表現運動、別れ、脅かし、などを表すし

ぐさや表情、②習慣や約束に基づく便宜的象徴運動、軍隊の敬礼、祈りのしぐさなど、③

単純な身体運動、顔面、頭部、口・舌、上肢、手指の単純運動、が含まれる。これらの運

動の障害を観念運動失行と呼ぶことに関しては研究者の見解は一致している。 

２）他動詞的運動～物品／道具および道具の取り扱い、使用。リープマンによれば、単

一の物品／道具の取り扱いの障害は観念運動失行に含まれ、実際の物品／道具の使用およ

びその模倣いずれもが障害される。他方、モルラースによれば、物品／道具使用の障害は

すべて観念失行に分類され観念運動失行には含まれない。リープマンのように観念運動失

行は物品／道具の実際の取り扱い、模倣いずれの障害も含むとしているのはハイルマン、

ペックなどであり、物品／道具使用の模倣障害のみを観念運動失行に含ませているのはエ

カン、鳥居、山鳥、デレンチなどである。一方、ゲシュヴィンドは失行の定義、分類に関

して物品／道具使用に全く考慮を払っていない。自発的な運動と随意的運動のずれという

観点からすれば、観念運動失行では物品／道具使用の模倣障害のみが含まれるという考え

は妥当である。しかし、検者に指示されて物品／道具を使用することは、患者自身が自発

的にそれを使用することと全く同じではない。診察室で種々の障害を示す失行患者が病院

内の日常生活では全く障害を示さない場合があることはよく知られている。口頭命令によ

る単一物品／道具取り扱い障害は観念運動失行に含めてもよいと考えられる。 

３）無意味運動～特定の意味を持たない運動、右手を挙げる、右手で右耳に触れるなど

の運動である。脳損傷、特に左大脳半球損傷に伴って検者の行う無意味運動の模倣が障害

されることは多くの研究者によって報告されている。ただこの障害を観念運動失行に含め

るかどうかは議論がある。リープマンは失行の範囲を学習された運動の障害に限定してお

り、無意味運動の障害は当然失行から除外される。山鳥は無意味運動の性格は観念運動失

行で問題となるような社会的習慣性の高い運動とはみなしえないとし、その障害を観念運

動失行に含めることに批判的である。シグノレとノースもこのような障害は観念運動失行、

観念失行いずれにも該当しないと述べている。他方、エカン、デレンチ、ペックなどはい

ずれも無意味運動の模倣障害を観念運動失行に含めている。 

観念運動失行に見られる運動の誤りの特徴は以下のごとくである。 

 １）観念運動失行では運動が拙劣になることはない。その障害の本質は目的とする運動

とは「質的に」異なる運動をする点にある。 
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２）観念運動失行の特徴は必要にせまられて、あるいは反射的に遂行可能な運動が、命

令などにより意図的に行おうとすると出来なくなることにある。 

３）患者は自分の運動が誤っていることを知っており、次々と訂正しようとする。これ

を「運動接近」という。 

４）障害は通例両側性であるが、一側性もしくは身体の一部（顔面、上肢など）に出現

することもある（これらについては別項で述べる）。 

５）自動詞的運動の誤りとしては、①当該の運動の完全な欠落、別の運動をする（錯行）、

②余分な運動が付け加わる、いくつかの単位よりなる運動が一単位の運動となる、③全く

まとまりのない運動、④保続（新しい運動を要求されると前の運動を繰り返す）、⑤連続

的運動遂行時その順序を誤る、⑥運動遂行の時間的誤り（運動開始の遅れ、運動の中断、

など、運動から別に運動への移行がある課題で誤りは顕著となる）、などが認められる。 

６）他動詞的運動（対象の取り扱い、その模倣やパントマイム）の誤りとしては、①不

適切な肢位（鋏を使う運動で手指が鋏を握る形をしていない）、②対象間の位置関係が不

適切（ナイフでパンを切る運動でナイフとパンの位置がずれる）、③運動の空間的誤り（ド

ライバーを使う運動で手指ではなく肩を回転させる）、④自分の身体を対象物のごとく扱

う、対象を使わずに運動をする、口頭で運動を言う、などが認められる。このような誤り

は閉眼で運動を行う場合特に顕著となる。 

 ７）観念運動失行における無意味運動の模倣障害の意義については上述のごとくである。

ゴールデンバーグによれば、①ある身体部位と他の身体部位の位置関係の模倣と②特定の

身体部位の運動の模倣とでは障害のされ方が異なる。前者の障害は左大脳半球損傷者

（LBD）で認められ、後者は LBD、右大脳半球損傷者（RBD）いずれにおいても認めら

れる。LBD では身体についての知識が障害されているため①、②いずれも障害される。

RBD では運動の空間的配置の認識が障害されているため②のみが障害される。LBD では、

人形を使って無意味運動を模倣させる課題でも障害を示す。一般に観念運動失行では無意

味運動の模倣障害は有意味運動の模倣障害より重度である。この違いは次のように説明さ

れる。無意味運動の模倣は非意味的な視覚分析経路を通じて行われる。すなわち、①行う

べき運動を視覚的に表象してそれを一時的に保持し、②その情報を運動系へ転送する、の

二段階を経て運動は遂行される。有意味運動の模倣は、①意味的経路、②非意味的経路の

いずれでも遂行可能である。無意味運動の模倣は無意味経路の障害があれば生じるが、有

意味運動の模倣は二つの経路がいずれも損傷されない限り障害されない。 
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８）課題による障害の程度の違いは余りない。しかし特定課題にのみ重度の障害を示す

症例も報告されている。ゴールデンバーグとハーグマンは無意味運動や手指形態（親指だ

けを曲げた形）の模倣のみに障害があり、自動詞的運動の模倣、他動詞的運動の模倣いず

れの成績も正常範囲であった症例を報告している。 

観念運動失行と他の神経心理学的症状との関係についてはデゥ・アジュリアゲラらの研

究がある。まず他の失行との関係では構成失行、観念運動失行を合併する例が多く、着衣

失行を合併する例は少ない。失語は 89％、両側身体失認 2は 27％に認められた。失語との

関係については他にも多くの研究報告がある。一般に両者間の関係はかなり密接であるが、

失行を失語に還元することは出来ない。ケルテツらは失語の重症度と失行（観念失行を含

む）の重症度の相関関係を検討し、相関はかなり高いが、完全な一致は見られないと報告

している。彼らは失語と失行が合併しやすいのは下頭頂葉、上側頭葉、下前頭葉などの損

傷領野が両者に共通であるためで、両者間に機能的な関連があるためではないと述べてい

る。 

 

２．２ 観念運動失行の種々相 

観念運動失行には種々の亜型がある。以下の諸類型は基本的には観念運動失行の診断基

準を満たすが、典型的な観念運動失行とは異なる臨床像を呈する。 

１）言語離断性失行～ハイルマンらの症例は言語命令に従って遂行し得ない運動でも検

者の行う幾つかの運動から正しい運動を選択することは可能であった。通例の観念運動失

行と異なり、模倣や物品／道具の使用に障害はなかった。ハイルマンらは運動表象と意味

／概念的言語表象間の機能的関連の離断が存在すると解釈し「言語離断性失行」と呼んだ。 

２）視覚離断性失行～エーゼルらは物品／道具名を口頭で与えるとその使用法をパント

マイムで示せるが、物品／道具の絵を見せた場合にはそれが出来ない症例を「視覚失行」

として報告した。ハイルマンらも、言語命令運動は遂行可能であるが、検者の行う幾つか

の運動から正しい運動を選択することが障害された症例を報告した。デレンジらは命令に

よる自動詞的動作の模倣は可能であるが実際の道具を示された時の模倣で障害を示す症例

を報告した。ハイルマンらは視覚表象と運動表象の離断に起因すると考え、「視覚―物品

離断性失行」と呼んだ。 

 

                             
2 第９章参照。 
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３）触覚離断性失行～遠藤らは物品／道具に手で触れただけではそれを使用することが

出来ない症例を「触覚失行」として報告している（ただしこの症例では触覚的認識が保た

れていたかどうか十分な確認はされていない）。フロインドらは触覚失行には物品／道具

の触覚的探索の障害があると考える。物品／道具を適切に取り扱うためには対象の体性感

覚情報に合わせて手指の形状を変化させる必要がある。この体性感覚情報→運動への変換

が触覚失行では障害されている。触覚失行と触覚認識障害すなわち触覚失認 3はしばしば

合併する。しかし触覚失認を合併しない触覚失行例やその逆の症例も報告されている。 

 ４）伝導失行～通例観念運動失行では言語命令運動や模倣に障害があっても自発運動は

保たれるのに対し、オチパらは逆に言語命令運動や模倣に比して自発運動で障害が重度で

ある症例を報告している。この症例では運動正誤弁別に障害はなかった。ハイルマンらは

図８－１に示す運動の認知心理学的モデルを考えた。これに従うと運動の記憶である運動

目録には入力運動目録と出力運動目録とがある。両者間に離断が生じた場合、言語情報は

意味概念系を介して出力運動目録にアクセス出来るが入力運動目録は出力運動目録にアク

セス出来ないため自発運動が障害される。 

 

図８－１ 運動の認知心理学的モデル 

                             
3 第９章参照。 
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５）視覚性模倣失行～頭頂葉損傷に伴う観念運動失行では言語命令の遂行に比して動作

模倣は良好である。後頭葉もしくは側頭葉損傷に伴う観念運動失行では逆に言語命令遂行

より模倣が不良である症例が存在する。メリアンらはこれを「視覚性模倣失行」と呼んだ。

視覚情報から運動表象へのアクセスが障害されていると考えられている。 

 

２．３ 観念運動失行への動作解析からのアプローチ 

様々な課題遂行時の失行患者の運動を録画して動作解析を行い、その特徴を明らかにし

ようとする試みがなされている。以下ハイルマンらのグループの研究結果を紹介する。 

 

 

図８―２ パン切りの運動軌跡 

Hand：手、Elbow:肘、Shoulder：肩、Wrist：手首 
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図８－３ パン切り運動の速度と運動量の関係 

〇：手首の運動量（右目盛り）、●：手首の運動速度（左目盛り）、横軸：時間 

 

図８－２はパンを切る運動を言語命令（Command）および実際に道具を用いた時（Both）

の健常者（CONTROL）と観念運動患者（APRAXIC-MR）の運動軌跡を 20 回分重ね合わ

せた結果である。健常者では各回の運動軌跡はよく一致しており動きが滑らかである。ま

た、言語命令時の軌跡と実際の運動の軌跡はほぼ同じである。一方、観念運動失行患者の

軌跡は毎回異なっていた。さらに言語命令時の軌跡と実際の運動の軌跡は大きく異なって

いた。ハイルマンらによれば、観念運動失行患者の運動には次の特徴が認められる。 

１）手首の運動に滑らかさを欠き、各関節の運動の協調性に欠ける。 

２）運動の空間的配置に誤りがある。健常者では身体の矢状面（中心部）で運動が行わ

れるが、患者の運動は矢状面からずれる。 
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３）運動の速度と運動の大きさとの相互関係を図示すると、健常者（CONROL）ではき

れいなサイン曲線になる。すなわち大きい運動は速く小さい運動はゆっくり遂行される。

観念運動失行患者（APRAXIC RH）では両者の関連性が失われる（図８－３）。 

 

２．４ 機序 

２．４．１ 言語―運動離断 

 観念運動失行の本質について、1920 年リープマンは、これから遂行しようとする運動に

ついての運動企図と実際の運動記憶との連絡が絶たれることにある、と考えた。そして、

観念運動失行患者が自然な状況では出来る運動が意図的、意志的には出来なくなる、など

の特徴を示す理由として、これらの患者では肢体の運動の構造要素は保存されているが、

全体的な運動計画からは解離／分離しているためであると述べた（それがために観念運動

失行と名付けた）。この観念運動失行を離断症状とみる立場は 1965 年ゲシュヴィンドに

受け継がれた。彼は失行を「自発運動は可能であるのに言語命令による運動が障害されて

いる状態」と定義する。そして、観念運動失行と観念失行を区別せず、失行の原因をウェ

ルニッケ野と運動野の離断に求めた。彼によれば、左大脳半球言語野と運動野は弓状束に

よって連絡しており、この線維の損傷が失行をもたらす。患者は言語命令を理解出来るが、

運動を正しく遂行出来ない。この説に従えば、弓状束損傷患者では模倣運動は保たれるは

ずであるが、実際には模倣も障害される。ゲシュヴィンドはこの点を次のように説明する。

弓状束は視覚連合野から運動連合野への連合線維も含む。左大脳半球は言語のみならず運

動についても優位半球であり、弓状束損傷によって視覚情報が運動野に到達せず、模倣が

障害される。この説は明解ではあるが、全ての観念運動失行の症例においてウェルニケ野

と運動野の離断をもたらすような損傷があるとは思えない。また観念運動失行の 大の特

徴といわれる自発的運動と随意的運動の解離を彼のように解剖学レベルでのみ説明しよう

とするのは説得力に乏しい。  

 レガルダはゲシュヴィンドらと同じく観念運動失行を離断症状とみるが、それは感覚情

報を運動に変換する過程の離断である。観念運動失行では運動の時間的空間的枠組みが障

害される。これは身体の体性感覚情報と過去の経験の記憶を統合して与えられた課題を具

体的な運動に変換する過程の障害である。身体体性感覚情報は前頭葉中心前回領域にあり、

過去の経験は頭頂葉にある。従って両者の連絡の離断が観念運動失行の機序である。統合

された感覚運動情報は皮質下の大脳基底核に伝達され具体的な運動に変換される。従って、
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大脳基底核の損傷は観念運動失行を生じさせる。観念運動失行で物品／道具使用に際して

正しい運動が遂行出来ない症例がある。これらの患者では道具の認識には障害はないが、

正しい運動と誤った運動を区別出来ない。左頭頂葉に損傷があり、物品／道具使用に関連

した運動の記憶が障害されているか、そのアクセスが障害されていると考えられる。自発

運動と命令運動、特にパントマイムとの解離について、レダルダは運動を表象することの

障害であると考察している。運動を表象するためには自己の身体像も表象しなければなら

ない。運動の模倣やパントマイムにはこの運動に関わる表象の生成と共に運動プログラム

の選択と精緻化を伴う。両側の前頭葉、前運動野、下頭頂葉がこれに関与するが、時に左

下頭頂葉と尾状核が重要な役割を果たす。これらの領野は複数の運動から目的にあった運

動を選択することに関与する。上記領野の損傷に伴う観念運動失行は言語命令運動で障害

を示す。感覚運動回路は保たれているが、運動選択に障害があると考えられる。 

 

２．４．２ 身振り障害 

 フランスの神経学者モルラースは、既に述べたように、物品／道具の使用障害を観念運

動失行から除外し、観念運動失行を狭義の身振り実行の障害と定義する。彼は次のように

述べている。 

「観念運動失行はただ単に単純な意図的運動の障害であるだけではなく、身振りのもつ

機能としての も豊かな表出を生み出すある種の能力の変容としても現れる。これは（指

で輸を作ったり、八の字を作る真似をしたりするような） も簡単な指構成から次第に程

度をあげてゆくことによって確認することが出来る。と言うのも、極めてわずかの意味し

かもたない身振りから、真の運動言語である象徴的な身振り（十字を切る、脅すふりをす

る）に至るまで、その内容は多様であるからである。こうした運動言語のなかの或る種の

象徴的身振りは、威嚇のように我々の普通の情動状態を強調した自然な運動反応から借り

受ける形になっているものもある（怒った時に拳をふりあげる身振り）。それとは別に自

然な運動反応とは全く独立なものもある。それは慣習となった象徴的身振りである（敬礼、

ローマ式の挨拶、十字を切る）。このように身振りには様々なヴァリエーションがあり、

そのなかのあるものは身振り言語に結び付けられるし、身振り言語自体のなかにも、すで

に指摘したようにいくつかのカテゴリーが区別され得る。 

 身振り機能と、場合によっては意図的なこともありうる単純な運動機能との間の区別は、

観念運動失行の研究に由来する。この症状群を分離したリープマンは、こうした仕草が命
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令のもとに行なわれる場合にはうまくゆかないのに、意識が関与せず自発的に行なわれる

際には普通に行なわれることがあるという事実から、意図が一定の役割を果たしているこ

とを明らかにした。かくのごとく、身振りがより自発的でなくなればなくなるほど、障害

はより明瞭に現れてくる。また一般的に言って、その身振りが無意味であったり、より慣

習的な象徴的身振りであったりすればするほど、観念運動失行における変容は強くなる。

さらに、慣習的な象徴的身振りの場合（敬礼、十字を切る）、それを行なうときの精神状

態が一定の役割を果たすようであり、その時に愛国的なあるいは宗教的な感情が高まって

おれば正確に出来るが感情が冷めていると不十分にしか出来ないことが多い」。 

すなわちモルラースによれば、観念運動失行は「身振りの意味の喪失」であり、その運

動の誤りは「空間運動困難」に由来する。患者はあたかも身体の種々の分節に関連する直

感的な配置感覚を失ったかのように行動する。 

フランス語圏の研究者はこのモルラースの見解を多かれ少なかれ受け継ぐものが多い。

デゥ・アジュリアゲラとチソは観念運動失行を空間的運動困難と定義し、特に自己の身体

を中心とする空間における運動障害がその本質であるとしている。シグノレとノースは観

念運動失行を身振りの障害として捉えようとしている。彼らは運動の構成要素を言語のそ

れになぞらえて、①身振り素、②運動素の二つに分ける。そして観念運動失行は運動素選

択と組み合わせの障害と考えている。エカンは観念運動失行を二つの要因によって生じる

とみる。一つは習慣的象徴的身振りの障害であり、もう一つは「運動の順序」の障害であ

る。 

 

２．４．３ 運動記憶障害 

失行についても認知心理学的観点からのモデルが提出されている。ハイルマンらは、上

述のごとく、観念失行患者では言語命令時のみならず実際の物品／道具使用時にも運動軌

跡に異常があることを示した（図８－２、図８－３）。彼らはこの事実をゲシュヴィンド

の言語離断仮説で証明することは困難であるとし、観念運動失行を一種の記憶障害と考え

ている。彼らの説の概要は以下のごとくである（図８－１参照）。複雑な運動を学習した

後、その遂行に必要な視覚運動記憶が形成され貯蔵される。貯蔵される場所は左頭頂葉で

ある。この記憶を「運動目録」と名付ける。運動目録は前運動野を活性化し運動プログラ

ムが構成される。運動プログラムは第一次運動野を活性化しそこに含まれる個々の運動が

実行される。故に頭頂葉損傷患者は自発運動、模倣、道具使用、いずれの運動も障害され
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るのである。失行の機序として理論的には、①頭頂葉損傷による運動目録自体の破壊、②

頭頂葉と前運動野間の連合の離断、の二つの場合が考えられる。いずれの場合も命令運動、

模倣、道具の使用が障害される。頭頂葉と前運動野の離断による失行患者では正しい運動

と誤った運動の弁別（運動正誤弁別）は可能なはずである。頭頂葉損傷に伴う失行では運

動正誤弁別能力も失われるはずである。 

ハイルマンらはこの仮説を検証するため種々の実験的研究を行った。その結果は仮説を

支持するものであった。縁上回もしくは角回損傷に伴う運動目録喪失による観念運動失行

では、運動正誤弁別も障害されていた。縁上回や角回より前方の損傷による観念運動失行

では、運動正誤弁別は保たれていた。運動目録喪失による観念運動失行では新たな運動の

学習も障害されるはずである。ハイルマンらの研究結果はこの仮説を支持した。観念運動

失行における運動学習の障害は他の研究者によっても報告されている。オチパらによれば、

観念運動失行患者では運動の視覚的イメージを想い浮かべることも障害されている。 

ハイルマンらの考えに従えば、観念運動失行では自発運動も言語命令運動も同じように

障害されるはずである。実際はそうではない。この点についてハイルマンらは何も述べて

いない。彼らの考えはこのままでは受け入れ難い。 

 

２．４．４ フィードバック障害 

生体工学的観点から運動を分類すると、①運動遂行中に自己受容器などから体性感覚情

報フードバックを受けるフィードバック回路運動、②フィードバック情報を受けないオー

プン回路運動、に分けられる。ハリントンとハーランドは観念運動失行ではオープン回路

運動に障害があると考える。四肢の位置に関する視覚情報なしに運動を遂行することが障

害されているのである。彼らは目標追跡検査（回転する円盤上の指標を鉄筆で追跡する課

題）遂行時、フィードバック情報の与え方が結果にどのように影響するかを検討した。結

果は図８－４に示すごとくであった。左大脳半球損傷者の成績はフィードバック情報のな

い条件で大きく低下した。左大脳半球は運動が行われる状況の変化に応じて運動特性を変

容させる機能に関係している。ハリントンらによれば、この機能が顕著に障害された場合

に観念運動失行となるのである。 

図８－４はきれいな結果である。観念運動失行の症状は閉眼時、すなわち視覚的フィー

ドバックの無い条件で悪化することを考慮すると、ハリントンらの考えは興味深い。しか

し、彼らは観念運動失行患者と失行のない左大脳半球損傷者の比較を行っていない。彼ら
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の用いている課題も観念運動失行の検査法としては妥当かどうか議論があろう。彼らの仮

説は示唆に富むが、その実証は今後の課題である。 

 

 

図８－４ 目標追跡検査における誤差 

運動量が増大するにつれて運動誤差も増大するが、その大きさはフィードバック条件  

に依存する。特に左半球損傷群で顕著である。  

visual：目標と前腕の情報あり、no target location：目標は運動開始時のみ提示  

no arm position:前腕の情報無し、no visual：フィードバック情報無し  

 

なお失行患者におけるフィードバック障害についてはシリグらの研究報告もある。彼ら

は、失行患者に動作の動画を見せ自己のものか他者のものかを判断させた。彼らは自己の

動作の動画を見ても動作主体が自分であると正しく認識出来なかった。失行患者では自己

の動作の視覚的フィードバックのオンライン評価に問題があることを示している。 

 

２．４．５ 身体情報処理障害 

第１章で述べたごとく、現代の神経心理学では認知心理学的アプローチが大きな潮流と

なっている。このアプローチでは種々の高次脳機能障害は刺激から反応までの一連の情報

処理過程の障害として理解される。観念運動失行で障害されるのは身体運動及び単一の物
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品を対象とした運動である。従って、そこでは身体および（あるいは）物品に対する情報

処理過程に障害があると考えられる。身体に関する情報処理に関して、ゴールドバーグら

は次の研究結果を報告している。身体運動の模倣障害は左大脳半球損傷者において顕著に

みられ、右大脳半球損傷者では手指構成の模倣で顕著な障害が認められた。この身体運動

の模倣障害は自己身体を用いて模倣した場合だけでなく、マネキン人形を用いて模倣を行

った場合においても認められた。著者らは、この事実から、左大脳半球損傷者の模倣障害

は身体構造に関する知識の障害に還元可能であると考察した。 

観念運動失行患者では物品／道具使用のパントマイムが障害される。この障害には身体

に対する情報処理、物品／道具に対する情報処理障害がどのように関与しているか。ゴー

ルドバーグらは物品使用パントマイムに関与する認識機能を多次元尺度構成法により検討

した。結果として、物品使用パントマイムは視覚イメージ、身体運動処理、抽象的意味概

念処理などの処理がほぼ同等に関連することが明かになった。ゴールドバーグらは、パン

トマイムは物品の抽象的意味概念情報に基づいて対象使用のイメージを生成し、身体運動

を喚起するという創造的な課題であると主張した。物品使用パントマイムにおけるこの情

報変換過程は、実使用では行われない抽象化の段階を要するという主張である。実際、ア

イカメラを用いた視線分析研究では、物品を実際に把持して用いる条件と持たずに使用す

る身振りをするパントマイム条件とでは、物品に向けられる視線パターンが異なることが

報告されている。 

 

２．４．６ 手続き記憶障害 

 以上、観念運動失行の機序については様々の説が提出されているが結論には至っていな

い。詳しくは第１１章で述べるが、記憶には意味記憶と手続き記憶がある。意味記憶には

知識や概念が含まれ、手続き記憶には運動の具体的なやり方に関する記憶が含まれる。タ

ルヴィンによれば、手続き記憶には、運動技能、認識技能、単純条件づけ、単純連合学習

が含まれる。観念運動失行で障害される運動の多くはここに含まれる。すなわち観念運動

失行は手続き記憶の障害である。他方、失語や失認は基本的には意味記憶の障害である。

この点で観念運動失行は失語や失認とは異質な障害である。第１１章で述べるように、手

続き記憶は大脳基底核と関連が深い。観念運動失行も大脳基底核損傷で生じることが知ら

れている（後述）。この点からも観念運動失行を手続き記憶の障害と見ることの妥当性が

示唆される。手続き記憶は基本的に刺激―反応間の連合である。従って観念運動失行の背
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景には刺激―反応連合の離断があると考えられる。リープマン、ゲシュヴィンド、ハイル

マンらは観念運動失行を何らかの意味での離断症状として説明した。筆者も同じ考えであ

る。しかし離断の内容が異なる。特定の刺激条件（S）はある筋肉の収縮（rg）を引き起

こす。この rg が固有受容刺激（sg）を生起させ、rg―sg 連合が形成される。そして sg が

次の筋肉の収縮 rg の引き金となる。この連鎖によって適応的運動が遂行される。観念運動

失行では連鎖がどこかで離断し運動の適応性が失われている。図８－２はこのことをよく

物語っている。運動の軌跡が毎回違うことは当初の筋収縮が次の正しい筋収縮を生起させ

る適切な刺激になっていないことを示している。観念運動失行では、新たな連合を形成す

ること、すなわち運動学習も障害されている。運動学習では筋肉からのフィードバックが

重要な役割を果たす。ハリントンとハーランドの主張するフィードバック障害も刺激―反

応連合の形成や維持に重要な役割を果たしているであろう。 

 観念運動失行では何故自発運動と命令運動あるいは模倣運動の間に解離が生じるか。タ

ルヴィンによれば、手続き記憶は非陳述的記憶、すなわち言語化されない記憶であり、潜

在的記憶、すなわち意識に上らない記憶である。我々が「身体で覚えた」記憶である。命

令運動や模倣運動では、我々は運動の内容を改めて意識し意図的に遂行する事を求められ

る。刺激―反応連合を意図的に構築しなおす必要がある。観念運動失行ではこの刺激―反

応連合の意図的再構築に障害があると考えられる。リープマンは、運動企図と実際の運動

記憶との離断が観念運動失行の背景にあると考えた。実際は逆で、運動の自動化が失われ、

個々の運動毎に運動企図と運動記憶との連合を形成しなければならなくなった状態が観念

運動失行である。 

 

２．５ 解剖学 

２．５．１ 運動に関する優位大脳半球  

リープマンは運動の優位大脳半球は左であるとし、クライスト、ゲシュヴィンド、エカ

ンなどもこの見解をとる。ファルグリオニとバッハは 1985 年それまでに報告された観念

運動失行および観念失行の出現頻度の左右大脳半球間比較研究を取り纏めている。それに

よると、左大脳半球損傷（LHD）における失行の出現率は平均 34％、右大脳半球損傷（RHD）

では 10％である。症状に関しても両者間に違いが認められる。自動詞的運動の模倣では

LHD、RHD とも同じように障害されるが、他動詞的運動は LHD でより強く障害される。 

また、左右大脳半球損傷例について種々の運動障害の程度を比較した実験的研究もなさ
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れている。一般に自動詞的運動や単一の物品／道具を対象とした運動は LHD、RHD で同

じように障害されるが、言語命令によるパントマイムのような抽象的運動、無意味運動や

系列運動の学習では LHD でより強く障害される。運動の誤りの内容についても違いが認

められる。LHD では自動詞的運動、他動詞的運動いずれにおいても時間空間的な誤り、概

念的誤りが多い。RHD では他動詞的運動において空間的時間的誤りを示す。この点は

近の動作解析研究でも確認されている。フィスクとグッダールは LHD と RHD の運動軌跡

の比較を行った。一般に目標に近づくにつれて運動は遅くなるが、この傾向は LHD で特

に顕著であった。RHD は健常者と差がなかった。これは LHD では入力される感覚情報に

合わせて運動プログラムを修正することに障害があることを意味する。ハーランドとハリ

ントンも LHD と RHD の運動軌跡を比較している。課題は前述の目標追跡検査である。

RHD では障害は認められなかった。LHD はなかなか運動を開始出来ず、追跡速度も遅か

った。運動から別の運動へ切り替えることにも障害があった。他方、損傷大脳半球による

運動軌跡の違いは見られないという研究も報告されている。左大脳半球は運動についても

優位半球であるが、言語の場合ほど両大脳半球間の機能差は存在しない。  

 

２．５．２ 観念運動失行の責任病巣 

 1920 年リープマンは失行の解剖学について二つのモデルを提出した。一つは水平図式と

よばれるもの（図８－５）、他の一つは垂直図式と呼ばれるものである（図８－６）。こ

れらの図の意味するところは以下のごとくである。左大脳半球は運動に関する優位大脳半

球であり、運動表象は左中心前回に存在する。左大脳半球病変によって中心前回が他の脳

領野から離断されることによって観念運動失行が生じる。口頭命令の遂行障害は運動表象

が存在する左中心前回と言語理解の中枢である側頭葉言語野の離断による。運動模倣の障

害は左中心前回と視覚表象が存在する後頭葉視覚野の離断によって生じる。図に示すごと

く、損傷部位によって異なった症状が生じる。左中心前回が損傷されれば右手の麻痺と左

手の観念運動失行が生じる。左中心前回と他の皮質領野を結ぶ連合線維の損傷（左頭頂葉

の縁上回およびその白質の病変）では右手および左手の観念運動失行が生じる。脳梁損傷

や内包損傷では右手の麻痺を伴わない左手の観念運動失行が生じる。  

この考えは他の研究者からも支持された。1934 年クライストは両側性の観念運動失行の

病巣を左頭頂葉に定位した。ゲシュヴィンドによれば、観念運動失行は、①ウェルニッケ

野、頭頂弁蓋部の皮質下、弓状束、運動連合皮質の損傷、②これらの領野から運動野に到
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る皮質下白質の損傷、③左大脳半球と右大脳半球を結ぶ交連線推の損傷、のいずれかによ

って生じる。この考えの背景には、失行は運動野の言語野のから離断症状であるという彼

の失行論が存することはいうまでもない。  

 

 

  

図８－５ リープマンの水平図式 

 

 

 

８-18 

 



第８章 

 

 

図８－６ リープマンの垂直図式 

 

 デゥ・アジュリアゲラとエカンは観念運動失行 27 例について臨床解剖学的検討を行っ

た。頭頂後頭葉損傷例 5 例、頭頂後頭側頭葉損傷例 1 例、頭頂葉損傷例 7 例、側頭葉損傷

例 9 例、側頭後頭葉損傷例 6 例であった。側頭、頭頂、後頭葉損傷例がほぼ同数（それぞ

れ 16、13、12 例）であった。エカンは、このデータを基に、観念運動失行の責任病巣は

頭頂葉のみに限定は出来ないが、中心前回より前方の病巣で生じることはないと述べてい

る。一方、ハーランドらは前頭葉損傷で観念運動失行が生じることを示唆し、特定運動の

連鎖の障害、あるいはその遂行にあたって他の運動の抑制を必要とするような運動の障害

は前頭葉損傷により生じるとした。前頭葉損傷による観念運動失行の存在はハイルマンら

によっても主張された。前頭葉損傷で観念運動失行類似の運動障害が生じることは実験的

研究によっても認められている。ただし、いずれの研究でも障害の程度は頭頂葉損傷例よ

り軽度である。 近の画像解析による研究では、左中前頭回（４６野、９野、８野）、頭

頂間溝周辺の左上および下頭頂回（７野、３９野、４０野）の病変で観念運動失行の出現

頻度が高い。  

 前頭葉内側の補足運動野損傷などによる観念運動失行も報告されている。ワトソンらは

左補足運動野損傷に伴い両側の観念運動失行を呈した２例を報告している。これらの患者

８-19 

 



第８章 

 

では運動正誤弁別は保たれていた。ボゴスラブスキイーによれば、補足運動野を還流する

左前交通動脈領域の梗塞例 16 例中 1 例で観念運動失行が認められた。病変は補足運動野

を侵していたが同時に脳梁にも一部及んでいた。  

大脳基底核は錐体外路の一部を構成し運動制御に重要な役割を担い、視床は多くの大脳

皮質領野と密接な線維連絡を有している 4。この事実を反映して、大脳基底核や視床の損

傷による観念運動失行例が報告されている。プラムステラーとマースデンは大脳基底核や

視床損傷に伴う失行例の詳しい文献検討を行っている。分析対象 82 例中 88%は左側損傷、

6%は右側損傷、６％が両側損傷であった。88%が観念運動失行、６％が観念失行、45%に

口・舌・顔面失行が認められた。多くの症例では深部白質にも病変が認められたが、12 例

は大脳基底核もしくは視床限局性の病変であった。  

大脳基底核血管性病変による観念運動失行の損傷部位として、①被殻、②被殻および周

辺白質、③視床、視床下部、内包後脚、④尾状核および内包前脚、⑤レンズ核および周辺

領域、⑥レンズ核、尾状核、内包、⑦尾状核、被殻および周辺白質、⑦レンズ核周辺白質、

などの報告がある。大多数で左大脳半球病変例であるが、希に右大脳半球病変例も報告さ

れている。多くは失語と右片麻痺を伴う。失行症状は皮質損傷例に比して軽度である。運

動の誤りは皮質損傷例と同様であるが、保続の出現率が高いとされる。 

 視床血管性病変による観念運動失行の損傷部位は、①左視床および内包、②左視床腹外

側核、腹後外側核、後外側核、③左後頭葉内側、下側頭葉、視床枕、などである。出現頻

度は大脳基底核損傷より低い。失行症状は重度である。 

 

３．観念失行 

 

３．１ 概念と臨床像 

３．１．１ 概念 

1905 年ピックによって 初に報告された類型である。基本的に「どんな運動をすべきか」

が判らない状態である。その概念規定には二つの立場がある。第一はこれを物品／道具の

使用錯誤とみるものである。脳損傷による物品／道具使用障害は 19 世紀末にシュタイン

タール、ゴーゴルなどによって報告されており、ピックはこれを 初「偽失行」と名づけ、

                             
4 第３章参照。 
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その後「観念運動失行」とした 5 。この立場は、モルラース、ザングウィル、デゥ・アジ

ュリアゲラとチソ、デレンチらに引き継がれる。第二の立場はリープマンに始まる。彼に

よれば、観念失行は系列をなす運動の障害と定義される。この立場はデジェリン、クライ

スト、エカン、ペックへと受け継がれる。以下、それぞれの側面について検討する。  

                            

１）単一物品／道具使用の障害～モルラースによれば、観念失行は物品／道具使用に関

する選択的識別にかかわる障害である。物品／道具は視覚、触覚により正確に命名され、

正確に認識されるが、変質するのはこの物品／道具を使用する能力である。すなわち、彼

は運動の実行ではなく、それに先立つ物品／道具の認識の側に観念失行を位置づけたので

ある。臨床的には物品／道具の誤用、すなわち、鉛筆を鉛筆と認識しているのに、タバコ

のように指にはさんだり、消しゴムは文字を消す道具と認識しつつ口にもっていったりす

る。これを「使用の失認」という。一方、リープマンは観念失行では単一の物品／道具使

用は障害されず、そのような障害は観念運動失行に属するとした。ペックも同様の立場に

立ち、個々の運動の障害は観念失行には存在しないという。彼らは観念失行の物品／道具

使用をビデオに撮影して分析し、個々の物品／道具は正しく取り扱われており「使用の失

認」は表れなかったと述べている。 

２）複数物品／道具使用の障害～リープマンの観念失行の定義に従えば、観念失行では

「二、三の物品／道具を対象としたひと続きの運動」が障害される。実際の使用、模倣い

ずれの条件においても障害され、観念運動失行のように検査場面でのみ運動が障害される

ということはない。 

さて、この二つの立場のいずれが妥当であるか。デレンチらは種々の検査課題の成績に

どのような関連があるかを検討した。そして、①自動詞的運動模倣の成績と複数の物品／

道具を対象とする連続運動の成績の相関は低い、②自動詞的運動模倣の成績と単一物品／

道具を対象とする運動の成績の相関は低い、③複数の物品／道具を対象とする連続運動の

成績と単一物品／道具を対象とする運動の成績の相関は高い、などの結果を得た。これは

使用の失認を観念失行の本態とみるモルラースの立場を支持するかに見える。しかし同じ

くデレンチらは、物品／道具使用のパントマイムの成績は複数物品／道具使用の成績と相

関しないと報告している。一般に実際の物品／道具使用の成績はパントマイムより良好で

あるが、山鳥らはパントマイムで遂行可能な物品／道具使用が実際の物品／道具使用では

遂行出来ない症例を報告した。彼らはこの失行症状を「使用失行」と呼んだ。またハイル

 
5 ピックは失行を運動失行と観念運動失行に分ける。 
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マンらは検者のパントマイムを見てその意味が理解出来ず、結果としてパントマイムに失

敗する症例を「パントマイム失認」として報告した。 

 以上のごとく、単一物品／道具の使用、複数物品／道具の使用、物品／道具使用のパン

トマイム、三者の関係は錯綜している。観念失行が使用の失認であるなら三者間に密接な

関連が存在するはずであるが、実際にはそうではない。ここにモルラースらの立場の問題

点がある。 

リープマンは失行を次のごとく概念化した。 

  観念運動失行→単一運動の障害→運動様式の障害 

    観念失行  →複数運動の障害→運動内容の障害 

すなわち臨床像と機序との間に一対一の対応関係を想定した。理論としてはすっきりして

いるが、実際には単一運動においても運動内容が障害される場合がある。同じ系列運動で

も物品／道具を対象とする運動の障害と物品／道具を対象としない運動の障害は必ずしも

同じ機序で生じる訳ではない。臨床像と障害機序との間に一対一の対応関係は存在しない。

リープマンの体系に問題が生じるのは当然である。筆者はリープマンの功績に敬意を表し

て失行の分類は彼の体系を採用した。しかしこれはあくまでも失行の臨床類型の分類とし、

機序については彼の考えは採用しない。物品／道具使用の障害については、運動様式の障

害であるか運動内容の障害であるかを考慮して分類すべきであると考える。すなわち筆者

の立場は以下のごとくである。 

１）観念失行の定義はリープマンに従う。すなわち系列運動の障害、複数の物品／道具

を対象とした運動の障害を観念失行とする。リープマンによれば、観念運動失行と観念失

行の主要な鑑別点は、前者は単一運動の障害、後者は状況に合わせて複数の運動を組み合

わせて遂行することの障害である。複数の物品／道具使用は観念失行に含まれてしかるべ

きである。 

２）単一物品／道具使用の障害は、①使用運動の正誤判断が正しければ観念運動失行に

分類する、②使用運動の正誤判断で誤る場合は失行ではなく失認に分類し「使用失認」 6

とする。リープマンの失行の定義によれば、対象認識の障害による運動の障害は失行から

除外される。物品／道具自体もしくはその使用法の認識障害に起因する運動の障害は「失

行」ではなく「失認」に分類されるべきである。 

                            

３）観念運動失行の診断基準はある状況で遂行可能な運動が他の状況では遂行困難とな

 
6 第９章参照。 
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ることである。これに従えば、実際の運動の障害とパントマイムの障害に解離がある症例

は観念運動失行に分類されるべきである。 

 

３．１．２ 臨床像 

 観念失行は複数の運動から構成される複合動作あるいは系列動作における「運動の内容

の誤り」を特徴とする。観念失行は特定の物品／道具を対象とした他動詞的運動、および

自動詞的運動いずれをも障害する。デレンチは次のような例を記載している。「蝋燭立て

に蝋燭を立てマッチで火を着ける」課題を与えた時、観念運動失行患者は次のような運動

を行った。 

「患者は蝋燭立てを無視して机の上に蝋燭を直接置く。マッチ箱からマッチを取り出し

蝋燭の芯に近づける。しばらくして患者は蝋燭に火が着かないことに気づき、マッチ

を蝋燭に擦りつける」。 

すなわち観念失行患者の運動には以下の誤りが認められる。 

１）要素運動の順序の誤り～個々の運動の順序が混乱する（運動系列の誤り）。 

２）運動における空間的時間的錯誤～個々の運動の行われるべき場所や時間を誤る。 

３）運動の保統～直前の運動または同じ物品／道具が次の運動時に再登場する。 

４）運動の健忘～運動の一部分が脱落する。 

５）誤運動～他の物品／道具に対して行うべき運動をする。要求された運動に類似の運

動をする。 

 

３．２ 機序 

３．２．１ 観念失行は他の高次脳機能障害に還元可能か 

１）観念失行と失語～1905 年リープマンは 7 例の失語を伴わない観念失行の存在を示

して両者が独立であることを主張した。デゥ・アジュリアゲラらは 11 例の観念失行の 90％

に失語の合併を認めている。デレンチらは失語の 34％に物品／道具使用障害を認め、物品

／道具使用障害と言語理解障害との間に高い相関を見出した。ペックらは彼らが経験した

観念失行はすべて失語を合併していたが、逆に失語で観念失行を合併するものは稀であり、

両者間に因果関係は存在しないとしている。エカンは失語と観念失行の合併は病変部位が

重なっていることによる二次的なものであると指摘しており、ケルテツらはこれを CT 所

見から裏づけている。以上より、他の失行と比較して観念失行と失語との関連は密接であ
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るが、失語によって観念失行を説明することは困難と思われる。  

 ２）観念失行と観念運動失行～観念失行と観念運動失行との関係をどう考えるか。両者

は障害程度の違いであるという立場と別の機序による障害とする立場とある。ザングウィ

ルは観念運動失行では物品／道具使用のパントマイムの障害、観念失行は実際の物品／道

具使用の障害であり、両者は障害の程度の差であるとした。エカンも両者の類似性を指摘

する。観念失行を伴わない観念運動失行は稀ではないが、観念運動失行を伴わない観念失

行の存在は疑わしいという。デゥ・アジュリアゲラも同様の見解を表明している。一方、

デレンチは 11 例の観念失行患者を対象とした研究を行い、観念運動失行を合併しない観

念失行の存在を確認して両者の独立性を強調している。観念運動失行を伴わない観念失行

の存在はブラウン、ペック、大東などによっても指摘されている。重度の観念運動失行の

症例が観念失行の症状を示すということは確かにあるが、両者が独立に存在することは明

かである。 

 

３．２．２ 物品／道具使用の知識の障害 

 物品／道具使用の障害として観念失行を捉えるモルラースは表８－１のごとく失行を分

類する。そして、観念失行を運動の実行の障害ではなく、これに先立つ「もの」の認識の

障害の側に位置づける。 

 

表８－１ モルラースによる失行の分類 

１．観念運動失行 

                 i.想起の失行 

ii.遂行の失行 

a)保続を主とするもの 

b)空間性運動障害を主とするもの 

c)混合型 

２．観念失行 

 

ザングウィルも観念失行を物品／道具使用の障害とみるが、既に述べたように、彼は重

度の観念運動失行が観念失行であると考えている。その本質は物品／道具の概念の喪失で

はなく必要な運動を喚起することの障害とみる。 
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デレンチらも同様の立場に立ち観念失行を「使用の健忘」と表現した。意味記憶から物

品／道具使用のために必要な情報を想起出来ない状態である。彼はその根拠として次のよ

うな右大脳半球損傷に伴う観念失行例を記載している。この患者は物品／道具の使用、物

品／道具使用の模倣、のいずれにも障害を示した。しかし物品／道具が使われる状況から

物品／道具名を同定することは可能であり、物品／道具を示すとその用途を正しく答えた。 

以上の考え方の共通点は、観念失行は単なる運動の障害ではなく何らかの意味での認識

の障害と考える点にある。実際、物品／道具を使用する場合、それらの認識が正しく出来

なければ、結果として誤った動作をすることになる。このような道具／物品の認識障害に

よる運動障害をハイルマンやデレンチらは「概念失行」と呼んだ。金槌を使うパントマイ

ムをするよう求めると、患者はあたかもドライバーを使うような仕草をする。すなわち動

作の内容が誤っている。これは一見物品の認識の障害、すなわち失認のごとく見える。し

かし患者は正しく使用出来ない道具や物品の呼称は正しく遂行する。「道具や物品の扱い

方に関する知識」が失われていると考えられる。患者は動作と道具との結びつきを理解出

来ない。また、道具の特徴からその用法を推測出来ない。釘を打つのであれば金槌でなく

ても重くて硬いものであれば何でもよい訳であるが、患者は道具の形状から釘を打てるか

どうか判断出来ない。意味認知症 7と呼ばれる病態がある。この患者は物品／道具の認識

が出来ず結果としてその使用を誤る。彼らは熟知した物品を通常の場面で正しく使用出来

ない。彼らは、①動作の省略、無反応（石けんを装身具のように扱い何の働きかけもしな

い）、②誤った動作（ナイフをスプーンのように使う）、③動作の部分的誤り（ネクタイ

がちゃんと結べない）などを示す。しかし、彼らの物品使用の知識が全く失われている訳

ではない。正しく使用可能な物品もある。よく見たり手で触ったりすれば使用法が多少向

上する場合もある。要するに物品を見てその使用に関する知識を想起することに障害があ

る。第９章で詳しく述べるが、本書では「事物の心理学的質を過去の知識経験と結び付け

て理解すること」を「認識」と呼び、その障害を「失認」と呼ぶ。本書の立場からはこの

病態は「使用失認」ということになる。ちなみにリープマンは物品／道具使用の知識は頭

頂葉後方に貯蔵されていると考えた。デレンチは側頭・頭頂移行部を重視している。 

                            

 ところで、道具に対する知識といっても様々なものがある。例えば、①道具とその機能

に関する知識、②道具とは独立の動作自体に関する知識、③動作を系列化するための知識、

④道具の構造から推論される機能に関する知識（スパナでも釘を打つことが出来る）、⑤

 
7 第１８章参照。 
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道具を作り出すための知識（針金を曲げて鍵を作る）などが考えられる。観念失行ではど

のような知識が障害されているのか。例えば、バックスバウムは道具の認識は「操作に関

する知識」と「機能に関す知識」とに分けられるとし、観念失行患者では操作に関する知

識が低下していることを示した。失行患者に物品と物品を把持する際の手の形状のマッチ

ングを行わせると、日常的な物品の把持方法の選択には障害を示すが、無意味物品に対す

る把持形態の選択は可能であることが示されている。この事実は観念失行患者では学習さ

れた把持形態に関する知識を想起することに問題があることを示している。 

 適切に道具を使用するためには「操作に関する知識」以外にも必要とされる情報処理が

ある。上述のごとく、未知の道具を使用するためにはその形態から機能を推測することが

必要である。例えば、細長い形状のものは何かを引っ掛けたり、突き刺したりする事に用

いることが可能であることを理解しなければならない。ゴールデンバーグらは、日常に存

在しない道具を開発し、脳損傷者を対象としてそれらの道具の使用方法を発見する問題解

決課題を実施した。左大脳半球損傷者で成績低下が認められ、この障害は日常的に道具使

用障害がある患者で重篤であった。 

 

３．２．３ 系列運動の障害 

観念失行を系列運動の障害として捉えるリープマンは、肢体の運動学は保たれており、

運動遂行公式ないしは運動企図が障害されている状態が観念失行であると考えた。クライ

ストは失行を表８―２のごとく分類し、一つの運動を構成する部分運動の時間的空間的系

列の障害が観念失行であるとした。エカン、ペックも同様の見解を示している。ハイルマ

ンも観念失行を系列運動の障害とみるが、その成立機序については、左大脳半球頭頂葉に

ある視覚一運動記憶とウェルニッケ野の連合の障害としている。これらの研究者は観念失

行を純粋に運動の障害と考える立場に立つ。 

 

３．２．４ 観念失行への意味論、記号論からのアプローチ 

 観念失行を上記二つの立場の中間に位置づける研究者もいる。この立場は観念失行には

認識の障害があるが、それは運動遂行に特異的に関与する認識の障害であると考える。シ

グノレとノースは次のような失行論を展開する。観念失行は身振り素の障害であり、それ

は運動の誤りにおける、①身振り遂行の欠如、②錯行、などのいわば意味論的障害によっ

て特徴づけられると考える。彼らは身振りの障害と言語の障害の間の類似性を指摘して表
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８－３に示すような対応関係が存在すると述べている。 

 

表８－２ クライストによる失行の分類 

ａ．感覚性失行 

  １）感覚運動性失行～リープマンの観念運動失行に相当 

  ２）構成（視覚性）失行 

  ３）観念失行～部分運動の錯誤を伴う系列運動の障害 

ｂ．運動性失行 

  １）神経支配性（肢節運動性）失行～経験によって獲得された技術的能力の障害 

  ２）発動性失行～目的運動としての単一運動の障害 

  ３）運動性運動系列失行～感覚的な観念失行。観念運動失行は部分運動の混乱であり、

運動性運動系列失行は運動系列の脱落もしくは短縮である。 

 

 

表８－３ 身振り障害と言語障害の対応関係 

意味性錯語←記号素      身振り素→観念失行 

音韻性錯語←音韻       運動素 →観念運動失行 

音声性錯語←音素       運動遂行→肢節運動失行 

 

 

このアプローチはエカンの失行の記号論へと発展する。彼によると、運動や身振りを一

種のサインとみれば、それは時間的、空間的特性から表８―４のごとく分類される。この

モデルから、観念運動失行は表出身振りと慣習的象徴に関係し、観念失行は記述的身振り

に関係する。 

運動を言語と同じように一種のサイン、シンボルとして捉えようとする以上のアプロー

チは大変興味深いが、現時点では仮説の段階に留まっている。 
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表８－４ 運動、身振りの記号論 

記号としての特性       時間的側面 

１．象徴的身振り 

   （ａ）符合化されたもの 

      言語、その代替物 

   （ｂ）慣習的象徴            継時的 

  ２．類似記号を表す身振り         同時的（大多数）  

  ３．指標記号的身振り           同時的 

   （ａ）物品／道具の使用の記述          

      １）単一の物品／道具       同時的 

      ２）複数の物品／道具       継時的 

    （ｂ）物品／道具の実際の取り扱い 

      １）単一の物品／道具       同時的 

      ２）複数の物品／道具       継時的 

 

３．４ 解剖学 

 リープマンは観念失行を左大脳半球の頭頂葉と後頭葉の境界領域に関連づけた（図８－

５）。クライストは角回および運動野が同時に損傷されることが必要であると指摘してい

る。モルラースは 19 例の剖検例の所見から左角回・側頭葉領野としている。シグノレと

ノースは、観念失行は縁上回の皮質・皮質下性の損傷で、左側の角回、そしておそらくは

側頭葉にも及ぶ損傷によるものであろうとしている。ペックらも左側頭・頭頂葉の病変を

見出している。 

デレンチとルチェリのCTによる検討では、８例の頭頂葉病変例中７例で観念失行が認め

られた。６例の前頭葉病変例では３例で観念失行が認められた。キムラによれば、系列運

動の障害は左頭頂葉損傷例でもっとも著しく、次いで左前頭葉損傷、後頭葉損傷の順とな

る。他の研究者の実験的結果も同様であり、系列運動は左頭頂葉損傷で も障害されやす

い。ハリントンとハラードによれば、同じ運動を繰り返す課題では、①失行患者 8、②失

行のない左大脳半球損傷患者、③右大脳半球損傷患者、３者間に差は認められない。しか

                             
8 ハリントンらは彼らの患者の症状を「観念運動失行」と分類しているが、彼らが記載し

ている症状は系列運動の障害であり、本書の分類では観念失行である。 
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し、異なる運動を連続的に行う課題では①のグループのみが障害されていた。一方、ヤン

ソンは系列運動の障害は左、右いずれの前頭葉の損傷でも生じるとし、キムラの結果との

食い違いをキムラらの実験では被験者が運動順序を記憶する必要があるためではないかと

述べている。 

 以上より観念失行の責任病巣は左前頭葉から頭頂葉にかけての領野に定位出来よう。 

 なお、ハイルマンらの概念失行（本書の用語では使用失認）はアルツハイマー型認知症

9のようなびまん性病変例で多く認められ、その責任病巣は明らかではない。限局性病変

例では右手利きでは左大脳半球病変、左手利きでは右大脳半球病変、すなわち利き手の対

側大脳半球病変が関係しているという報告が多い。 

                            

 

４．構成失行（構成障害） 

 

４．１ 概念と臨床像 

 クライストによって 1934 年に確立された類型である。彼によれば、空間的な構成行為

の障害であり、視空間知覚と運動記憶との統合の障害に起因する。このような症状はポッ

ペルロイターも 1917 年に記載しており、1922 年にはシュトラウスによって「構成失行」

と命名され、「適正な視覚的形態知覚能力や弁別能力を有し、事物の空間定位の障害や観

念失行が存在しないにもかかわらず、種々の構成行為の障害を示す」と定義された。この

ように構成失行は本来の定義から言えば「視空間知覚の障害によらない」構成行為の障害

である。しかし実際には視空間知覚障害の有無に関係なく構成行為の障害全般を構成失行

と呼ぶことが多い 10。その症状は以下のごとくである。  

１）構成行為の障害は、①積み木やマッチを用いて二次元、三次元の様々な形態を形づ

くる課題、②ブロック・デザイン課題、③描画課題（二次元、三次元の幾何学図形、花、

家、動物などの具体的事物、レイの無意味図形（図８－７）など）、④ベントン視覚記銘

検査図形、⑤ベンダー・ゲシュタルト・テスト（単純な幾何学図形の模写）、などにおい

て出現する。 

 
9 第１３章参照。 
10 その意味で「構成失行」という名称を避けて「構成障害」と呼ぶ研究者も多い。本書で

は取りあえず両方の名称を併記する。 
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図８－７ レイ図形とその模写に見られる構成失行症状 

ａ）レイ図形、ｂ）左大脳半球損傷者の模写、ｃ）右大脳半球損傷者の模写 

ｄ）、ｅ）アルツハイマー型認知症患者の模写 

 

２）このような課題を口頭命令によって、あるいはモデルを与えられて遂行する場合、

①描画の線の歪み、②単純化、不完全、③形態としてのまとまりの欠如、④水平軸、垂直

軸の異常、回転、⑤極端な巨大化、縮小化、⑥三次元図形の二次元化、⑦与えられた紙面

の一方向への偏り、紙面をはみ出す、⑧モデルを構成物の一部に組み込んでしまう（クロ

ーズド・イン現象）、などの誤りが生じる。 

 ３）同じ患者において障害の有無、程度は課題によって異なる。描画とブロック・デザ

インを比べると、一方で障害が重度でも他方で軽い例がある。課題間の相関も低い。グロ

ッシらは口頭命令による描画は殆ど不可能であるにもかかわらず、モデルを与えられてそ

れを模写することには障害が認めらない左側頭葉・後頭葉移行部の限局性病変例を報告し

ている。 

 ４）いずれの大脳半球が損傷されるかによって症状に違いがある（図８－７）。この間

題については 1960 年パーシーの研究以来多数の報告がなされている。その結果は以下の
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ごとくである。構成失行は数字的には右大脳半球損傷者で出現しやすい（平均出現率は右

大脳半球損傷者で 44％、左大脳半球損傷者で 28％）。しかし、一般に来院する脳疾患患

者の病巣の大きさは右大脳半球損傷者の方が大きい、失語などの合併などによって左大脳

半球損傷者では検査不能で研究から除外される例が少なくない、などを考慮すると、右大

脳半球損傷者と左大脳半球損傷者の差はもっと少ないとされる。実際、多数の症例を用い

た実験的研究では両者間に差はないとするものが多い。ガイノッチの総説によれば、一側

大脳半球損傷による構成行為障害において左右大脳半球差ありとする研究数は３編、なし

とするものは６編と後者の方が多い。このような臨床データと実験データの食い違いをど

のように解決するかは今後の課題である。障害の程度については半球差がないとする研究

が多い。質的な面では臨床例の分析から左大脳半球損傷者では、①描画では図形が簡略化

される、②クローズド・イン現象が見られる、③予めなんらかの手がかりを与えると成績

が良くなる、などの特徴がある。右大脳半球損傷者では、①描画では形態の歪みが生じる、

②半側無視の傾向が顕著である、③空間的位置関係が歪む、④クローズド・イン現象は見

られない、などが指摘されている。  

 ５）同じ左大脳半球損傷者でも失語があるか否かで症状が異なるという報告がある。失

語患者の描画には視空間配置の誤りではなく意味概念レベルでの誤りが認められる（例え

ば事物間の相対的大きさの誤りなど）。 

６）アルツハイマー型認知症 11では特徴的な描画の障害が認められる（図８－７）。図

形は単純化され、角の数は現象し、空間は歪み、三次元構造は失われる。このような障害

は左右いずれの大脳半球損傷例にも認められない。描画障害の程度は言語障害や記憶障害

の程度とは相関せず、他の高次脳機能障害に伴う二次的な障害ではない。 

 ７）構成失行に合併しやすい症状についてはデゥ・アジュリアゲラらの報告がある。方

向感覚・前庭機能障害（61％）、意識障害（44％）、眼球運動障害（45％）、失語（37％）、

視空間知覚障害（33％）などの合併頻度が高い。着衣失行は 21％、観念運動失行は 15％、

観念失行は 5％に認められた。右大脳半球損傷に伴う構成失行と左大脳半球損傷に伴う構

成失行を比べると、前者では視空間知覚障害、無関心、方向感覚・前庭機能障害、混乱状

態、眼球運動障害、体性感覚障害が合併しやすく、後者では言語障害、カタストロフィ反

応が多く認められた。 

  

                             
11 第１３章参照。 
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４．２ 機序 

４．２．１ 構成失行と視空間知覚障害 

クライストは、前述のごとく、構成失行は視空間知覚と運動記憶との統合の障害であり、

視空間知覚の障害とは独立であると考えた。シュトラウスなども同様の考えを示した。し

かしその後の研究は構成失行には視空間知覚障害の要因と運動障害の要因がいずれも関係

していることを明らかにした。1935 年秋元は炭坑爆発事故による脳損傷例２例の詳しい検

討を行い、次のような結果を得た。まず、運動の障害として、 

①肢体の運動および姿態の形成は自発的には比較的良好であるが、模倣は誤る。ただ 

し、検者が運動の遂行順序を示すと多少容易となる。 

②具体的物品の素描ならびに模写は全くあるいは殆ど不可能である。 

 ③幾何学的形態の構成は自発的には困難であり、模倣はいっそう困難の程度が強い。 

 ④幾何学的図形の描画は自発的には困難であり、また模倣する場合にも誤謬が多い。 

 ⑤自発書字は全く不可能ではないが、字配りの悪いこと、書き方の拙劣なこと、および

字画の脱落、歪みが著明、などが認められる。模写の際にはこれらの点がいっそう顕

著になる。 

 ⑥三次元的な構成行為（姿勢の模倣など）、特に目測を要するような行為が困難である。

その原因は順序の錯誤、すなわち時間錯誤ではなくて、主として空間錯誤である。こ

れはつまり行為において抽象的空間関係を樹立することの障害である。 

などの特徴を示した。 

次に視空間知覚面では、 

① 肢体が形成する空間的形象の相違を識別する課題 

② 幾何学的形態を全体として知覚し、それらの間の相違を識別する課題 

などで障害が認められた。失読はなかった。しかし、仮名非実在語の音読さらには文章の

音読が困難であった。物体失認は存在しなかった。つまり、視空間とくに抽象的視空間に

関する知覚障害が も強かった。抽象的空間関係を樹立することが障害されていた。 

秋元は、この結果から、構成失行患者では運動障害と視空間知覚障害の両者間に共通す

る因子「抽象空間関係樹立の障害」があると考え、「失行の中にはその成立要素として視

覚失認が含まれ、視覚失認の中には失行の要素が含まれている」と述べた。そして「失行

＝失認」の概念を提案した。構成失行に視空間知覚障害の要因が関与するという秋元の考

８-32 

 



第８章 

 

えは当時としては画期的であったが、国際的には注目されることはなかった 12。 

構成失行における視空間知覚障害の役割について先駆的研究となったのはブレイン、パ

ーシーらのグループの研究である。1940 年～1960 年代彼らは右大脳半球損傷に伴って視

空間知覚障害と同時に構成行為の障害が生じることを明らかにした。そして構成障害と視

空間知覚障害との間には密接な関連があることを示した。それまでは高次脳機能は専ら左

大脳半球で営まれ、右大脳半球は「劣位半球」であり、高次脳機能には関与しないと考え

られていた。ブレインらの研究は、右大脳半球は視空間知覚や構成行為に関してはむしろ

「優位半球」であることを示したのである。 

このブレインらの研究を契機として、左右大脳半球損傷に伴う構成失行の臨床像および

構成失行と視空間知覚障害との関連を巡って多数の研究が報告された。その結果、上述の

ごとく、構成失行は左右いずれの大脳半球損傷でも生じるがその臨床像が異なることが明

らかになった。そこでベントンは構成失行には単一の機序ではなく、複数の機序が関係し

ていると考え、構成失行症状を、①組み立て課題の障害、②描画の障害、の二つに分けた。

この考えを特に損傷大脳半球との関係で詳しく論じたのはエカンである。彼の主張は以下

のごとくである。左大脳半球損傷者において障害されるのは、行おうとする行為のための

プログラムを立てることであり、学習や視覚的手がかりは障害を軽減する。右大脳半球損

傷者における構成失行は視空間知覚の障害と結び付いており、学習や視覚的手がかりは障

害の軽減に役立たない。 

確かに、右大脳半球損傷に伴う構成失行には半側無視 13をはじめ空間知覚障害が合併し

やすいことは多数の研究により確認されている。しかし、先に述べたように、視空間知覚

障害はそのまま損傷大脳半球による構成失行の症状の違いには結びつかない。プログラム

障害についても左右大脳半球間に差がないとする研究もある。エカンの見解はそのままで

は受け入れ難い。 

 

４．２．２ 構成行為に関与する情報処理 

構成失行には様々の症状が含まれる。上述のごとく、症状間の相関はそれ程高くはない。

そこで、構成失行全般の成立機序ではなく、特定の症状について認知心理学的観点からそ

の機序を解明しようとする試みがなされている。特に描画の障害についてはいくつかのモ

                             
12 秋元の研究が日本語で出版されたこともその理由の一つであろう。 
13 第９章参照。 
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デルが提唱されている。 

ロンカートらは、描画は四つの過程から構成されると考える。二つの準備過程（①手本

の探索、②描画計画の作成）、③描画遂行、④見直しである。彼らはこの過程のいずれが

障害されているかを明らかにするための描画検査を作成して一側大脳損傷者に実施した。

その結果、準備過程に障害がある患者と描画遂行に障害がある患者がいることを明らかに

した。 

 ゾンマースらは、描画は物品の視覚表象の想起を出発点とすると考える。彼らは構成失

行にはこの視覚表象に障害がある症例があるとし「視覚表象性失行」と命名した。描画に

際しては視覚表象が短期記憶に保持され描画が実行されると考えられる。この実行段階で

の障害と考えられる症例もゾンマースらは見出している。 

グロッシとアンジェリーニは図形模写を、①準備過程（模写すべき対象が何かを手本の

視覚的分析ならびに過去の描画経験に基づいて決定する）、②中心過程（描画計画の作成）、

③実行過程、④見直し、の４過程に分ける。彼らによれば、図形模写には、①意味的経路

（既知の図形の模写）、②線別描写（過去に見た経験のない図形の模写、図形を構成する

線分を一本ずつ模写する）の二つがある。彼らはそれぞれの段階が障害された場合に認め

られる症状を想定し、それを検証するための検査を開発している。 

現時点ではいずれのモデルも仮説の段階であり、その検証は将来の課題である。 

 

４．３ 解剖学 

 構成失行は、既に述べたように、いずれの大脳半球の損傷でも生じる。また当初クライ

ストらによって考えられていた頭頂葉損傷のみならず、それ以外の領野の損傷でも生じる。

デゥ・アジャリアゲラらによれば、右大脳半球損傷による構成失行は、頭頂・後頭葉損傷

16 例、頭頂・後頭・側頭葉損傷 14 例、頭頂葉損傷 14 例、側頭葉損傷 9 例、頭頂・側頭

葉損傷 8 例、後頭葉損傷 6 例、側頭・後頭葉損傷 3 例であり、左大脳半球損傷では、頭頂・

後頭・側頭葉損傷 5 例、頭頂葉損傷 10 例、側頭葉損傷 19 例、頭頂・側頭葉損傷 7 例、後

頭葉損傷 6 例、側頭・後頭葉損傷 4 例であった。右では頭頂葉損傷例が多数を占めるのに

対し、左では側頭葉損傷例が多い点が注目される。  

ルリアとツベツカヤは前頭葉損傷でも構成行為が障害されることを報告し、ルリアはこ

のような構成障害は脳後半部の損傷例のごとく視空間知覚障害によるものではなく、行動

のプランニングの障害であると指摘した。このような見解は他の研究者によっても支持さ

８-34 

 



第８章 

 

れている。  

CT による研究でも構成失行は前頭葉から後頭葉に及ぶ様々の領野の損傷で生じること

が確認されている。  

 

５．着衣失行 

 

５．１ 概念と臨床億 

 ブレインらによって 1941 年に確立された類型である。他の失行に還元しえない脱衣お

よび着衣の障害である。独立した症状とは認めない研究者も多い。患者は衣服の上下、裏

表、左右の弁別に障害があり、衣服と身体との関係の把握に障害がある。また、ボタン、

紐などを適切に取り扱うことが出来ない。着衣失行は他の右大脳半球損傷による症状（視

空間知覚障害、身体認識障害など）に合併して生じることが多い。特に半側身体無視 14で

は衣服の半側も無視し、結果として半身にだけ衣服を着る着衣障害が出現する。  

 

５．２ 機序 

 ブレインによれば、着衣失行の原因は患者が衣服の空間的形態を自分の身体の空間的形

態に関係づけることが出来ない点にあり、失行と失認の合併したものである。エカンとア

ルバートは自己の身体に関連した身振りの障害であると述べている。一方、着衣失行が他

の高次脳機能障害から独立した症状として存在することを疑問視する研究者もいる。ベン

トンとゲシュヴィンドは上下、左右などの視空間知覚の障害の重症例とみなしうるとし、

ペックらはこのような症状は失語、失認から派生した二次的なものとして説明出来るとし

ている。 

 

５．３ 解剖学 

 病変部位としては右大脳半球頭頂・後頭葉領野が関連深いとされるが、左大脳半球損傷

例も存在する。エカンによれば、着衣失行 51 例中右大脳半球損傷例は 32 例、左大脳半球

損傷例は 8 例、両側損傷例は 11 例であった。  

 

 
                             
14 第９章参照。 
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６．分節性および一側性失行 

 

６．１ 肢節運動失行  

６．１．１ 概念  

 1882 年ウェストファールの症例をもとに考えられた類型である。身体特定部位の運動が

拙劣になることによって特徴づけられる。クライストはこの類型を神経支配性失行と呼び、

経験によって得た技術的能力の喪失と考えた（表８－２参照）。彼によれば、神経支配性

失行は別々の神経によって支配されている幾つかの筋肉を同時にあるいは別々に動かすこ

との障害である。彼はこの類型を更に、①手指失行、②顔面失行、③体幹失行に分けた。

リープマンによれば、肢節運動失行は肢体の運動構成要素の喪失である。これは肢体の運

動の自動記録の喪失であって、肢体はあまりもしくは全然使われることがなくなる。麻痺

と失行の中間に位置するという。 

 この類型を失行とは認めない研究者も多い。エカンは、肢節運動失行は巧緻性を要する

複雑あるいは連続的な運動の障害であり、真の失行とは異なるとしている。ゲシュヴィン

ドやペックの教科書には「肢節運動失行」の項目さえ設けられていない。ゲシュヴィンド

のごとく、失行を学習された運動の障害と定義するならば、肢節運動失行を失行と呼べな

いのは当然である。 

肢節運動失行の症状は明らかに観念運動失行や観念失行とは異なる。観念運動失行は通

例両側性に認められるが肢節運動失行は損傷大脳半球の対側に認められる。観念運動失行

は運動が遂行される状況に依存するが、肢節運動失行では状況に関わりなく障害が認めら

れる。肢節運動失行では「運動が下手」になる。観念運動失行では「間違った運動」がな

される。失行の一類型として肢節運動失行を設定しても差し支えないと考えられる。 

 

６．１．２ 臨床像  

 体幹よりも手指などの遠位部で、タッピングのような素早い繰り返し運動で障害はより

明瞭になる。自発運動、模倣、物品／道具使用が全て障害される。運動の内容、様式自体

は正しく保たれている点で観念運動失行や観念失行と区別される。通例損傷大脳半球の対

側の運動が障害されるが、左大脳半球損傷に伴い右手より左手の運動が拙劣となった症例

も報告されている。フロインドとハンメルシャイムは、肢節運動失行は患側のみの運動で

は明らかには認められず、両側の上肢もしくは下肢の協応運動時において患側の運動方向
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のずれ、運動開始の遅れという形で出現することを報告している。 

脳損傷によって身体特定部位の運動が拙劣になる現象は多くの研究者によって認められ

ている。ルリアは中心後回の損傷によって分化度の高い運動が障害されるのを観察し、こ

れを求心性もしくは運動性失行と呼んだ。ハーランドらは握力、タッビング、ペグボード、

迷路学習などの課題を損傷部位の異なる患者間で比較し、左大脳半球損傷群でこれらの課

題の成績低下を見出した。コルブとホワイショーは一側大脳半球損傷により対側にのみ障

害が生じる運動機能として、①手指筋力、②手指タッビング速度、③静止状態の保持、④

一定方向への持続的運動、⑤連続的回転運動、⑥一側手の位置の模倣、⑦一側手の運動の

模倣、⑧顔面運動の模倣、をあげている。 

 

６．１．３ 機序 

肢節運動失行の成立機序として山鳥は二つの要因を考えている。一つは能動的な触知運

動障害のため客体を扱う手指の運動が拙劣化して失行となるもので、ルリアの「求心性失

行」に該当する。他の一つは運動そのものの障害であって、ルリアの分類では運動のメロ

ディが障害される力動性失行やクライストの神経支配性失行に対応する。 

レガルダは山鳥の指摘する要因の第一を重視する。手指の精緻な運動の遂行には精密な

体性感覚制御過程が必須である。大脳皮質感覚野から運動野に適切な情報が伝達されるこ

とによって精緻な運動が可能になる。肢節運動失行では中心前回領野に損傷があり、体性

感覚情報が第一次運動野から離断されるために精緻な運動が遂行出来なくなるのである。 

 

６．１．４ 解剖学 

 肢節運動失行の責任病巣について、リープマンは中心回領域とした。デゥ・アジュリア

ゲラとチソ、エカンは運動前野損傷によって対側の肢節運動失行が生じるとした。ハイル

マンは錘体路の損傷によって肢節運動失行が生じる可能性を示唆し、サルの錘体路破壊に

よって運動が拙劣となることを見出したローレンスとカイパースの報告を引用している。

河村らは中心前回および中心後回の限局病変でほぼリープマンの肢節運動失行の定義に該

当する症例を報告している。一方、フロインドとハンメルシャイムは中心前回前方の運動

前野損傷による肢節運動失行を報告し、中心前回の損傷では肢節運動失行は生じなかった

と述べている。肢節運動失行の責任病巣は中心溝周辺と考えられるがその正確な部位は不

明である。これには三つの理由が考えられる。第一は報告例の多くが皮質基底核変性症や
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ピック病 15のような変性疾患例のため、病変がびまん性でその範囲を正確に診断出来ない。

第二は中心前回の損傷は対側の麻痺を生じさせるため失行症状が覆い隠されてしまう。第

三は一側上下肢の運動はしばしば両大脳半球の運動野から支配を受けているためである。

この場合一側性病変では症状は出現しないことになる。 

 

６．２ 口・舌・顔面失行 

前述のごとく、19 世紀末、ジャクソンは命令に応じて舌を突き出すことが出来ない患者

が口の回りについたパンくずを舌で上手に舐め取ることを報告した。口・舌・顔面失行と

は、このように口、舌、顔面の反射的あるいは自動的運動は保たれているのに、随意的な

運動が遂行しえない状態である。顔面限局性の観念運動失行である。顔面麻痺が合併して

いることもあるが、麻痺が一側性であっても失行は両側性に出現する。 

 口・舌・顔面失行の研究において特に問題とされてきたのは他の神経心理学的症状との

関係である。失行との関係については、デゥ・アジュリアゲラらは 19 例の観念運動失行

中 8 例に口・舌・顔面失行を認めている。デレンチらも観念運動失行と口・舌・顔面失行

が合併しやすいことを認めている。失語との関係については、第６章で述べたごとく、失

語の構音障害を一種の失行と見ようとする立場がある。リープマンはこのような考えに立

っており、バイ、ペックなどが同様の見解を示している。また、ゲシュヴィンドは弓状束

の損傷によって、口・舌・顔面失行とともに字性錯語を主徴候とする失語、すなわち伝導

失語が生じることを主張した。これに対し、アラジョアニンとレルミッテ、エカンなどは、

構音障害と口・舌・顔面失行の関連が深いことを認めつつも、両者は独立のものであると

述べている。口・舌・顔面失行があれば、結果として構音障害が生じるのは当然ありうる。

このことと失語の構音障害が失行に伴う二次的なものと見なしうるかどうかは別のことで

ある。第６章で述べたように失語の構音障害は失行には還元しえない。 

 口・舌・顔面失行の責任病巣としては、①前頭弁蓋部、すなわち４野の顔面領野の前方

およびブローカ野周辺で上、中、下前頭回を含む、②両側の皮質下領野、すなわち島前部、

深部内包などが指摘されている。通例は左大脳半球損傷例であるが、右大脳半球損傷例も

報告されている。ビゾゼロらの報告によれば、左大脳半球損傷例の 46%に顔面上方領域の

失行、68%に顔面下方領域の失行が認められ、右大脳半球損傷例ではそれぞれ 44%､38%

であった。口・舌・顔面失行には両大脳半球が関与している。この点でも失語との違いが

                             
15 第１６章参照。 
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明らかである。  

 

６．３ 一側性失行 

 リープマンは、運動表象は左大脳半球のみに存在すると考え、脳梁損傷によって右運動

野が左大脳半球から離断されると、左手のみの観念運動失行が生じると考えた（図８－５、

図８－６参照）。実際、左半側にのみ認められる観念運動失行が存在する。以下の３型に

分かれる。 

 

６．３．１ 脳梁損傷に伴う一側性失行 

 上記リープマンのモデルに対応する失行で、いわゆる「脳梁失行」である。左手の観念

運動失行であり片麻痺を伴わない。脳梁前部の損傷によって左大脳半球言語野から右大脳

半球運動野が離断されたことにより、言語命令に応じて左半側の運動が遂行しえなくなっ

た状態である。典型例では、言語命令に対する右手の運動に障害はなく、左手も模倣や物

品／道具の取り扱いには障害を示さない。左手は失行と同時に、失書や触覚刺激に対する

呼称障害を示す。時に右手の正しい運動を左手が妨げるような行動が観察されることがあ

り、「括抗失行」と呼ばれる。 

この類型は 1900 年リープマンによって 初に報告された。彼はこの症例にみられた左

手の失行を脳梁損傷によると考え、彼の垂直図式（図８―６）を作成した。現在までに多

数の報告例がある。また、スペリーらの分離脳患者の研究においても、言語命令に対する

左手の失行症状の存在が確認されている 16。  

脳梁失行の症状は必ずしも一様ではなく症例による違いが認められる（表８－５）。特

に注意すべきは半数以上の症例で模倣が障害されている点である。岩田が指摘するごとく、

これは脳梁失行の症状が右運動野の左大脳半球言語野から離断だけでは説明しきれないこ

とを意味している。里美らは脳梁失行例で、言語命令、視覚的模倣、物品／道具使用の３

課題を実行させるとその誤りの性質が同一であることを見出し、これは単なる言語離断で

説明することは困難であるとしている。この点についてゲシュヴィンドは次のように述べ

ている。右大脳半球は左半身の運動をある程度制御することが可能であるが、それには個

人差があり、従って左手の失行症状にも差がでてくるのである。ハイルマンとロッチも言

語と運動の大脳半球優位性の程度は個人によって異なり、それが脳梁失行の臨床像を変え

                             
16 第１２章参照。 
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るのであろうとして、言語は左大脳半球優位、運動は右大脳半球優位であった症例を記載

している。ワトソンは脳梁失行では右大脳半球は言語野から離断されているのではなく、

左大脳半球にある「視覚一運動記憶痕跡」から離断されているとの見方をとり、その根拠

として、脳梁失行では患者は何をすべきかを了解していることをあげている。諸説様々で

あり、脳梁失行でなぜ模倣が障害されるのか依然不明である。 

 

 

 

脳梁失行はその名のとおり脳梁の損傷で生じるが、その決定的な部位については十分明

らかにされていない。脳梁前半部の切断では左手の失行は生じないし（マスペスの症例）、

脳梁膨大のみ損傷でも失行は見られない（杉下らの症例）。岩田らは左角回梗塞により脳

梁後半部が損傷されているが、脳梁前半、膨大は保たれている脳梁失行の症例を報告して

いる。ボルペらは部分的脳梁切断例の研究から運動に関する情報の転送は脳梁後半を介す

ると述べている。 
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６．３．２ 左大脳半球損傷に伴う一側性失行 

 リープマンによって「交感性失行」と呼ばれた類型である。通例右片麻痺と失語を伴い、

左手の観念運動失行を呈する（図８－６参照）。模倣の障害は軽度である。左大脳半球運

動野に損傷があり、同時に脳梁の病変によって左、右大脳半球運動野間の連絡が絶たれた

ために生じる。これがリープマンの説明である。この説はその後ゲシュヴィンドによって

そのまま受け継がれた。彼によれば、左手の身振り障害や物品／道具使用の障害は左大脳

半球から右大脳半球が離断されたために生じる連合障害であり、左大脳半球運動野と右大

脳半球運動野を結ぶ交連線推の損傷があれば損傷部位がどこであっても生じる。左大脳半

球運動野に損傷がある場合、当然ここを発して右大脳半球に向かう交連線推も損傷される

ので、右片麻痺と左半身の失行が生じる。 

  

６．３．３ 右大脳半球損傷に伴う一側性失行 

右片麻痺を伴わない左手の観念運動失行である。玉岡らは右内頸動脈閉塞により左半身

のみに失行を呈した症例を報告している。CT では右大脳半球の前頭葉・頭頂葉の白質の

半卵円中心、頭頂葉皮質、後頭葉の一部、左大脳半球の上前頭回に低吸収域が認められた。

ハイルマンらの症例は動静脈奇形による脳出血例で右上および下頭頂葉に損傷があった。 

 

６．３．４ 左手利き者の一側性失行 

 ロースバーグらは左手利きで脳梁損傷に伴い左手の観念運動失行を呈した症例を報告し

ている。患者は虚血性梗塞によって脳梁全領域が破壊された後、左鼻腔の嗅覚性失名辞（嗅

覚刺激の呼称障害）、左視野の失読、左手の観念運動失行、左手の失書、左手の構成失行、

左手の触覚性失名辞（触覚刺激の呼称障害、詳細は第９章参照）、両手間の触覚情報の転

送障害を呈した。以上の離断症状は右手利き者に認められる離断症状 17によく類似してい

た。 

 

６．４ 体幹失行 

 体幹に失行症状が見られるかどうかについては議論がある。ゲシュヴィンドは観念運動

失行患者では言語命令によって歩行、ダンス、ボクサーの姿勢などが遂行可能であると述

べ、観念運動失行では体幹運動が障害されないとした。一方ペックらは体幹運動が障害さ

                             
17 第１２章参照。 
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れる観念運動失行患者が存在すると主張した。レガルダは体幹失行の症状として、①ダン

スや身体を回転させることの障害、②家具に身体を合わせることの障害、例えば椅子にう

まく座れない、ベッドにうまく横になることが出来ない、などをあげている。ナンは従来

歩行失行（後述）と呼ばれた症状を示す患者の一部には体幹失行症状があり、結果として

歩行が障害されると主張する。椅子から立ち上がる、身体を回転させる、足を組むなどの

運動が障害される。椅子から立ち上がる運動では、臀部を椅子から離し足に体重をかける

ことが出来ない。ナンによれば、この障害は不適切な身体バランス統御が原因で生じ「バ

ランス統御障害」と呼ばれるべきである。なお、ゲシュヴィンドも体幹失行の存在を全く

否定したのではない。彼によれば、体幹失行と通常の観念運動失行では責任病巣が異なり、

前者では錐体路系の損傷、後者ではそれ以外の部位の損傷による。ナンもこの考えを支持

する。体幹失行は存在するが、その症状、機序は四肢の失行とは異なると考えられる。 

 

７．運動性失音楽 

 

脳の病変によって歌唱や楽器の演奏の出来なくなる状態である。次の２型がある。 

 

７．１ 音声性失音楽 

歌うこと、口笛を吹くこと、など人声による音楽表出の障害である。全く歌えないこと

もあり、個々の音は出せることもある。患者は自分の歌が誤っていることは解っても訂正

出来ない。失語で音声性失音楽のみられることは稀ではないが、歌唱力がかなり良く保た

れる例があることが知られている。他の高次脳機能障害を伴わない音声性失音楽を呈した

例は 1898 年マンによって 初に報告された。クライストはこれを一種の失行とみなした。 

エカンも失行の項でこれを取り上げている。病巣としては、右大脳半球の前頭葉、側頭葉

との関連が指摘されている。緑川の総説によれば、①アマチュアの歌手で右大脳半球前頭

葉から側頭・頭頂葉にかけて広範に障害された症列、プロソディの障害を除いて言語障害

は認めなかったが音楽面では歌唱で音高のずれが顕著でありリズムは保たれていた、②右

側頭葉皮質下出血により失音楽を呈した三味線の師匠例、三味線が弾けなくなっただけで

はなく歌唱にも障害が認められた、歌唱の障害は音高の障害でありノズムや音量は正確で

あった、③限局性の右側頭・頭頂業葉病変に伴う歌唱障害、歌唱の誤りは音高に限られリ

ズムは保たれていた、などの報告がある。 
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７．２ 演奏性失音楽 

 病前に可能であった楽器演奏が障害される。ウェルトハイムはこれを「両手の楽器失行」

と呼んだ。音声性失音楽と必ずしも同時に生じるとは限らず、両者の神経機構が異なるこ

とが示唆される。演奏性失音楽は左右いずれの大脳半球の損傷でも生じる。ポルクとケル

テツは、病前音楽家で左および右大脳半球の萎縮に伴って対照的な症状を示した２例の変

性疾患例を報告している。第一例は 58 歳右手利きの男性ギタリストであった。臨床的に

は全失語と演奏性失音楽を呈した。言語機能は、自発語、復唱、聴覚的理解、読字、書字、

全てにおいて重度の障害を示した。音符は読めないが、楽器の演奏は可能であった。しか

し種々の障害が認められた。メロディは正しく演奏されたが、リズムは不正確であり、繰

り返しが多く、曲が終了しなくなってしまう。CT、MRI 上は側脳室の拡大が認められ特

に左大脳半球で著明であった。第二例は 53 歳女性で小学校のピアノの教師であった。言

語面での障害はない。楽器の演奏ではメロディが強く障害されていたが、リズムはほぼ保

たれていた。CT、MRI 上は頭頂葉・後頭葉領域の萎縮が両側性に認められ、特に右大脳

半球で著明であった。 ポルクらは、楽器演奏障害のこの二重乖離は、両大脳半球の機能的

な違いの表れであると述べている。左大脳半球萎縮によって生じたリズム演奏の障害は、

音符間の時間間隔を正確に手の運動として表現出来ないことにより生じ、右大脳半球損傷

によるメロディ演奏の障害は、曲の全体的構成を把握出来ないことによって生じたという。 

 

８．その他の高次運動障害 

  

以下に記載する症状は失行とは異質な高次の運動障害である 18。 

 

８．１ 眼球運動失行 

 1953 年コーガンらは指示された視標の注視や動く視標を追跡することは出来ないが、不

随意眼球運動は可能な２症例を眼球運動失行として報告した。その臨床像は、①検者の指

の動きの追従や指示により素早く周囲の視標を注視する眼球の動きで示される随意的な眼

球運動が障害される、②不随意的な眼球運動を司る前庭一眼系、核および核下性眼球運動

系は正常に保たれている、の２点で特徴づけられる。これには先天性の症例と後天性の症

                             
18 本節で述べる症状のいくつかの名称は「○○失行」となっている。 初に詳細な検討を

行った研究者がそう命名したためである。 
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例の２類型がある。責任病巣としては前頭葉眼運動野、橋の外転神経核付近、小脳、脳梁

などが問題とされている。  

 

８．２ 閉瞼失行 

 自動的ないし反射的な閉瞼は十分可能であるのに、命令によって、眼瞼を閉じることが

出来ない状態である。閉瞼失行の名称は 1905 年レバンドスキイによって命名された。そ

の本態については失行、麻痺、強制注視、運動維持不能（後述）、前頭葉損傷による解放

現象などの説が提出されている。両側性の広範な損傷例が多く、一側性では右大脳半球損

傷例が多い。 

 

８．３ 開瞼失行 

 随意的な開瞼の出来ない状態である。1930 年リーゼによって開瞼失行と命名された。臨

床的特徴は、閉瞼状態からの開瞼が困難で、開瞼の努力をする時に前額筋を収縮させ、眉

毛をつりあげ、その結果上眼瞼の皮膚が進展する特異な顔貌を呈することになる。このよ

うに随意的な開瞼は著しく困難であるのに、反射的なあるいは自動的な開瞼は容易に行わ

れる。大脳の広範な損傷例が多い。 

 

８．４ 半側運動失行 

 身体半側にのみ生じる運動障害には上述した一側性の観念運動失行と明らかに異なる病

態がある。1958 年デニー・ブラウンはこれを①磁性失行～反射的な把握、②反発失行～回

避反応の解発、の２型に分けた。 

 

８．４．１ 磁性失行 

 磁性失行とは病巣対側の上下肢が、患者の意志に反して、対象物に常に接触しようとし、

また把握しようとする現象である。この現象は「把握反射」あるいは「強制把握」とも呼

ばれる（新生児などで見られる原始反射としての把握反射とは磁性失行が一側性にのみ生

じることで区別される）。患者は何かが触るとこれを本能的に握ろうとし、その把握を解

放することが出来ない。物が手に触れていない時でも運動はぎごちなく、手が物に触れた

だけでも手全体がこわばってしまう（「つっぱり反応（ゲーゲンハルテン）」）。何か書

こうとすると手はこわばって紙に吸いついたようになってしまう（「前頭葉性書字失行」）。
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患者は単に接触したものを握ろうとするだけでなく、自分から握れるものを積極的に捜す

行動を示す。これを「本態性把握反応」という。この反応は上肢のみならず種々の身体部

位でみられ、下肢に生じると歩行障害となる。損傷部位としては、前頭葉内部、頭頂葉な

どが指摘されている。左右大脳半球差は認められていない。 

 

８．４．２ 反発失行 

 反発失行では、①手に触覚刺激、特に運動する物品の接触が与えられた場合、手指の開

扇、手関節での伸展がみられる、②手に物が近づいた場合、また目的物に手を近づけさせ

た場合、手指は開扇／伸展し、あたかも回避するかのようである、③下肢では足底に触れ

ただけでバビンスキー反射 19様に足指が開扇する、しかもその持続時間が長い、④腰掛け

て自由に動く下肢ではハンマーなどが近づくと逃げるように反対側に動く、などの症状を

呈する。機序について、デニー・ブラウンは頭頂葉損傷によって生じた運動前野、帯状回

および海馬領域の解放現象と見ている。 

 

８．５ 高次歩行障害 

 運動麻痺、失調、不随意運動などの抹消性運動障害、筋・腱・関節などの固有感覚や平

衡感覚などの体性感覚障害があれば歩行障害が生じる。他方、このような末梢性障害がな

いにも拘わらず歩行が障害される場合がある。ナンはこれを、①歩行運動の障害、②バラ

ンスの障害、に二分する。前者は歩行運動自体の障害であり、後者は歩行中に身体のバラ

ンスを保つことの障害である。以下ナンに従って記述する。 

 

８．５．１ 歩行運動障害 

 １）すくみ足歩行～パーキンソン病 20で典型的に見られる。歩行を開始することが困難

であり、外的刺激により歩行が中断される。歩行開始の障害は、①歩行開始時の完全な不

動、②歩行とは異なる運動（膝の曲げ伸ばし）、③歩幅が小さい小刻みな歩行で始まり次

第に歩幅が増大する、などの形態をとる。歩行の中断は、①他者から話しかけられる、②

床を電話線が横切るなどの障害物がある、ドアの開き方が狭い、など歩く道筋上の障害物

                             
19 足底の側面をかかとから上方にゆっくり擦ると足指が足甲側に反り返り扇形に開く現

象。錐体路損傷で出現する。 
20 第１５章参照。 
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の存在、③目的位置の接近、などで生じる。逆に外的刺激が歩行を助ける場合もある。歩

調を取ること、道筋に印を付けることなどで歩行は改善する。つまり歩行に集中させる刺

激、逆に歩行から注意をそらす刺激が歩行を改善させる。普段無意識になされている歩行

が意識的になされる条件ですくみ足歩行は出現する。責任病巣は大脳基底核や前頭葉から

大脳基底核への投射線維の損傷と考えられている。 

２）小股歩行～非常に歩幅が狭くなり、両足を開き、すくみ足はないが身体のバランス

は多少障害される。皮質下損傷や水頭症で認められる。 

 ３）用心歩行～歩行速度の遅れ、歩幅の減少を特徴とし、両足の間隔は不変、バランス

障害もない。転倒を恐れることに起因する歩行障害である。健常者が滑りやすい路面を歩

行する場合にこのような歩行となる。種々の感覚運動障害を有する患者で認められる。局

在的価値はない。 

４）不注意歩行～特別な歩行様式ではなく、転倒する可能性が高い不用意な歩行である。

歩行に不適切な服装をする、周囲の状況に無関心という形態をとる。右頭頂葉損傷例では

注意障害による転倒が生じやすい。半身感覚障害、半側無視、種々の行動異常などが原因

と考えられる。 

５）心因性歩行障害～片麻痺、失調、筋緊張異常などで見られる歩行障害に類似した形

態を示す。他の心因性症状の存在、周囲の状況によって症状が変化する、などの点で器質

性神経疾患による歩行障害から区別される。 

 

８．５．２ 歩行バランス障害 

 １）側方偏倚症候群～重力方向の身体バランスが適切に保てなくなり、身体が側方に傾

くことによって生じる。患者は側方へ身体を傾けようとする。右頭頂葉損傷では損傷の対

側すなわち左側に身体を傾け、結果として転倒する。後頭頂葉損傷が重視されてきたが、

左右いずれかの視床損傷でも本症候群が生じることが明らかにされている。側方偏倚症候

群では視覚的な垂直感は保たれているが、身体の垂直感が障害されている。 

 ２）後方偏倚症候群～患者は後方へ反り返ろうとし、検者が姿勢を正そうとすると抵抗

する。患者は自ら直立姿勢を取ることは困難である。結果として患者は転倒する。びまん

性病変を有する認知症患者や深部白質損傷例で認められる。前後方向の身体定位障害と考

えられる。 

３）失立～下肢に運動障害がないにも拘わらず起立出来ない状態である。立位を保とう
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とすると身体が左右、前後に傾く。患者はこの傾きを積極的に修正しようとしない。結果

として転倒する。視床やレンズ核の血管性病変で認められる。側方偏倚症候群と異なり、

患者は自ら身体を傾けようすることはない。このことは身体の垂直性知覚の障害ではなく、

患者の主観的垂直軸がずれている、すなわち一種の無視症状である可能性を示唆する。 

 

８．５．３ 歩行失行  

前頭葉の損傷に伴い歩行障害が出現する場合がある。次の２型がある。一つは 1886 年

ブランにより報告された前頭葉性失調である。麻痺がないのに体のバランスを取ることが

出来ず起立に障害を示し、患者は歩行しえない。他の一つは 1926 年ゲルストマンらによ

り報告された歩行失行である。臨床像は以下のごとくである。立った時のスタンスがやや

広く、上体は前傾を示し、不安定で、支えないと転倒する。歩行を命じるとなかなか 初

のステップを踏み出すことが出来ず、歩き出すと床をひきずるようにぎごちなく一歩を出

し、次のステップを出すのに時間がかかる。足指は屈曲し床を掴もうとしているかのごと

く見える。後ろから押すと上体のみ前に倒れて足は出ない。この現象を説明しうるような

筋力低下、筋緊張異常、失調、運動覚障害はない。一般知能障害、把握反射、つっぱり反

応、などの前頭葉症状が存在する。 

 歩行失行の成立機序について、デニー・ブラウンは足に出現した磁性失行とつっぱり反

応によるものとして説明した。足に磁性失行、つっぱり反応があると、患足を床におくと

下肢全体がこわばり、足が床に糊付けされたようになり、歩行障害が生じるという。メイ

ヤーとバローンは、歩行失行は肢節運動失行の一種であると述べている。歩行障害の基本

的障害については、抽象的運動の開始の障害であり、さらに足の緊張性支配、強剛、つっ

ぱり反応により症状が悪化するという。ナンによれば「歩行失行」は前述したバランス統

御障害に含まれる。正常な姿勢反射が失われたため結果として歩行が出来なくなる。従っ

て歩行失行ではなく「バランス失行」と呼ばれるべきであるという。 

 歩行失行には他の様々な神経症状、神経心理学的症状が合併しており、独立した失行症

状とはいえない。その歩行障害の様相はデニー・ブラウン説によく合う。エカン、シュト

ラスとベンソンなども歩行失行が磁性失行と関連することを示唆している。 

 病変部位としては両側の前頭葉内側面および前頭葉皮質下の病変で生じる場合が多い。
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なお、正常圧水頭症 21において脳の圧迫症状として歩行失行が見られることがある。 

 

８．６ 運動維持困難  

1956 年フィシャーによって概念化された。一定の運動状態を維持することが出来ない症

状である。患者は、①視線を一定方向に保つことが出来ない、②麻痺半身の方へ視線を維

持出来ない、③挺舌状態を保つことが出来ない、④開眼、閉眼状態を維持出来ない、など

の症状を示す。発現機構については、失行説、運動覚フィードバック障害説、注意障害説

などがある。右大脳半球病変で生じるとされ、特に右中心前回ならびに前頭葉損傷によっ

て生じるとされる。ヒラーらによれば、頭頂葉損傷との相関が も高いが、前頭葉、側頭

葉、深部白質病変とも有意な相関が見られたという。  

 

８．７ 運動保続 

 脳損傷者では様々な保続現象が見られる。このうち、運動面での保続について組織的研

究を行ったのはリープマンである。彼は 1905 年保続を以下のごとく分類した。 

１）意図的保続～新しい行動を起こそうとした時に以前の運動を繰り返す。 

２）間代性保続～ある運動をいったん始めると止めることが出来ない。 

３）緊張性保続～ある筋肉運動が起こるとその状態がそのまま持続する状態。 

病巣同側空間における動作を止めることが出来ない症状は「半側運動保続」と呼ばれる。 

言語面での保続現象として、文の 後を繰り返す「同語反復」、語の一部を繰り返す「語

間代」がある。書字面では文字の特定のストロークを何本も重ねて書く「保続性失書」、

節や語を繰り返し書く「反復書字」などが生じる。文法的に正しい文章を多量に書く「過

剰書字」も一種の保続と見なしうる 22。側頭葉てんかん例で多く認められる。山鳥は、右

中大脳動脈脳梗塞に伴い一過性の過剰書字を呈した症例を報告している。 

保続は失語、コルサコフ症候群 23、パーキンソン病 24、などにおいて出現しやすい。保

続を生じる損傷部位としては前頭葉を指摘する研究者が多い。ルリアは前頭葉損傷に伴う

保続現象について詳しい検討をしており、リープマンの３種の保統がいずれも前頭葉損傷

                             
21 髄液圧（脳脊髄液の圧力）は正常でかつ脳室の拡大（脳脊髄液の増大）があり、認知症、

歩行障害、尿失禁を三徴候とする症候群。 
22著名な民俗学者南方熊楠には過剰書字があったことが知られている。 
23 第１１章参照。 
24 第１５章参照。 
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例で生じることを確認している 25。ミルナーも前頭葉損傷による保続について報告してい

る。 

８

症状は「（病巣対側空間における）運

動

損傷されている

症

運動を行わせると一

 

野損傷、④中心後回から縁上回にかけて

                            

 

．８ 運動領域における無視症候群 

病巣対側空間における運動の障害である。第９章で述べる各感覚領域における無視症状

は「認識の障害」であるのに対し、運動領域の無視

企図の障害」である。以下の臨床類型がある。 

１）半側無動、半側運動低下～片麻痺や半側体性感覚障害がない症例で一側上下肢の自

発性の喪失が見られることがある。病巣対側の上下肢を自発的に動かそうとしない（半側

無動）。もしくは運動を開始するまでに時間がかかる（半側運動低下）。簡単な身振りや

自動詞的運動、物品／道具の使用、検者が行う運動の模倣、などを含む一切の運動に関し

てその自発性が失われる。患者は通例病巣同側の上下肢でその動作を代行する。この症状

は通例左半身にみられ、右大脳半球損傷による半側身体失認 26などに合併することが多い。

半側運動低下の責任病巣は上および下頭頂葉領域で皮質のみならず白質も

例が多い。後頭葉領域まで病変が及んでいる症例も報告されている。 

２）運動消失～1981 年バレンシュタインとハイルマンは両側同時に

方の動作が不完全になる症例を報告し、これを運動消失と呼んだ。 

３）半側運動維持困難～病巣対側空間に対する動作を続けることが出来ない。 

４）運動アロエステジー～病巣対側の四肢の運動を求められと同側上肢の運動を行う。 

５）運動無視～1970 年カステーニュ、ラプランらによって報告された現象である。臨床

的に、①羅患体肢の自発的不使用、②羅患体肢が不自然な肢位をとっても頓着しない、③

羅患体肢における姿勢保持反応の欠如、④痛覚刺激に対する罹患体肢の回避反応の欠如、

⑤罹患体肢の自発的身振りの欠如、⑥目標到連動作における羅患体肢の「測定過小」（目

標の手前までしか到達しない）、を呈する。損傷部位は、①補足運動野を含む大脳半球内

側切除、②中心後回から縁上回の損傷、③運動前

の損傷、④視床損傷、などが指摘されている。 

 運動領域における無視症状は視空間無視 27に合併して生じることが多い。  

 
25 第１９章参照。 
26 第９章参照。 
27 第９章参照。 
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 第５章で述べたように、ドーパミンは重要な神経伝達物質である。サルのドーパミン投

射系の一側性破壊は対側に対する運動領域の無視症状を引き起こす。ヒトでもドーパミン

投射系の障害であるパーキンソン病では一側性無動や一側性運動低下が認められる場合が

ある。運動企図にはドーパミン投射系が関与していると考えられる。 
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