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１．まえがき 

 

１．１ 感覚、知覚、認識  

刺激対象の物理的特性を知る働きを「感覚」という。感覚によって得た刺激の物理的特

性を基に刺激対象の印象（心理学的質）を形成する過程を「知覚」という。形成された印

象を「知覚印象」という 1 。事物の心理学的質を過去の経験や蓄積された知識などを統合

して、刺激対象の属性を明確に把握し意味を正しく理解する働きを「認識」という 2。  

                                                 

感覚と知覚の違いが最もよく分か

る例は色彩である。周知のごとく、

ヒトの視細胞は波長 380nｍから

780nｍまでの電磁波（図９－１）に

反応する。図９－２はヒトの波長視

感度曲線であり、横軸は電磁波の波

長、縦軸は波長弁別閾（刺激が異な

ることを感知しうる最小限の波長変

化量）である。波長の長い方や短い

方の閾値は高く中央部では低い。こ

のように電磁波の波長などの刺激対

象の物理的特性を知る働きが感覚で

ある。刺激対象の物理的特性と知覚

印象の性質、強度との対応関係を取

 
1 想起された知覚印象が「知覚表象」である。  
2 この働きを多くの心理学書は「認知」と記してある。広辞苑には「認知：あることを認

め知ること、認識：物事をはっきりと理解し正しく判断すること」とある。この働きは認

識と呼ぶ方が正しい。  
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り扱う場合に感覚が問題となる。  

 

図９－２ 電磁波の波長別弁別閾  

 

さて、波長の違いは「色相」の違いとして知覚される。波長は連続変量なので色相も連

続的に変化するはずであるが、実際はそうではない。図９－３に示すように、我々は可視

光の波長分布（スペクトル）が変化すると「質的」に異なる色相を感じる。  

 
図９－３ 可視光のスペクトル分布と色相  

 

図９－４は「ウェルトハイマーの環」とよばれる図形である。ａでは背景に関係なく一

つの環として一様の明るさに見え、ｂ、ｃでは一つの環としては見えず、背景の影響を受

けて異なった明るさの半環に見える。これは物理的刺激強度が同一である半環が黒い背景

上では白の知覚印象を生じさせ白い背景上では黒の知覚印象を生じさせたのである。これ

が知覚である。物理的刺激条件は同一でも知覚印象は同一ではない。知覚は物理的刺激条

件に依存するが、それだけに規定されるのではない。なお、ａ、ｂ、ｃいずれの場合にも
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半環の明るさは同じという感覚が生じているはずであるが、我々はそれを体験することは

ない。感覚は現象として明瞭に体験されるとは限らない。  

知覚と認識の違いを示す例として音声

の範疇的知覚がある。これは刺激の物理

的特性を連続的に変化させた時、認識さ

れる音韻は連続的に変化せず、急激にあ

る音から他の音へ変化する現象である。

英語の [r]と [l]は、第三フォルマントの変

移部の周波数の違いによって区別される。

およそ 2,600Hz を境として、それより高

い周波数は [l]と判断され、それより低い

周波数は [r]と判断される。すなわち範疇

的知覚が存在する。ミヤカワらは、英語

を母国語とする米国人と日本語を母国語

とする日本人（10 年以上の英語教育を受

けている）を被験者として、[r]と [l]の弁

別実験を行った。刺激として /ra/もしく

は /la/の CV（子音＋母音）刺激が用いら

れた。第三フォルマントの周波数を

1,362Hz から 3､698Hz まで段階的に変化させた 15 種の刺激を用意し、その中から二つず

つを対提示してその異同を弁別させた。米国人は、第七刺激を境にして、[r]の領域に属す

る刺激と [l]の領域に属する刺激は 80%以上の正答率で弁別出来るが、同じ [r]もしくは [l]

の領域にする刺激間の弁別の正答率は 50%台に止まった。一方、日本人では、どの二つの

刺激を対にして提示した場合でも、その正答率は常に 50%台であった。次に、上記の実験

で用いた CV 刺激から母音部分を除いた刺激（非音声刺激）を作製し、音声刺激と同じ手

続きで弁別実験を行った。この条件では、刺激間の周波数の違いが大きい程正答率が高く

なった。また、米国人と日本人との間に差は見られなかった。  
上記の実験で、CV刺激と非音声刺激は（第三フォルマントに関しては）物理的に同一で

あるにも拘わらず、前者については範疇的知覚が存在し、後者については存在しなかった。
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また、英語を母国語とするかどうかが結果に大きく影響した。日本人では、かなり長期の

英語教育を受けているにも拘わらず、CV刺激に対する範疇的知覚は成立していなかった。

この結果は我々に以下のことを示している。音声認識は一般の聴知覚とは別の過程である。

刺激の音響スペクトル構造を把握しただけでは音声認識は成立しない。それは特定の言語

体系を背景としてはじめて成立する。つまり英語の音韻体系を習得していなければ英語の

音韻の正しい認識は出来ないのである。このように特定の経験と知識を背景として成立す

る刺激対象の理解がすなわち認識である 3。  

 

図９－５ フロイドによる語表象と対象表象との関連に関する模式図  

 

 

                                                  
3 「手を打てば／鯉は餌と聞き／鳥は逃げ／女中は茶を持つ／猿沢の池」という古歌があ

る。認識の本質を 31 文字で見事に表現している。  
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１．２ 失認の概念  

脳損傷に伴って感覚、知覚、認識の各レベルで障害が生じる。「失認」は知覚、認識レ

ベルでの障害である。失認の語を最初に用いたのはフロイドであると言われる。彼は 1891

年に刊行した「失語論」の中でこの語を対象連合内部での連合障害の意味で用いた。彼は

語の表象について図９－５に示す模式図を想定した。そして言語障害に二つの種類を区別

した。第一群は語性失語であり、語表象の個々の要素間の連合だけが障害される。第二群

は失象徴性失語で、語表象と対象表象の連合が障害を受ける。症状としては対象の認識の

障害が生じる。これをフロイドは「失認」と名付けたのである。以降、失認は刺激対象の

認識障害を意味する用語として広く用いられるようになった。  

諸家の失認の定義を検討してみよう。フォン・モナコフは「失認とは平常より熟知して

いるはずの感覚像を、一つの感覚器（特に視覚、聴覚、触覚）を通じて認識する、もしく

はその特徴を区別する能力の障害である。該当する感覚器の要素的活動は比較的保たれて

いるか軽微の障害を示すのみであり、意識と言語もかなりよく保たれている」と定義する。

デジェリンは「失認とは再認の障害である。再認とは、いずれかの感覚を通じて現在我々

が観察している対象を以前観察したことがあり、心像として記憶に記録された対象と同定

することを可能ならしめている心理的現象である」と定義する。  

以上の古典的定義の基本的考えは現代の失認の定義にも受け継がれており、一般に以下

の二つの条件を満たせば失認と診断される。  

 １）特定の感覚器を通じて行われる知覚、認識の障害である。従って他の感覚器を通じ

ての知覚、認識は保たれている。  

２）その際、要素的な感覚障害、一般知能障害、意識障害などは存在しないか、上記の

障害を説明するに足るものではない。  

失認は全ての感覚様相で出現すると考えられるが、神経心理学では視覚、聴覚、体性感

覚、身体体験の障害および病識の障害が伝統的に失認として論じられてきた 4 。本書でも

この伝統を踏襲するが、これは嗅覚や味覚には失認が存在しないことを意味しないことは

当然である 5。  

                                                  
4 身体体験や病識にはもちろん固有の感覚器は存在しない。視覚、聴覚、体性感覚の失認

と身体体験、病識の失認は厳密に言えば等価ではない。  
5 実際、スモールらは両側扁桃体病変例で、味覚の弁別閾は正常であるが、甘、酸、塩、

苦の認識が障害された症例を「味覚失認」として報告している。メンデらは右側頭葉損傷

に伴い匂いの認識障害を呈した症例を「嗅覚失認」として報告している。いずれの患者に

も感覚レベルでの障害はなかった。  
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２．視覚の障害 

 

２．１ 皮質盲、視野障害、大脳性色覚障害  

２．１．１ 皮質盲  

 脳損傷に伴う視覚の障害としてはまず皮質盲があげられる。これは感覚の障害である。

前述のごとく、ヒトの網膜の視細胞は約 380nｍから 780nｍまでのごく狭い範囲の波長の

電磁波（図９－１、可視光）にのみ感受性を有する。視細胞の情報は第３章で述べた視覚

伝導路を介して後頭葉の第一次視覚野に伝達される。皮質盲は両側第一次視覚野の損傷に

よって生じる。両眼の視力は全く失われるが、対光反射は残っており、眼球運動、眼底所

見も正常である。視覚誘発電位（VEP）は異常とする報告と正常とする報告がいずれもな

されており、皮質盲と VEP との間に一義的関連は認められていない。皮質盲の原疾患は

脳血管障害および脳低酸素症が最も多い。外傷、腫瘍によるものは少ない。  

皮質盲は多くの場合一過性である。その回復過程では、まず完全に暗黒の視野がぽんや

りした灰色で照明されたような明るさの体験に変わってゆく。次に周囲の事物の大体の印

象が感じられるようになり、確実な方向定位が可能となる。次ぎで事物の輪郭がはっきり

と見えるようになるが、並んでいる二つの事物の弁別はまだ曖昧である。色彩は白黒の無

彩色の弁別が最初に可能になり、次いで赤、青の順となる。また、この過程は視野の中央

より周辺へと進んでゆく。  

 皮質盲の患者で特徴的なことは、彼らが自分の盲目を自覚していないこと、すなわち「自

己の盲目に対しても盲目」である。この症状は 1898 年アントンによって詳しい報告がな

されたことから「アントン症状」と呼ばれている 6。詳細は本章第５節で述べる。  

皮質盲は両側性の後頭葉病変で生じ、鳥距溝の両壁が皮質下白質まで損傷されている。

脳血管障害例では、脳底動脈あるいは両側の後大脳動脈の閉塞、あるいは一側の後大脳動

脈と対側の中大脳動脈の閉塞による。  

 

 

 

２．１．２ 視野障害  

                                                  
6 皮質盲患者が自己の障害を自覚しないことの最初の報告は 1893 年デジェリンらによっ

てなされた。  
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 後頭葉の損傷が一側性の場合、あるいは部分的な損傷の場合、種々の視野障害が生じる。

網膜と視覚伝導路、第一次視覚野との間には対応関係があり（「網膜対応的」と呼ばれる）、

損傷された部位に応じて図９－６に示す視野障害が生じる。すなわち、どのような視野障

害が生じるかは視覚伝導路の損傷部位によって規定される。従って視野障害の様相から損

傷部位を推定することが可能である。  

 
図９－６ 視覚伝導路の損傷部位と視野障害の関係  

  

視野障害は以下のごとく分類される。  

１） 同名半盲～両眼の視野半分の欠損。視神経交叉部より後方の損傷で生じる。左同  

名半盲と右同名半盲がある。  

２） 異名半盲（交叉半盲）～両眼の反対側視野半分の欠損。視索前方の損傷で生じる。  

両耳側半盲と両鼻側半盲がある。  

３）四分一半盲～両眼の視野の同部位の四分の一が欠損する。側頭・頭頂葉領野の損傷

で生じる。  

４）暗点～視野の一部の欠損であり、次のように種々に分類される。  

①場所に関して：中心暗点、副中心暗点、盲点中心暗点、周辺暗点、輪状暗点。  

②程度に関して：絶対暗点、相対暗点。  
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③両側対称性に関して：同名半盲暗点、同耳側半盲暗点、同鼻側半盲暗点、上側半盲

暗点、下側半盲暗点。  

 視野障害のある患者では「補充」 7と呼ばれる特異な現象が見られる。1917 年ポッペル

ロイターによって初めて報告された。図形の一部が視野の欠損部に提示されても図形全体

が知覚される。補充はタキストスコープによる瞬間提示でも生じ、実際にその一部分が欠

けている図形を提示しても生じる。その後の研究によって、①非連続図形より連続図形で

生じやすい、②複雑な図形、左右対称の図形、熟知した図形では生じにくい、③健常視野

と視野欠損部に異なる図形を同時に提示すると視野欠損部の図形は知覚されない、④残像

でも補充が生じる、⑤患者に刺激対象を注意して観察するよう指示すると補充は減弱する、

⑥視野障害を自覚している患者は補充を示さない、⑦無視症候群や視空間知覚障害を有す

る患者は補充を示しやすい、⑧頭頂葉病変例で出現しやすい、などの事実が明らかにされ

ている。  

 同名半盲では半側視野が完全に欠損する場合と欠損側で網膜の黄斑部に対応する部分だ

けが小さく残っている場合があり、後者を「黄斑回避」という。黄斑回避の原因としては、

①黄斑部に対応する皮質の面積が広いのでその全てが損傷されることは生じにくい、②黄

斑部は両側の後大脳動脈から二重の血液供給を受けているので低酸素症に対する抵抗が強

い、などが指摘されている。  

半盲患者は視野欠損という視覚の量的異常の他にも以下に述べる様々の質的異常を示す。 

１）1920 年フックスは、半盲患者の視野は正常者のそれとは異なり、解剖学的な黄斑と

は異なった位置に機能的な黄斑が生じてこれを中心として網膜像が形成されることを見出

し、これを「偽黄斑」と名付けた。この新しい黄斑は固定的なものではなく、対象の大き

さによって変化し、大きい対象の場合は周辺にずれる。この現象は完全な（黄斑回避を伴

わない）半盲においてのみ生じ、偽黄斑の方が本来の黄斑より高い視力を有するようにな

るという。  

２）半盲患者では、刺激対象の視野内における「偏位」が生じる。これは視野障害のあ

る部分でもない部分でも生じ、多くは一定方向に規則的に変化する。ポッペルロイターに

よれば視野の中心に向かってずれていく傾向がある。キングによれば、凝視点の前におか

れた図形は全ての半盲患者で偏位を示し、両眼視では正常者の単眼視にみられるような外

                                                  
7 補充は健常者にも生じている。図形の一部が盲点に対応する視野に提示しても我々は完

全な図形として知覚する。  
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側への偏位、単眼視では中心方向への偏位が生じる。  

３）半盲患者は視野障害を補償するかのごとく視線を半盲側に向けることが多い。また

半盲側の刺激を過小視し、健常視野側の刺激を過大視する（測定視障害）。  

 ４）半盲患者には眼球運動障害がある。運動方向の不均衡（特定方向にのみ凝視点が動

く）、目標追跡の障害などが指摘されている。  

 ５）皮質盲患者と同様に半盲患者でも自己の障害を認識しない例のあることが知られて

いる（本章第５節参照）。  

 

２．１．３ 脳性弱視  

 脳損傷者では、視力表などによる視力の測定、視野計などによる視野の測定において正

常であっても、他の方法で検査すると種々の異常が見出される場合がある。マイルズは視

野計による検査では正常であっても臨界融合頻度（CFF） 8 による測定では明らかな視野

欠損を示す例があることを見出した。バイ、チューバーとミルナーは網膜の特定部位を連

続的に刺激してその感覚閥を測定すると、脳損傷者では闘値が次第に上昇したり、大きく

変動することを見つけた。ファウストはこのような症状を「脳性弱視」と呼んだ。脳損傷

に伴う視覚感覚闘の異常について、ベンダーらは以下の研究結果を報告している。  

                                                 

 １）閾値の低下と変動性の増大。  

 ２）視野の各部位によって闘値が著しく異なり、視野の断片化と分裂を生じる。  

 ３）両側性の後頭葉損傷では中心視であっても周辺視のような知覚特性を示し、形態視

や色彩視は不良となるが明暗弁別は逆に良好となる。  

 

２．１．４ 隠れた視覚  

２．１．４．１ 臨床像  

皮質盲あるいは視野障害患者でいかなる視覚機能も廃絶しているのかどうかについては

古くから議論があった。患者自身は全く見えないと主張するにもかかわらず、なんらかの

視覚を有するのではないかと推測される行動をとる患者が時折観察されてきた。1970 年代

になってペッツェルら、ワイスクランツら、ペレナンらの三つの研究グループがこの問題

 
8 点滅する光刺激が提示された時、点滅の頻度が低い条件では明らかなちらつきが感じら

れる。頻度が高くなると次第にちらつきの印象が弱くなり、最終的にはちらつきが感じら

なくなる。この時の点滅頻度が臨界融合頻度である。  
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について組織的研究を行った。  

ペッツェルらの研究は外傷、脳血管障害によって視野障害を呈した４例を対象として行

われた。被験者の課題は視野欠損部に提示された小光点の位置に眼球を動かすことである。

被験者達はいずれも何も見えないと報告しているが、その眼球運動の大きさは小光点の提

示位置が遠い程大きかった。被験者は「自分には何も見えない」と述べた。   

ワイスクランツらの研究の対象者は 34 歳、男性である。動静脈奇形により右後頭葉切

除を受けた。術後左同名半盲を呈した。実験では視野欠損部に種々の刺激が提示され、刺

激提示位置の視野内での定位、水平・垂直弁別、色彩弁別、などが検討された。結果は、

①提示位置の定位では小光点の位置が遠いほど眼球運動は大きい、②提示位置の指さしは

非常に正確（誤差±3.8°）、③水平／垂直弁別では正答率ほぼ 100%、④色彩の弁別につ

いては不明、であった。なお、この場合も被験者は「自分は何も見えず、反応は全くのあ

て推量である」と述べた。   

ペレナンらの研究対象は８例の半盲患者である。課題は刺激の形態弁別、提示位置の定

位などである。提示位置の定位はやはり正確であった。図形の形態弁別は不可能であった。

８例中２例は視覚伝導路（視索）損傷による半盲であった。これらの症例では提示位置の

定位も不可能であった。 

以上三つの研究は、後頭葉第一次視覚野損傷による視野欠損部においてもある程度の視

覚が存在すること、特に刺激の空間定位は非常に正確である（ワイスクランツらの症例で

は健常視野との間に殆ど差がなかった）ことを示した。しかも被験者は、主観的には刺激

を全く知覚していない。この視野欠損部における視覚機能をワイスクランツは「隠れた視

覚」 9 と呼んだ。隠れた視覚については、その後も報告が相次いでいる。視野欠損部には

以下の機能が残存することが明らかにされた。  

                                                 

１）刺激の空間定位～刺激が視野のどの位置に提示されたかの判断。  

 
9 原語は“blind sight”である。しばしば「盲視」と訳される。これは日本語として何の

ことか判らない。「見えない視覚」と訳されたこともあったが、これも日本語としてはか

なり変である。ここでは「隠れた視覚」と訳した。その理由は二つある。“blind sight”  

は一見視覚がないと考えられる状態であるのによく調べると種々の視覚が存在する。すな

わち「隠れた視覚」である。また、辞書を引くと分かるように、“blind”にはもともと「隠

れた」という意味がある。その意味でも「隠れた視覚」である。  
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２）視力～2.5～7.0／度の周波数のサイン波の弁別。  

３）線分の傾きの弁別～10°程度傾きが異なる２直線の弁別。  

４）色彩～波長差の大きい色彩（赤と緑など）の弁別は可能。波長差の小さい場合は困

難。  

５）運動～運動の存非、運動方向の弁別。  

６）形態弁別～形態弁別の残存する可能性を示唆するデータは得られているが明瞭な結

論は得られていない。  

７）注意～視野欠損部のある場所に特に注意するよう指示すると成績が向上する。  

８）顔の表情～提示された顔の感情表現（怒り、悲しみ、など）の違いの弁別。  

 
２．１．４．２ 機序  

隠れた視覚はどのような神経機構によって担われているのであろうか。網膜から出た視

神経は全てが外側膝状体に入るのではなく、一部は上丘に投射している（図３－２３参照）。

隠れた視覚類似の現象は動物においても認められ、それは上丘と関連することが示唆され

ている。サルで後頭葉第一次視覚野を両側性に破壊しても動く対象の検出や刺激の定位は

可能であるが、上丘を同時に破壊するとこの機能は失われる。上丘からは視床枕を経て前

線条野へと向かう別系統の視覚系の存在が知られている。網膜→外側膝状体→線条野の系

列を第一視覚系と呼ぶのに対して、この系は第二視覚系と呼ばれている (図９－７ )。その

機能については種々の研究があり、  

１）上丘のニューロンは円形もしくは楕円形の大きな受容野をもち、運動刺激に対して

敏感に反応する。また上丘の電気刺激で眼球運動が生じる。  

２）視床枕のニューロンは受容野が大きく、刺激に慣れやすい。運動刺激に対して強く

反応し、方向選択性を持つものもある。  

などの点が明らかにされている。このニューロンの特徴は隠れた視覚に見られる様々な現

象と類似している。下等動物の神経系では上丘は大きさの点でも働きの面でも大変重要な

位置を占めている。鳥類は優れた視覚を有しているが、これは上丘（視蓋）がよく発達し

ていることに対応する。ヒトの神経系では、大脳の著しい発達によって上丘は頭蓋内の片

隅に追いやられ、我々はその働きを文字通り意識しなくなってしまった。しかし、種々の

原因によって大脳皮質が機能しなくなる時、ヒトがその遠い祖先から引き継いだ上丘の存

在が浮かび上がってくる。隠れた視覚は第二視覚系の機能の現れであるとする見解が提出
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されている。  

 

図９－７ 霊長類における二つの視覚系  

 
隠れた視覚を有する患者を対象とした画像解析研究において以上の推測を支持するデー

タが得られている。バービュアーらによれば隠れた視覚を有する症例G.Y.の視野欠損部に

色彩刺激を提示すると上丘の活動性増大が認められた。健常視野の刺激では活性化は認め

られなかった。レイらは拡散強調MRI画像 10を用いて隠れた視覚患者の視覚伝導路を検討

した。図９－８上段は半盲はあるが隠れた視覚のない患者の結果である。右上丘からの投

射（赤）、左上丘からの投射（青）は病側（HS side）、健側（Healthy side）いずれに対

しても非常に弱い。下段は隠れた視覚のある患者の結果である。同側および対側上丘から

前頭眼野、頭頂・後頭葉、視覚連合野、第一次視覚野に強い投射が認められた。上丘が隠

れた視覚の成立に重要な役割を果たしていることの有力な証拠である。  

                                                  
10 第２章参照。  
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図９－８ 隠れた視覚のない患者（上段）とある患者（下段）の拡散強調 MRI 画像  

A:前頭眼野、B:頭頂葉、C:視覚連合野、D:前頭葉、E:第一次視覚野  

     赤：右上丘からの投射、青：左上丘からの投射。   
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２．１．５  色覚の障害  

２．１．５．１ 脳性色盲  

 脳の病変に伴う色覚の異常には様々なものがある。脳損傷に伴い色彩視が不能となるも

のを「脳性色盲」または「皮質性色盲」と呼ぶ。脳性色盲患者が色覚を喪失したと訴える

ことは希である。通常、「色が見えにくい」「色がくすんで見える」「色が薄くなった」

などと訴える。患者は色彩の弁別、呼称、照合が全く不可能となる。石原式色盲検査、フ

ァームオーム・マンセル色相弁別検査では全くでたらめな反応を示す。色彩の明るさの弁

別は保たれている。障害の程度は様々であり、それは脳損傷の部位、大きさに依存する。   

近年、脳性色盲患者では多少の色覚は保たれているとする報告がなされている。モラン

らの報告した症例 M.S.は石原式色盲検査図版を通常の 30cm の距離で提示すると文字が読

めなかったが２ｍの距離では読めた。30cm の距離では数字を示す色彩の境界が明るさの

境界に妨害されて弁別困難となるが、２ｍの距離では明るさの境界がぼやけてもはや弁別

出来なくなるため色彩の知覚が可能になると考えられている。キャロウェイらは色相の違

いに応じて瞳孔反応が変化した脳性色盲の症例を報告している。この現象は刺激と背景と

の間に明瞭な境界がある条件にだけ出現し、境界があいまいな条件では消失した。  

 脳性色盲では視野障害がほぼ全例で認められる。特に上四半盲が多い。種々の視覚失認

が合併する。特に相貌失認、純粋失読、地誌的記憶障害の合併例が多い。物体失認を合併

した症例も知られている。  

 ポッペルロイターが「精神性色弱」と呼んだ症状は緑と青、橙と黒、黒と白などの間の

ニュアンスの違いの弁別の障害である。また、彼の「色彩感減弱」は色彩の弁別は可能で

あるが時間のかかるものである。  

脳性色盲の病変部位については以下の報告がある。剖検例では、マッケイとダンロップ

およびレンズの症例では共に両側紡錘状回を中心とした軟化巣、ハイデンハイムの症例で

は両側舌状回から鳥距溝下部の病変が見られた。近年の CT 所見では、舌状回、紡錘状回

病変が両側性または右大脳半球に認められている。脳性色盲は両側後頭葉下方の損傷で生

じるが、多少半球差があり、やや右大脳半球優位の傾向が認められる。ブービエールらは

脳性色盲 46 例の損傷部位をメタ解析した。結果は図９－９に示すごとくであった。左右

大脳半球いずれの損傷でも脳性色盲は生じるがその頻度は右でやや高い。損傷部位の一致

度は右後頭葉内腹側で最大であった。図９－９に機能画像解析において色彩特異的反応を

示した領野の前方（赤）および後方（黒）の境界も併せて示してある。脳性色盲の責任病
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巣は機能画像解析で色彩特異的反応を示した領野にほぼ一致した。  

 

図９－９ 脳性色盲の損傷部位の重ね合わせ  

 

２．１．５．２ 選択的脳性色盲  

クリッチリィは「周囲が全て小金色に見える」と訴える症例を「黄金視」として報告し

た。物品や景色の色調が変化して見える症状は小山らによっても報告されている。患者は

両側性後頭葉病変例であり、「景色が黄土色・茶色っぽく見える」と訴えた。色彩弁別能

力には障害はなかった。詳細な色覚検査により青が見えにくくなり、相対的に黄色の知覚

印象が強まったと考えられる。脳病変に伴う青の知覚障害は他の研究者によっても報告さ

れている。網膜上では青の錐体の数は他の錐体よりも数が少なく、網膜から第一次視覚野

への青の入力も少ないため、脳損傷の影響を受けやすいと考えられる。  

 

２．１．５．３ 半側色盲  

半側視野のみの脳性色盲である。純粋失読の症例として知られる 1892 年のデジェリン

の症例に半側色盲があったことは既に述べた。アルバートらは皮質盲からの回復過程で左

視野のみに色盲を呈した例を報告している。半側色盲はいずれの後頭葉の損傷でも対側に

生じる。損傷部位は両側性の場合と同様腹内側部である。  
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２．１．５．４ 色覚障害の脳局在  

 以上のごとく、色覚障害は右大脳半球後頭葉と関連が深いが、他の領野の損傷でも色覚

障害が生じる。左大脳半球後方損傷や右前頭葉損傷などに伴い色覚障害を呈した症例が報

告されている。  

  

２．２ 幻視  

２．２．１ 幻視の臨床像  

 脳損傷に起因する幻視は様々の観点から分類出来る。その臨床像は次の二つが区別され

る。  

 1）要素性幻視～閃光・きらめき、突然の明るさの変化、色彩の出現など。患者は非常

に強い光源の出現を感じ、多くは色彩を伴う。明確な形態を取ることはないが、これらが

動いているものとして感じられることもある。多くは一側視野に出現する。大脳皮質の電

気刺激で類似の現象の生じることが報告されている。  

２）形態性幻視～明確な形態、大きさ、色彩、構造を有する事物が幻覚として体験され

る。その明瞭さのため患者は時として実際の事物との区別が困難となり、患者が幻覚に対

してあたかもそれらが現実に存在するかのように行動した例も報告されている。幻視は視

野全体に出現し、視野内を移動することもある。  

幻視の出現する視野に関しては次のように分類される。  

１）視野欠損部の幻視～眼球から皮質第一次視覚野までのいずれの部位の損傷でも生じ

うるが、視放線、皮質損傷によるものが最も多い。要素的幻視、形態的幻視、いずれも出

現する。前日の体験や事前に与えられた刺激を幻視として体験した例も報告されている。

グローニングらによれば、視野欠損部の幻視は欠損部の周辺から生じ、視線の移動ととも

に変化しながら視野欠損部と正常視野との境界まで動き、そこで消滅するという。  

２）健常視野に生じる幻視～きわめて稀なものとされる。色のついた庭園や花の像が見

えたというペッテェルの症例、すべての色彩が輪郭から浮き上がったように見え、この浮

き出た色彩が外界に投射されて見えたというワインガルテンとシルダーの症例などが知ら

れている。  

幻視に限らず一般に幻覚は大脳皮質領野の機能亢進あるいは異常活動として理解される

ことが多く、脳腫瘍、脳炎などの比較的びまん性の脳疾患やてんかんの症例で多く認めら

れる。他方、脳血管障害などの局所的損傷における機能低下や機能欠損の反映と考えられ
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る幻覚もある。文字、語、無意味文字列などの幻視が出現した後頭・側頭葉領野損傷に伴

う純粋失読 11の症例が報告されている。アルツハイマー型認知症、パーキンソン病、レビ

ー小体認知症などでは認知症の症状として幻視が出現する。詳細は第１３章および第１５

章で述べる。  

 

２．２．２ 解剖学  

 エカンによれば、幻視は 179 例の左大脳半球損傷例中 22 例（13％）、125 例の右大脳

半球損傷例中 26 例（21％）に見られ、前者では要素性幻視 16 例（8.5％）、形態性幻視 4

例（2％）、体験性幻視（後述）3 例（1.6％）であり、後者ではそれぞれ 12 例（9.5％）、

12 例（9.5％）、2 例（1.6％）であった（重複例あり）。  

幻視が生じる損傷領野としてはまず後頭葉がある。大橋（1965）のまとめた結果による

と、後頭葉損傷者における幻視の出現率は 23%～29%である。後頭葉性の幻視は要素性幻

視が多い。エカンらの研究では後頭葉損傷による 6 例の幻視中 4 例が要素性幻視であった。

ラッセルとホワイティも外傷性てんかんにおける前兆や幻覚について研究し、後頭葉鳥距

溝の病変例では明確な形態をもたない幻視が多く、稲妻型の光、閃光、色のついた雲など

の幻視が病巣対側の視野に生じると述べている。ペンフィールドはてんかん患者に見られ

る閃光、きらめく星、彩られた光などの視覚発作を感覚発作の一つに数え、後頭葉全体に

その起源を求めている。彼は後頭葉の電気刺激でも要素性幻視の出現を認めており、１７

野の刺激では反対側の視野に幻視が出やすく、１８、１９野の刺激では幻視が脈動しやす

く刺激と同側にも見られるとしている。  

 他方、後頭葉性の幻視が全て要素性幻視とは限らないことも知られている。エカンとバ

ラドッコによると、同じ後頭葉でも、内側面の刺激や病変では要素性幻視が生じるが、外

側部の病変や刺激では形態性幻視が生じ、患者はこの幻視の実在に確信をもつという。フ

ェスターの刺激実験でも１７野では閃光が生じ、１８野では模様、星などの単純な形態性

幻視が、１９野では人物、動物などの複雑な形態性幻視が認められている。１７野、１８

野、１９野との機能的な違いについて、ニールセンは、１９野は視覚表象の保持に関係し

ており、この領野の損傷では視覚認識や視覚心像の生成が障害されるのみならず、夢も見

られなくなると述べている。ラッセルとホワイティも頭頂・後頭葉領野の病変では形態性

幻視が生じることを指摘し、この領野は視覚心像や視覚的記憶に関係すると述べている。  
                                                  
11 第７章参照。  
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 以上をまとめると、１７野に限局された病変では比較的単純な要素性幻視が生じるが、

１８野および１９野を含む病変ではかなり具体的内容を有する形態性幻視が生じる。この

場合患者の意識は清明であり、病識は保たれているのが普通である。  

 側頭葉に起源をもつ幻視は形態性幻視が多い。エカンのデータでは 10 例の側頭葉性幻

視例の 6 例が形態性、4 例が要素性であった。側頭葉てんかんに見られる幻視も多くは形

態性であって、いわゆる「夢幻状態」 12のかたちで現れる。デゥ・アジュリアゲラとエカ

ンによれば夢幻状態の幻視には２種類ある。第一のものは非現実感、夢幻様の体験が伴い、

このような感情がしばしば幻視に先行する。この際の幻視の現実性はさほど強くなく、単

なる視覚表象と区別つかぬこともある。第二のものは現実性がもっとはっきりしていて、

幻視だけでなく他の幻覚も同時に現れることが多い。幻視は過去のあるシーンであり、「既

視感」、「既体験感」13などを伴う。幻覚発作ごとに同一体験が現れることも少なくない。

患者はこの体験に対して全くの傍観者である。  

 夢幻状態の実験的研究としてはペンフィールドらのグループによる研究がよく知られて

いる。彼は夢幻状態を表９－１のごとく分類し、それぞれ特定領野の活動と対応させてい

る。「自動症」では最初咀嚼運動や嚥下運動が起こり、意識の低下に伴って種々の自動運

動を繰り返す。意識は完全に失われる。「解釈性錯覚」は現在の知覚体験の変容であり、

①錯聴、②錯視、③比較の錯覚、④感情の錯覚、に分けられる。体験性幻覚は患者の過去

の体験が浮かび上がってくるものであり、①視覚型、②聴覚型、③視覚聴覚合併型、④そ

の他、夢、記憶、フラッシュ・バック 14など、の４型に分けられる。解釈皮質とは主に側

頭葉外側面で前方は側頭極から後方は後頭葉におよぶ領野である。幻視は解釈皮質全般に

わたって生じ、特に右大脳半球に発作の焦点がある症例で生じやすいという。  

 

表９－１ ペンフィールドの夢幻状態の分類  

発作または反応               活性化する脳領野  

  １．自動症（健忘、混乱）           扁桃体  

  ２．解釈性錯覚（錯覚、既視感）        解釈皮質   

  ３．体験性幻覚（フラッシュ・バック）     解釈皮質  

                                                  
12 意識障害の一種。観念にまとまりがなく自己の意思で制御出来ない感じがする。夢を見

ているような状態であるのでこの名が付けられた。脳炎、薬物中毒などで認められる。  
13 現在体験していることが過去にも体験したように観じられる現象。  
14 過去の体験が突然ありありと再体験される現象。強い感情体験を伴う。  
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前頭葉損傷に伴う幻視例も報告されている。脳刺激実験の結果では、前頭葉の刺激は顔

の幻視を生じさせる。これは前頭葉の活動が白質（下前頭後頭路および下縦束）を介して

後頭葉に伝播したことによると理解されている。  

皮質下病変によって生じる幻視として「脳脚幻覚症」の幻視がある。これは 1922 年レ

ールミッテによって最初に報告された。脳脚被蓋の病変によって生じ、赤核症候群 15を呈

する。幻視は多く夕刻に現れ、極めて強い感覚性、客観性をもって体験される。色彩のつ

いた植物、人物、動物、あるいは万華鏡のように線、縞模様、点などが出現する。時とし

て幻触、幻聴を合併する。患者はこのような幻覚について妄想的確信をもつことはなく、

むしろ傍観者的である。レールミッテはこれを睡眠機能の解体によるもので、睡眠の活動

的要因、すなわち夢の解放現象であると考えた。実際、睡眠障害であるナルコレプシーに

おいてしばしば幻視が生じることが知られている。脳脚幻覚症に意識障害、幻覚の実在感

を伴った場合「夢幻症」と呼ばれる。夢幻症の患者は豊富な物語的光景、例えば危機的状

況、監禁状態、天国と地獄の光景といった様々な光景をありありと体験する。このような

体験においては幻視および現実事象の幻想的誤認がいり乱れている。しかも通常の意識障

害と異なり記憶欠損を残さない。メイヤー・グロースによれば、夢幻症は病的睡眠の解放

現象、すなわち夢の覚醒意識への侵入である。  

  

２．３ 変形視  

 視覚における刺激対象の形態、輪郭、大きさ、運動、色彩、などの知覚印象の変容体験

を変形視という。個々の事物の知覚印象の変容である要素性変形視と三次元空間における

視覚印象の変容である複合性変形視とに分けられる。多くは発作的に短時間出現するが、

長時間にわたって持続することもある。  

 

２．３．１ 要素性変形視  

 １）計量の変容～物品が大きく（巨視）あるいは小さく（微視）知覚される。あるいは

事物が縮んだり、引き延ばされたり（伸張視）、押しつぶされたり（偏平視）しているよ

うに知覚される。ゲルプとゴールドシュタインの症例では視野欠損部位に与えられた刺激

はすべて微視を引き起こし、視野の健側と患側にまたがって与えられた刺激も微視を引き

起こした。  
                                                  
15病巣と同側の動眼神経麻痺、対側の不全麻痺と不随意運動。  
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 ２）形態、輪郭の変容～物品の形態が歪んで見え、またその輪郭がぼやけて見える。輪

郭が断片化し輪郭に切れ目があるように知覚される。物品が暈をかぶっているように知覚

される。ベンダーとチューバーの症例では物品の輪郭がきわめて不安定になり、いわゆる

ガンマー運動が見られた。すなわち輪郭が縮小したり拡大したりするように感じられ、凝

視点を中心に内側へ巻き込むような、また外側に広がるような運動が知覚された。  

３）色彩視の変容～色彩の見えが脳損傷に伴って変化することがある。上記のゲルプと

ゴールドシュタインの報告例では色彩の変形視があった。患者は物品の色彩が物品そのも

のから離れているように感じられ空間の一定の場所に浮いているように感じられた。物品

に手を触れると手が物品の色に染まって見え、物品に他の物品を近づけるとそれが色に包

みこまれるように感じられたという。  

  

２．３．２ 複合性変形視  

  複合性変形視には多彩で様々な症状がある。以下はよく知られている症状である。この

他にも種々の症状が報告されている。  

1）空間軸の知覚の変化（傾斜視）～事物が傾いて知覚される。水平軸が右、あるいは

左の方向に傾く。床が傾いて感じられる。  

２）奥行知覚の変容～事物が小さく見えるだけでなく、より遠く離れて知覚される（遠

隔視）。逆により近くに感じられる（近接視）。これとは逆に近くの事物が極端に近く、

遠くの事物が極端に遠く感じられることもあり「立体視過剰」と呼ばれる。  

３）運動知覚の変容～動いている事物が静止して見え、静止した事物が動いているよう

に知覚される。事物の運動速度が異常に速くあるいは遅く知覚される。事物の輪郭のみが

動いているように感じられる。  

４）視覚保統～刺激を取り去ってもなお視覚印象が残る現象である。時間的な保続であ

る「パリノプシア」と空間的な保統である「空間性保続」に分けられる。パリノプシアに

ついては深田と高橋が文献例、自験例の検討から、  

①臨床的には、視覚対象が眼前より取り去られた後になおその視覚表象の全部または一

部が同形同大同色で反復する。この像は注視方向に現れ、視線を転ずるとその方向に次々

に移動し多数になる。動く対象の虚像は視線の変換と同じ効果を示し、高速度写真の連続

的配置、すなわち流星の尾のようになる。  

②パリノプシアの持続時間は数分程度が多いが数カ月にわたる場合もある。  
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③視野障害、他の変形視、てんかんを合併する例が少なからず見られる、また失語、失

行、失認などを合併する例もある。  

などの点を明らかにしている。  

 空間性保統では上着の縞模様が着ている人物の顔まで広がる、カーテンの模様が壁にま

で広がる、などの知覚印象が生じる。リサージン酸ジュチルアミド（LSD25）、ハシシュ

などの薬物の効果として類似の現象が生じることが知られている。  

５）多視～一つの物品が二つにも三つにも見える。クリッチリによれば、異常な眼球運

動が黄斑部以外の点にも網膜像を結ばせることになり、複数の網膜上の点に生じた視感覚

間の葛藤が多視の原因である。  

 

２．３．３ 変形視の解剖学  

 ベンダーらのグループは脳損傷者の知覚障害について詳細な検討を行い、変形視は後頭

葉および頭頂・後頭葉病変で最も生じやすいと述べている。エカンとアンゲレルグスによ

れば、右大脳半球損傷に伴い変形視を呈した 18 例で 5 例は後頭葉、8 例は側頭葉、9 例は

頭頂葉損傷であった（重複例あり）。13 例の左大脳半球損傷例では後頭葉損傷が大部分（11

例）であった。変形視の各類型の責任病巣は以下のようである。  

 １）要素性変形視～グローニングによれば、巨視、微視を示した 31 例のうち左大脳半

球損傷例は 20 例、右大脳半球損傷例は 11 例である。またその病変部位は、巨視では側頭

葉および側頭・後頭葉損傷が多かった。微視では側頭葉損傷が７例と最も多く、前頭・側

頭葉損傷 4 例、側頭・後頭葉損傷３例、側頭・側頂・後頭葉損傷３例であった。  

 ２）複合性変形視～グローニングによれば、空間軸の知覚の変化のうち平衡機能の障害

に起因する症例では脳幹部や小脳の損傷があり、大脳皮質では頭頂・後頭葉領野の損傷が

ある。パリノブシアの病巣は後頭葉損傷が最も多く、頭頂・後頭葉損傷がこれに次ぎ全体

の約 70％を占める。大脳半球差は右損傷例 21 例、左損傷例 13 例で前者が多かった。  

 

２．４ 視覚失認  

２．４．１ 物体失認（狭義の視覚失認）  

 患者は物品を視覚的に検知出来るがそれが何であるかを言語的に説明、定義したり、身

振りなどでその使用法を示したりすることが出来ない。他の感覚様相を通じてその物品が

呈示されると直ちに認識が成立することによって失語と区別される。1890 年リッサウエル
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は視覚失認を２型に分類した。第一は「統覚型視覚失認」で知覚印象を形成することの障

害と定義される。第二は「連合型視覚失認」で知覚印象を他の表象に結びつけることの障

害と定義される。この考えには賛否両論があり、百年以上にわたって論争がなされてきた。

以下各々について検討する。  

 

２．４．１．１ 統覚型視覚失認（狭義） 16 

 リッサウエルによれば、要素的感覚障害によらない視知覚の障害である。物品の呼称、

同定はもとより模写や写生まで障害される。しかし要素的な感覚機能（明暗弁別、色彩弁

別）は保たれる。患者によっては輪郭線を指で辿ることが可能な場合もある。稀な症状で

ありその存在が疑問視されたこともある。特に問題となった点は要素的な感覚障害の存在

である。20 世紀前半の報告例はこの点についての検討が不十分な症例が多く、統覚型視覚

失認は感覚障害である可能性を否定出来なかった。その後厳密かつ詳細な検査結果を基に

確実に感覚障害の存在が否定しうる統覚型視覚失認が次々と報告され、現在ではその存在

が広く認められようになった。同時にその臨床像は非常に多彩であることも明らかになっ

てきた。この点を考慮してファラーは統覚型視覚失認を、①狭義の統覚型視覚失認、②知

覚範疇化障害（特殊な刺激条件での知覚障害）、③腹側同時失認（刺激処理時間の延長に

伴う複数刺激の処理の障害）、④背側同時失認（一時に単一の刺激にしか注意出来ないこ

とに伴う複数刺激の処理の障害）の４型に分類した。このうち第三と第四は通常の意味で

の統覚型視覚失認とは明らかに異なる症状である。本書では第一と第二を統覚型視覚失認

として扱い、第三、第四は視空間障害として次項で扱う。  

ファラーの定義による狭義の統覚型視覚失認の症例としては、ベンソンとグリーンバー

グの症例がよく知られている。患者は 25 歳の男性で、一酸化炭素中毒後視知覚の重大な

障害を示した。視覚的に提示された対象の知覚／認識障害は物品、物品の画像、文字、身

体部位などに及んだ。彼は物品の模写にも障害を示した。視力は、少なくても 0.20 以上あ

り、視野障害はなかった。色彩弁別にも障害はなかった。しかし同じ明るさ同じ色で形態

のみが異なる二つの図形の弁別は出来なかった。運動視も障害はなかった。物品に触れた

り、その音を聞けば直ちに物品を認識した。  

日本人の症例としては馬渡らの報告例がよく知られている。27 歳の男性で物品の知覚、

                                                  
16 正確には「統覚型物体失認」と呼ぶべきであろうが、慣例で統覚型視覚失認もしくは略

して統覚型失認と呼ばれている。本書でもこれらの用語を適宜使用する。  
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図形の知覚、模写などに重大な障害を示した。特に線分知覚の障害が特徴的で、横線、縦

線、直角のようなごく簡単な図形の模写さえ不可能であった。図９－１０上段は自発書字

および自発画で形態はかなりよく保たれている。一方図９－１０下段は線の模写であって

直線、曲線とも全く不可能であった。  

 

 

 

図９－１０ 統合型視覚失認患者（馬渡）の自発書字、自発画（上）と模写（下）  

 

９-23 
 



第９章 

他の報告例の症状も同様で物品、図形、写真などの知覚に重度の障害があり、顔の知覚、

読字なども障害されるが、色彩の知覚は比較的保たれている場合が多い。なお、アレクサ

ンダーとアルバートの症例では物品の認識（呼称や使用）は保たれていたか、あるいは形

態知覚の障害より早く回復した。  

 前述のごとく、統覚型視覚失認の臨床像は多彩である。ハンフリーらは後頭葉外側部の

損傷に伴い物品の輪郭線の知覚が障害された例を報告している。この症例は図９－１１に

示す図形でＡやＢのような表面の凸凹を知覚することは可能であったが、ＣやＤのような

白と黒の境界線（半円の輪郭）を知覚することは非常に困難であった。類似の症例は大東

らによっても報告されている。  

 

 

図９－１１ 凸凹の知覚と輪郭の知覚の解離  

 

ミルナーらの報告した症例D.F.は物品の形態の知覚は不良であり描画も障害されていた。

従って物品の認識（呼称、物品と関連する描画の選択）は不可能であった。彼女は細いス

リットの方向にフロッピィ・ディスクの向きを合わせることは出来なかったが、フロッピ

ィ・ディスクを実際にスリットに挿入することは正しく遂行出来た。物品の厚みを拇指と

示指で示すことは出来なかったが、物品を指でつまむことは可能であった。物品の大きさ

の推定は出来なかったがその物品に触れ掴むことは可能であった。D.F.は通路に置かれた
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様々の大きさ、形態の障害物を巧みに避けて歩くことは可能であったが、障害物の形状を

言語的に述べることは出来なかった。すなわち、この症例では物品の形態知覚や認識は重

度に障害されていたが、物品の視覚的操作は保たれていた。ミルナーらは、物品の知覚・

認識は腹側視覚系 17に関係し物品の視覚的操作は背側視覚系 18が営んでいるためこの解離

が出現したと考えた。  

かつて統覚型視覚失認を巡る最大の論点はそれが感覚レベルでの障害か知覚／認識レベ

ルでの障害かであった。現在、前述のごとく、統覚型視覚失認は感覚レベルの障害では説

明出来ないということでこの問題は決着がついた。次の解決すべき問題は統覚型視覚失認

の機序である。  

患者はごく単純な図形でさえ知覚出来ない（図９－１０参照）。視覚情報処理のかなり

初期の段階に障害があることは明らかである。  

サルの大脳皮質の約半分近くは視覚に関係しており、30 を超える領野が区分される（図

４－１０参照）。このうち V1 と呼ばれる領野はヒトの第一次視覚野に対応する。V1 のニ

ューロンは対側視野の限られた部分の刺激にのみ反応する。これを「受容野」という。V1

のニューロンは受容野が丸いスポット光で刺激された時には反応しない。ある傾きを持っ

た細長いスリット光で刺激された時強く反応する。スリット光を長くすると反応が抑制さ

れ、受容野内に入る短いスリット（線分）に強く反応するニューロンも存在する。短いス

リットのような特定の刺激属性に反応するニューロンを「特徴検出器」という。V1 には運

動方向、色彩、コントラスト、などの特徴検出器が存在する。ヒトの第一次視覚野にも同

様の特徴検出器が存在するなら、その機能障害は統覚型視覚失認に対応する症状を呈する

と予想される。  

統覚型失認の責任病巣については、CO 中毒、脱髄疾患のようなびまん性の疾患による

ものが多く、その病変部位について詳細な議論は困難である。視覚連合野である後頭葉領

野の病変が関係するであろうことは容易に想像出来る。上記ミルナーらの症例 D.F.の損傷

部位は両側後頭葉腹外側部であった（図９－１２）。ベンソンとグリーンバークは CO 中

毒例の多いことから、CO で侵されやすい後頭葉鳥距溝のニューロンの層性壊死によって

コントラスト、辺、端、形態などの視覚情報処理が障害されたのであろうと述べている。  

 

                                                  
17 第４章参照。  
18 第４章参照。  
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図９－１２ 統覚型視覚失認例 D.F.の MRI 再構成画像（紫の部分が損傷部位）  

後頭葉外側部の両側性損傷。第一次視覚野と紡錘状回は保たれている。  

Right lateral：右外側、Left lateral：左外側、Posterior：後方、  

Ventral：腹側、PO：頭頂後頭葉領野、LO：外側後頭葉領野  

Fusiform gyrus：紡錘状回  

 

２．４．１．２ 統覚型視覚失認（知覚範疇化障害）  

ファラーの定義による知覚範疇化障害の患者は、日常生活では障害を示さないが特殊な

実験条件で視知覚が障害される。デレンジ、ウェリントンらの研究によれば、①通常とは

異なる照明条件で撮影された物品の写真、②通常とは異なる角度から撮影された物品の写

真、③輪郭がなく陰影のみから構成された顔の画像、などの知覚で障害の存在が明かにな

る。  

色や陰影、凹凸など刺激の物理的特性に関する情報処理障害によって物品の知覚が障害

される場合がある。ハンフリーらの報告した視覚失認例は、一部の野菜や果物を正しく呼

称出来たが、写真を加工して野菜や果物の色を本来とは異なる色に変えてしまうと呼称が

出来なくなった。ファラーに従えば知覚範疇化障害による失認に分類される。  

ウェリントンらによれば、知覚範疇化障害は刺激対象を記憶された「標準知覚表象」に
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従って分類することの障害である。そのため知覚範疇化障害と呼ばれるのである。  

知覚範疇化障害は右大脳半球後方損傷例で認められる。しかし、マルダーなどによれば、

左大脳半球損傷者でも通常とは異なる角度から見た物品の知覚が障害される。  

 

２．４．１．３ 連合型視覚失認  

 物品の認識の障害である。リッサウエルによれば、視覚記憶心像は保たれているが、他

の感覚様相の記憶心像との連合が断たれた状態である。リッサウエルの記載している症例

は 80 歳の男性で連合型視覚失認、失読を呈したが物品の模写は保たれていた。剖検によ

って左後頭葉楔部、舌状回上半の皮質および白質、鳥距溝の前方、脳梁膨大腹側の病変が

認められた。近年の症例としてはルーベンスとベンソンの症例がよく知られている。47 歳

の男性で相貌失認、連合型視覚失認、画像失認（後述）、失読を呈したが、視力は正常で

あり、図形の模写は保たれていた（図９－１３）。この症例は剖検され、左海馬回、紡錘

状回の皮質および白質、右紡錘状回の深部白質、脳梁膨大腹側に病変が認められた。  

 

  

図９－１３ 連合型視覚失認患者の模写  

いずれも上が見本、下が患者の模写である。統覚型視覚失認患者の模写  

（図９－１０）との違いに注意  
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連合型視覚失認では物品の形態知覚は保たれているので、その言語的記述、模写、形態

照合などは保たれているが、以下の課題は障害される。  

１）視覚的に提示された物品を呼称出来ない。他の感覚様相を介して提示すれば呼称可

能である。誤って呼称される語には、①意味的に関連のある語（イヌに対してネコ）、②

上位の語（イヌに対して動物）、③刺激と全く関連のない語、などがある。失語のように

物品の用途を述べることはない。検者が呼称した物品を指示する課題の成績は呼称よりよ

い。実物の認識の方が画像の認識より成績がよい。相貌や色彩の認識は同時に障害される

こともあるが保たれることもある。  

２）物品使用の模倣や検者の行う動作に対応する道具を指示することが出来ない。ただ

し、物品を正しく使用しつつ「私はこれが何か分かりません」と述べた症例が報告されて

いる。物品の使用が常に認識の正しさを意味するとは限らない。  

３）物品の知識に関する課題の障害。実在する物品と実在しない物品の区別の障害（物

品弁別障害）。いくつかの物品を一定の基準（野菜、果物）に従って分類することの障害

（範疇弁別障害）。刺激と関連した物品を選択する課題の障害。物品の属性に関する質問

（トラの絵を見せて「動物園にいますか」と問う）に正しく解答出来ない。  

４）物品認識課題の成績は言語的要因に影響を受ける。上記のごとく、物品呼称では似

た語で呼称する誤りがしばしば出現するが、誤った呼称の後に物品を模写させると、誤っ

て呼称した物品を描画する場合がある。  

連合型視覚失認にはしばしば右同名半盲が合併するが、半盲のない例も報告されている。

左手利き例で左同名半盲があった例も報告されている。  

連合型視覚失認では知覚は上述のごとく一応保たれてはいるが、全く正常ではない。①

模写において些細な部分にこだわり全体像が見失われる、②複雑な刺激の知覚は困難であ

る、③妨害刺激の影響を受けやすい、④複数の視覚標徴を同時に処理することが困難であ

る、などの事実が明らかにされている。これらの事実を基に「統覚型 対 連合型」の二

分法は意味がないとする研究者もいる。特定の知覚課題（模写）には失敗しても他の知覚

課題（形態照合）は保たれている患者の存在も上記の二分法には不利な事実である。実際、

リッサウエル自身も連合型視覚失認に多少の知覚障害があることを認めている。ファラー

も同様の見解である。問題は連合型視覚失認の示す認識障害が知覚障害に還元可能かどう

かである。リッサウエルは還元困難と考えたのである。  

連合型視覚失認の成立機序について、リッサウエルは、既に述べたように、一種の離断
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症状とみなした。この見解は近年ゲシュヴィンドによって再び取り上げられた。彼は連合

型視覚失認は視覚野が言語野から離断されることによって生じる「様相特異性失名辞」で

あると述べた。この立場はルーベンス、ベンソンなどによって支持された。  

 連合型視覚失認に対応すると思われるサルの視覚的再認の障害は下部側頭葉前方の下部

側頭野（TE 野）、扁桃体、海馬、視床内側部などの損傷によって出現する。記憶した図

形／物品（標本）と現在提示されている図形／物品（反応刺激）の異同弁別課題は、反応

刺激のみが提示される条件（目録物品再認課題）、両者が同時に提示される条件（同時的

複式物品弁別学習）、標本提示一定時間後反応刺激が提示される条件（遅延標本照合課題）

いずれでも下部側頭野損傷で障害される。また、下部側頭野には標本提示後の遅延時間に

のみ特異的に活動が増大するニューロンが存在する。さらに扁桃体と海馬を同時に破壊す

ると遅延照合課題、刺激一報酬連合課題の障害をもたらす。視床内側部の損傷でも視覚再

認課題の障害が出現する。このようなデータからヒトの視覚認識においても大脳辺緑系が

何らかの形で関与している可能性がルーベンス、ベンソンによって指摘された。彼らは上

述のごとく、心理学的には「視覚一言語離断」を重視し、解剖学的には視覚野と海馬領域

を中心とする大脳辺縁系の離断を重視している。アレクサンダーとアルバートも視覚系と

記憶系ないしは辺縁系との機能的離断を指摘している。連合型視覚失認が視覚一言語離断

であるとする見方はそれなりの妥当性を有する。一方、この考え方には以下の問題点があ

る。  

連合型視覚失認の臨床像を検討すると、約３分の２の症例は相貌失認（後述）を伴うが、

残り３分の１では相貌失認が存在しない。また同じく３分の１の症例では失読症状もない。

もし連合型失認が離断症状であるなら、なぜ全例で相貌失認や失読が出現しないのか。特

に典型的な視覚―言語離断症状である純粋失読を合併しない連合型失認の存在はゲシュヴ

ィンドらの考えに重大な疑問を投げかける。また上記のような種々のレベルでの知覚障害

が離断のような簡単な概念で説明しうるとは考えられない。  

視覚―言語離断説に対して、レールミッテらはゲシュヴィンドの説は視覚失語（後述）

に対して適用されるべきものであるとし、その根拠として視覚失語では物品使用が保たれ

ているが連合型視覚失認ではそれが障害されることをあげた。エカンは半盲の合併しない

連合型視覚失認の存在をあげて離断説を批判し、視覚刺激の範疇化の障害が連合型視覚失

認の背景に存在するとしている。  

 連合型視覚失認の責任病巣について述べる。リッサウエルの症例の剖検所見は上述のご
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とくである。ルーベンスとベンソンの症例は剖検され、左海馬回、紡錘状回の皮質および

白質、右紡錘状回の深部白質、脳梁膨大腹側に病変が認められた。連合型視覚失認では、

一般に両側側頭・後頭葉損傷が多いが、左大脳半球のみの損傷例も報告されている。左後

大脳動脈梗塞により、舌状回、紡錘状回、海馬、下縦束などの損傷が認められている。  

注目されるのは相貌失認が合併するか否かで病変部位が異なる事である。相貌失認を伴

わない症例では左大脳半球後頭葉損傷がほぼ全例に認められる。剖検では後頭葉下方内側

の皮質およびその白質の損傷が確認されている。すなわち、解剖学的には確かに視覚野と

辺緑系の離断が存在する。また、損傷は側頭葉、特にその内側にまで及んでいることが多

い。リッサウエルの症例も相貌失認はないようであるが、その剖検所見は上述のごとくで

あって、解剖学的にもこのグループに含まれるであろう。相貌失認を伴う症例でも後頭葉

に損傷が認められるが、注目されるのは全例が両側性の病変である点である。また、この

グループでは脳梁膨大の損傷が認められるが、相貌失認を伴わないグループでは認められ

ない。  

以上より、左後頭葉内側の皮質および白質損傷と辺縁系の部分的損傷が連合型失認の責

任病巣と結論出来よう。  

  なお、右後頭葉病変に伴う連合型視覚失認も報告されている。ファラーは連合型視覚失

認の知覚障害の臨床像の異質性は背景にある病変部位の違いの反映であるとしている。  

 

２．４．１．４ 視覚性情動失認  

 1982 年バウワーは特異な視覚認識障害を示す患者を報告した。患者は男性で外傷による

脳内出血により両側の下側頭・後頭葉領野が損傷されていた。受傷後 5 ヶ月時点での神経

心理学所見は重度の健忘、重度の相貌失認、地誌的記憶障害、軽度の視知覚障害が認めら

れた。受傷後 7 ヶ月時には健忘の回復が認められたが、他の症状には変化はなかった。こ

の時患者は「可愛い女の子や猥褻な写真や絵を見ても何も感じなくなった」と自発的に訴

えた。そのため彼は雑誌「プレイボーイ」を買うことを停めたという。性欲や性行為には

なんら変化はなかった。受傷 17 ヶ月後、種々の刺激条件下で患者の皮膚電気反応（SCR）

が記録された。健常者は非情動刺激（風景）に比して情動刺激（女性のヌード写真）に対

して強い SCR を示した。患者では両者間に差は見られなかった。しかし、患者は性的場

面を描写した物語を聴取する条件では物音を聴取する条件に比して健常者より強い SCR

を示した。音楽に対する SCR は健常者と患者の間に差はなかった。バウワーは視覚野と
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情動に関与する辺縁系の離断による感覚特異的健忘および情動反応低下と診断した。  

 この症例は提示された刺激が何であるかは正しく認識しているので視覚による意味記憶

へのアクセスは保たれている。従って、意味記憶障害や通常の意味での連合型視覚失認で

はない。しかし、患者は視覚刺激の情動価の認識が障害されている。後で述べるが、痛覚

刺激の情動価の認識障害は「痛覚失認」と呼ばれる。その意味でこの症例は連合型視覚失

認の特殊型とするのが妥当である。通例の連合型視覚失認と区別するため「視覚情動失認」

と呼ぶのが適当であろう。  

特定の情動に限局された視覚情動失認例が報告されている。扁桃体は個体の安全を脅か

す対象に対する防御反応に関係する部位であり、恐怖の体験や認識に関係している。両側

の扁桃体損傷者では通常恐怖反応を引き起こす場面や対象を見ても恐怖を感じることがな

くなる。患者自身の言葉によれば「見ている場面が恐怖を感じさせる場面であることは判

っているが、恐怖が感じられない」。患者は恐怖を示す顔を見てもそれがどんな感情を表

しているか認識出来ない。しかし、聴覚刺激に対しては患者は通常の恐怖反応を示す。代

謝障害により先天的に扁桃体の発達が障害された症例でも恐怖の体験、認識の障害が認め

られる。  

 

２．４．２ 視覚失語  

視覚失語の臨床像は 1889 年フロイドによって最初に記載された 19。視覚的に提示され

た物品の呼称障害である。認識そのものは保たれていることは口頭指示による物品の選択、

物品使用に障害がないことで確認しうる。右同名半盲、失読、色彩呼称障害などが合併す

る。物体失認とは概念的には別のものである。しかし物体失認から視覚失語へ移行した例

も知られており、両者の鑑別、特に連合型視覚失認と視覚失語の鑑別は必ずしも容易では

ない。視覚失語では物品の分類などの意味処理課題の障害はないはずであるが、実際の症

例では必ずしもそうではない。  

前述のごとく、フロイドは視覚失認を「視覚一言語離断」と考えた。この離断があれば

患者は視覚失認ではなく視覚失語の症状を呈するはずである。分割脳患者が示す物品呼称

障害 20はこの仮説を強く裏付けるデ－タとなり、視覚失語を視覚―言語離断とする考えは

現在定説となっている。そして視覚失語で保たれている認識機能は右大脳半球の機能の現

                                                  
19 ただしフロイドは「視覚失語」ではなく「視覚失認」としてこの症状を記載した。  
20 第１２章参照。  
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れであるとする説が提出されている。  

他方、視覚的に提示された物品の呼称障害は視覚―言語離断以外の機序でも生じる。リ

ドックとハンフリーは物品呼称障害と同時に物品分類にも障害を呈した症例を報告し、視

覚失語を「様相特異的な概念意味系へのアクセス障害」と位置付けた。コルレとサフラン

は物品の視覚による呼称は出来ないが、検者の呼称した物品を指示可能であった症例を報

告した。左後頭葉に広範な病変があり同時に右内包にも病変があった。著者は物品の意味

情報は右大脳半球にも存在するが呼称は左大脳半球にのみ存在する発話機能に関係するた

め上記の解離が生じたと考えた。  

以上より、視覚失語の機序は単一ではなく、視覚一言語離断すなわち出力レキシコンへ

のアクセス障害と概念意味系へのアクセス障害の二つがあると考えられる。  

視覚一言語離断による視覚失語の病変部位について、遠藤らの症例では、�左後頭葉内

側、②左頭頂葉白質から側頭後頭葉の白質に向かう病変、③左側頭葉先端部、の病変が認

められた。マコーミックとレビンの症例では左頭頂・後頭葉領野の脳腫瘍、ギルらの症例

では左後頭葉領野に梗塞巣が認められている。左後頭葉、特にその内側が責任病巣と考え

られる。  

 

２．４．３ 画像失認  

 画像失認の概念は 1917 年ポッペルロイターによって最初に提出された。エカンによれ

ば図形、絵画、写真などの認識の障害である。彼はこれを具体的画像（物品、風景、情景

の写実的な絵）の失認と象徴的画像（物品の模式的描画、幾何学図形、標識・紋章など）

の失認とに分けた。以下各々について検討する。  

 

２．４．３．１ 具象的画像の失認  

 エカンとアンゲレルグスはこれをさらに、①事物、人物などの明確な形態を有する単純

な具象的画像の失認、②情景画のような複雑な具象的画像の失認に分けた。単純な具象的

画像の失認例としては山鳥らによって報告された症例がある。50 歳の脳梗塞例である。画

像認識の正答率は、モノクロ単一対象 53％（7／16）、線画複合対象 43％（7／16）、シ

ルエット 38％（8／21）、動物写真 45％（5／11）、顔写真 12％（3／25）、顔部分 67％

（4／6）、と極めて不良であった。誤答の内容は判別不能および形態的に類似した画像と

して誤認するものが多かった。エカンとアンゲレルグスによれば、単純な具象的画像の失
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認は稀な症状であり、414 例の脳損傷例中 7 例にのみ認められた。このうち３例は両側性

損傷であり、右および左大脳半球損傷は各２例であった。病巣を確認しえた５例のうち２

例が両側性の後頭葉限局性病変、1 例が右の後頭葉限局性病変であった。山鳥らの症例の

病巣は両側後頭葉内側で、左は楔部、右は舌状回に及んでいた。  

 比較的簡単な画像であっても提示方法を変えると脳損傷者ではその認識が障害されるこ

とがある。ポッペルロイターは、つぼ、包丁、ハンマー、などを重複させて描いた図形（ポ

ッペルロイターの図形）の認識が脳損傷によっておかされやすく、しかも視野障害には関

係しないことを見出した。画像に余計な線分を書き加えても認識の障害が生じる。画像の

短時間提示、不完全な線画、略画、通常とは異なる角度から撮られた写真、陰影のみで構

成された人物画などの認識も脳損傷者では障害されやすく、特に右大脳半球損傷者で障害

が著しいことが明らかにされている。前述のごとく、ファラーはこの障害を知覚範疇化障

害による統覚型視覚失認として分類した。  

複雑な具象的画像の失認としては情景画の認識障害がある。これについては同時失認の

項で述べる。  

 

２．４．３．２ 抽象的画像の失認  

 １）抽象的な幾何学図形、設計図などの複雑な画像の認識～この課題は脳損傷、特に右

大脳半球損傷で障害されやすい。具体的画像の場合と同じく刺激提示時間を短くしたり、

図形を不完全な形で提示すると障害はより著しくなる。  

２）無意味図形の認識～言語化困難な図形の認識は右大脳半球損傷で障害される。また

無意味図形をその形態によって分類することも脳損傷によって障害され、特に左大脳半球

後方の損傷で障害が著しい。  

３）図地弁別～埋没図形 21の知覚障害、反転図形 22の知覚障害、特定のパターンを背景

から検出する課題の障害、などが報告されて。いずれも図地弁別の障害と考えられている。

①大脳の様々の領野の損傷で生じうる、②失語のない症例では右後頭・頭頂葉損傷例で最

も障害が重い、③左大脳半球損傷例では失語のある症例の方がない症例より障害が重い、

などの点が明らかにされている。  

 

                                                  
21 複雑な図形の中に単純な図形が埋め込まれている。  
22 ルビンの図形（図１９－１５）のように二つの像（盃、横顔）として認識可能な図形。 
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２．４．４ 相貌失認  

２．４．４．１ 概念と臨床像  

 1947 年ボーダマーによって確立された概念である。親しいまたは熟知した人物の顔が認

識出来ない状態である。患者は人物の顔を見ただけではそれが誰であるか認識しえない。

時として鏡に映った自分の顔さえ認識出来ない。多くの症例では顔を顔と認識すること自

体は保たれている。鼻、耳、口などの顔の部分の認識は正常に保たれているが、顔が奇妙

に歪んで見えるなどの「顔の変形視」を伴うことも少なくない。声、その人物に特徴的な

付属物（眼鏡、ひげなど）、身振り、服装などを手がかりとして認識が行われる。多くの

症例では新たに出会った人物（病院の職員など）の顔を覚えることも障害される。顔のマ

ッチングや異同の弁別は障害されることも障害されないこともある。顔から性別、年齢な

どを推定することは可能である。表情の認識は障害されない。認識障害はヒトの顔のみに

限定される場合が多い。例えばウェリントンらの報告例は羊飼いの男性で、脳損傷に伴い

ヒトの顔の認識は障害されたが羊の顔の認識は保たれていた。物品の認識は保たれている

場合が多い。患者は顔認識に障害のあることを自覚しており、顔以外の手掛かり（声、髪

型、衣服など）によって人物を認識しようと試みる。  

トラネルとダマジオは相貌失認患者が言語反応では既知の人物の顔と未知のそれとの弁

別が出来ないにもかかわらず、皮膚電気反射の大きさは前者を刺激とした場合の方が明ら

かに大であることを見出した。これらの症例では、「顕在的（意識的）顔認識」は障害さ

れているが「潜在的（無意識的）顔認識」は保たれていると考察した。相貌失認患者に潜

在的顔認識が存在することは他の研究者によっても報告されている。  

合併する障害としてはまず視野障害がある。42 例を検討したミドーズによれば 42 例中

38 例に視野障害があった。わが国の報告例 28 例を検討した浜中によれば視野障害は 25

例に認められた。その他の合併する障害は、エカンとアンゲレルゲスによれば、失語 7％、

失読 3％、数字の読字障害 9％、失演算 23 13％、観念失行および観念運動失行 10％、構成

失行 94％、着衣失行 42％、身体失認（後述）57％、空間性失読と失算 75％、変形視と視

軸の歪み 87％、眼球運動障害 85％、体性感覚障害 81％、一般知能障害 54％、半側視空間

無視 63％、視空間知覚障害 28％、物体失認および画像失認 28％、色彩失認（後述）5％

であった。興味深い事実として、相貌失認と共に動物の顔、椅子、建物や広場、鳥、果物、

自転車など特定の種類の視覚刺激に対する失認症状を呈する症例が報告されている。  
                                                  
23 第１０章参照。  
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２．４．４．２ 発症機序  

 ボーダマーは相貌失認を一つの顔が一人の人物に属することの認識の障害と考えた。そ

の後、相貌失認の成立機序については以下の諸説が提出されている。  

１）顔に限定された知覚の異常とみる。口、耳、眼などの個々の要素を統合して、一つ

のゲシュタルトをまとめあげることの障害、個々の対象のもつ特徴や独自性を検出するこ

との障害、顔の認識に特異的な認識系の活動の障害、など。  

 ２）顔の認識の特異的な障害ではなく、より一般的な視覚認識の障害とみる。刺激間の

異同の弁別の障害、刺激の個別性の弁別の障害、範疇化の障害、あいまい性をもつ刺激の

弁別障害など。  

 ３）一種の記憶障害と考える。ベントンによれば、熟知した顔の認識と未知の顔の認識

とは別の機序により担われており、前者は左大脳半球損傷による記憶系の障害に起因する。

ミドーズは一般的な記憶障害の一種として相貌失認が生じうることを指摘している。記憶

障害としての相貌失認については他の研究者も論じている。  

  古くから熱心に行われてきた議論は顔の知覚・認識が他の視覚刺激のそれと異なるか否

かについての議論である。上述のごとく、相貌失認患者は顔以外の視覚刺激の認識でも障

害を示す。従って、相貌失認は物体失認の軽症型という見方が成立する。この説には賛否

両論あるが、実験的研究からは顔に特異な処理が存在することを示唆する以下の証拠が得

られている。  

サルの脳には顔にのみ応答する特殊なニューロンが存在する。ペレットらは顔のみに応

答するニューロン（顔ニューロン）が上側頭溝底で多数見出されたと報告した。その後の

研究によれば顔ニューロンは、①ヒトおよびサルの顔に対して強く反応する、②顔以外の

視覚刺激には殆ど反応しないか弱い反応しか示さない、③正面の顔にはよく反応し、上下

逆転させても反応は変化しないが横顔には反応しない、④顔の構成部分（眼、口など）を

取り去ると反応が弱くなるニューロンと変化しないニューロンがある、⑤顔の大きさ、提

示位置の影響は受けない、⑥表情の違い、視線の違い、さらに人物の違いによって反応が

異なる、などの特徴を有する（図９―１４）。顔ニューロンは紡錘状回でも見出されてい

る。また、サルの下側頭回と上側頭回には機能分化があり、前者は顔の認識に、後者は表

情の認識に関係する。ヒトでも下側頭回損傷に伴う相貌失認患者では表情の認識は障害さ

れないが、中側頭回損傷患者では相貌失認は認められないが表情認識が障害される。  
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図９－１４ 顔に特異的に反応するサル下側頭葉ニューロンの活動  

 

ヒトを対象とした機能画像解析研究でも顔特異的な情報処理機構の存在を示唆するデー

タが得られている。PET、fMRIを用いた研究で腹側後頭・側頭葉領野、特に紡錘状回が種々

の顔処理課題遂行中に活動性が増大することが多くの研究において明らかにされ「紡錘相

貌野（FFA）」と命名された（図９－１５）。また、同じく機能画像解析研究の結果から、

下後頭回を含む側頭後頭葉領域（後頭相貌野、OFA）および上側頭溝領野（STS）も顔刺

激に特異的反応を示すことが明らかにされている（図９－１５）。FFAは人物の同定に必

要な顔の構造（顔つき）の処理、STSは表情の処理、OFAは顔の同定および表情の認識の

前提となる顔の特徴の処理に関係すると考えられている 24。  

                                                  
24 OFA と FFA は共に顔の視覚処理に関係し、表情の処理は STS のみが関与するとの仮

説も提出されている。  
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さらに事象関連電位（ERP）を用いた研究では、顔刺激に対する潜時 170 ミリ秒前後の

陰性成分（N170）は他の視覚刺激に比べ振幅が大きく潜時も短いことが明らかにされてい

る。  

 

図９－１５ 画像解析結果に基づく顔特異的処理領野  

 SAG：矢状断、COR：前額断、TRA：水平断  

 上段：後頭相貌野（OFA）、中段：紡錘相貌野（FFA）、下段：上側頭溝領域（STS）  

顔刺激提示時に活動性増大を示す領野が赤で表示されている。  
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図９－１６ 顔認識の認知心理学モデル（ヤング）  

 

以上より顔特異的処理は確かに存在すると考えられる 25。他方、上述のごとく、相貌失

認の機序を巡っては種々の説が存在し、各説の提唱者は自説を支持する症例を呈示してい

る。これは顔特異的処理の有無に関する議論とは別に、相貌失認が単一の機序ではなく、

複数の機序によって生じる得ることを示唆する。実際、相貌失認の臨床像は症例によって

種々の相違が見られる。そこで、他の高次脳機能障害研究と同様に、顔の認識過程につい

ての認知心理学的モデルを構成し、個々の症例がどの過程に障害があるかを検討していく

アプローチが研究の主流となった。最もよく知られているモデルはヤングらによって提案

された顔認識の多段階モデル（図９－１６）である。このモデルの要点は、顔の構造上の

特徴を分析する「顔認識ユニット（FRＵ）」と顔の特徴から個人を同定する「個人同定ノ

ッド（PIN）」の措定である。モデルに従うと、既知の顔は全て固有のFRUを有している。

                                                  
25 ただし、上記のデータの解釈には種々議論がある。顔特異的な処理の存在を否定するデ

ータも報告されている。例えば、ERP の N170 成分は自動車や鳥の弁別に優れた技能を有

する専門家が自動車や鳥の弁別課題を遂行する時にも出現することが報告されている。ま

た顔以外の視覚刺激の認識課題遂行時にも FFA が活性化されるとの報告もある。顔特異

的処理の存否を巡る議論は完全に決着してはいない。  
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FRUの活性化は既知感を生じさせるが個人の同定には至らない。FRUの活性化は通常PIN

を活性化する。PINには個人に関する意味情報が蓄えられており、個人の同定が可能にな

る。個人に関する意味情報が脳のどの領野に存在するかについては種々議論がある。�既

知の顔に関する意味記憶 26全般は側頭葉前方、特に右側頭葉に存在する、②前楔部及び／

または後帯状回には既知の顔のエピソード記憶 27が存在する、③個人の名前の記憶には左

側頭葉前方に存在する、と想定されている。このモデルに従えば、相貌失認には次の３類

型が区別される。  

 １）統覚型相貌失認～顔の知覚、図９－１６の FUR の障害による相貌失認。この類型

では、顔以外の刺激、例えば自動車、トランプのカードなどの認識でも障害を示す。すな

わち同一範疇内で個別の対象を弁別する能力が障害される。実際、顔以外の対象の知覚に

は障害を全く示さない相貌失認例は希であり、以下の事実が知られている。  

①健常者では正立した顔の知覚に比して倒立した顔の知覚は困難である。相貌失認患者

では両者間の差が無くなるか、倒立顔の成績がよくなる。  

②相貌失認患者では、通常とは異なる角度から撮影された物品、一部が欠損している図

形の知覚が不良である。  

③相貌失認患者は部分を統合してその全体像を把握する課題において障害を示す。  

これらの事実は相貌失認患者には何らかの知覚障害が存在することを示唆する。ただしこ

の知覚障害は相貌失認のない右大脳半球損傷者でも認められる。相貌失認患者の知覚障害

と相貌失認のない右大脳半球損傷者の知覚障害の異同についてはなお検討が必要である。  

２）連合型相貌失認～顔の知覚に障害はなく個人に関する知識も保たれているにも拘わ

らず個人が同定出来ない。図９－１６の PIN の障害である。この類型では個人は同定出来

なくても既知の人物であることは認識出来るはずである。実際デゥ・ハーンの報告例では、

顔から個人を同定することは出来ないがそれが既知の人物の顔であることの認識は保たれ

ていた。  

３）健忘型相貌失認～個人に関する知識が想起出来ず結果として個人が同定出来ない。

いわゆる有名人の顔の認識障害がこの類型に該当する。認知症患者で認められる「個人認

識障害」（見知った人物の顔であることは判るがどんな人物か思い出せない）あるいは「固

                                                  
26 第１１章及び第１８章参照。  
27 第１１章参照。  
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有名詞失名辞」 28（個人は認識出来るが名前を思い出せない）もこの類型と考えられる。  

 相貌失認患者で潜在的顔認識が保たれていることは上述のごとくである。図９－１６の

モデルに従えば、FRU から個人へのアクセスには二つの回路がある。第一は FRU から PIN

へ直接アクセスする回路である。第二は FRU から認知システムにまずアクセスし、認知

システムから PIN に間接的にアクセスする回路である。バウアーは第一の回路は視覚野か

ら下側頭葉への投射、第二の回路は視覚野から頭頂葉への投射が対応すると考えた。前者

が顕在的顔認識、後者が潜在的顔認識を担うという。これに対し、デレンチらは顕在的顔

認識を生じさせる閾値と潜在的顔認識を生じさせる閾値が異なると考える。FRU の完全な

破壊は両者を障害するが、部分的破壊は顕在的顔認識だけを障害すると考えている。  

 顕在的処理と潜在的処理の解離は顔認識のみならず様々の高次脳機能障害で認められる。

多くの場合、顕在的処理は大脳皮質に関係し潜在的処理は皮質下諸核に関係する 29。顔認

識でも同様であるかどうかは今後の研究課題である。  

 

２．４．４．３ 解剖学  

相貌失認は両側あるいは右大脳半球損傷で生じやすい。剖検例では全例において両側性

病変がある。特に舌状回、紡垂状回に病変を有する例が多い。これらの事実からダマジオ

夫妻は相貌失認の出現には両側性の下方内側視覚連合野の損傷が必要であると述べている

が、ミドーズは両側性病変の重要性を認めつつも右側頭・後頭葉損傷のみで相貌失認が生

じることもありうると述べている。実際、CT、MRI による検討結果では右大脳半球のみ

の損傷例が多数報告されている。ボービエールらは相貌失認 52 例の損傷領野の形態画像

解析データをメタ解析した。損傷領野を重ね書きした結果は図９－１７に示すごとくであ

った。右大脳半球損傷例が圧倒的に多い。また損傷部位の一致度は側頭後頭葉領野で最大

である。この部位は機能画像解析研究の結果から顔特異的処理領野とされた後頭相貌野

（OFA）、上側頭溝領野（STS）（図９－１５参照）にほぼ対応する。  

筆者は連合型視覚失認の合併の有無によって相貌失認を分け、その病変部位を検討した

ことがある。連合型視覚失認を伴わない相貌失認では右大脳半球のみの損傷例が存在する。

例えば、北村らの症例は相貌失認以外の神経心理学的症状はほとんど示さず、CT で右側

頭・後頭葉領野で紡錘状回と思われる領野に出血巣を認めている。この症例以外にも相貌

                                                  
28 第１８章参照。  
29 第１１章参照。  
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失認以外の症状がない症例では右大脳半球のみの損傷例の割合が高い。右大脳半球のみの

損傷でも相貌失認は出現することは明らかである。  

 

 
図９－１７ 相貌失認の損傷部位の重ね合わせ  

機能画像解析で決定された FFA は黒、OFA は赤、STS は紫で表示  

一致度は相貌失認患者の中で当該領野に損傷があった患者の割合（％）  

 

なお、左大脳半球のみの損傷に伴う相貌失認例も報告されている。ザバレら、マッソン

ら、ライトら、バートンなどが左大脳半球病変による相貌失認例を報告している。ザバレ

らの報告例は左手利きで左上側頭回、左外側舌状回損傷に伴い相貌失認、ウェルニッケ失

語、健忘、ゲルストマン症候群（後述）などを呈した。マッソンらの報告例は左手利きで、

外傷による左外側側頭・後頭葉領野損傷に伴い相貌失認を呈した。ライトらの報告例は右

手利きで左内側舌状回損傷により相貌失認を呈した。この症例はてんかん例で右大脳半球

にも脳波異常が認められた。バートンの報告例は左手利きで左側頭・後頭葉損傷に伴い相

貌失認を呈した。  

左大脳半球損傷に伴って、相貌失認とは異なる顔認識障害を示した症例の報告がある。

①個人の同定は可能であるがその個人に対する知識が想起出来ない症例、②未知の個人の
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顔が既知の顔のように感じられる症例、③既知の顔の同定は可能であるが名前が想起出来

ない症例（前述）、などが報告されている。  

一般に、右大脳半球の一側性損傷に伴う相貌失認に比して両側大脳半球病変による相貌

失認は重度であり回復も遅れる。  

脳損傷者、健常者を対象とした実験的諸研究では以下の事実が明らかにされている。顔

の処理は通例右大脳半球優位の結果が得られるが、刺激条件、被験者の課題によっては大

脳半球差が生じなかったり、逆に左大脳半球優位となる。ベントンは熟知した顔の「同定」

は左大脳半球で、未知の顔の「弁別」は右大脳半球でなされると述べている。  

上述のごとく相貌失認は単一の病態ではなく、いくつかの類型に分類される。従って、

それぞれの類型について責任病巣を検討する必要がある。顔の知覚が障害される統覚型で

は両側鳥距溝領野損傷例（機能画像解析におけるFFA、OFA対応領野）が多い。相貌の知

覚は保たれているが同定が障害される連合型では視覚野と内側側頭葉領野を結ぶ下縦束の

損傷が認められる。更に個人に関連した知識の想起が障害される健忘型では側頭葉を中心

とした記憶関連領野 30の損傷が認められる。意味認知症 31で既知の顔に関する知識が障害

されている症例では右側頭葉の萎縮が認められる。既知の顔の名前の想起障害例では左側

頭葉の萎縮が認められている。右側頭葉前方切除例では顔の既知・未知の判断が障害され、

左側頭葉前方切除例では名前の想起が障害される。以上の事実より、ダマシオらは相貌失

認の責任病巣を次のごとく要約している。  

１）統覚型相貌失認～右１８野、１９野、３７野、３９野の損傷。  

２）連合型相貌失認～両側１８野、１９野、３７野の損傷。  

３）健忘型相貌失認～側頭葉前方よびその周辺領野の損傷。  

 

２．４．４．４ 発達性相貌失認  

相貌失認は通常脳損傷に伴う後天性の障害であるが、発達性の相貌失認の症例も報告さ

れている。マコナックビーの報告例は 12 歳 9 ケ月の少女（AB）である。AB の一般知能

は正常（WISC の言語性 IQ は 144、動作性 IQ は 100）、言語も流暢であった。乳児期の

発達にはやや遅れが認められた。彼女は友人が少なく大人と話をするのが好きな子だった。

ごく親しい人の顔を除いては顔を認識することが出来ず、その人の着衣や声で見分けてい

                                                  
30 第１１章参照。  
31 第１８章参照。  
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たという。種々の神経心理学的検査では異常はなかった。脳波検査で右大脳半球に棘波が

認められた。その後、類似の症例が他の研究者によっても報告されている。詳細な神経心

理学的検査によって相貌失認以外の視覚認識には全く障害のない症例も報告されており、

顔認識に特異的な発達障害であると考えられる。その機序は不明であるが、父親と二人の

娘にのみ相貌失認があり、母親と息子には障害が認められない家族例が報告されており、

発達性相貌失認には遺伝的背景があることを疑わせる。  

 

２．４．５ 大脳性色覚障害  

 従来、色彩失認の名称のもとに論じられてきた症状は単一のものではない。感覚、知覚、

認識、それぞれの段階での異なる障害が「色彩失認」の同一の名称の下で扱われてきた。

ベントンによれば、脳損傷に伴う色覚障害を遂行可能あるいは不可能な課題によって整理

すると表９－２に示すように４型に分類される。このうち脳性色盲は感覚の障害であり、

既に皮質盲および視野障害の項で検討した。ここでは知覚および認識の障害である他の３

型について検討する。  

 

 

２．４．５．１ 離断性失色名  

 表９－２に示すごとく純粋な知覚的課題、純粋な言語的課題に障害はないが、色彩の呼

称障害があり、また口頭で言われた色彩を正しく指示することが出来ない。右同名半盲、
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純粋失読を合併することが多く、視覚一言語離断の典型的症状とみなされている。すなわ

ち、左後頭葉内側および脳梁膨大に損傷があり、色彩刺激の情報が左大脳半球言語野に到

達しえないため色名呼称、口頭命令による色彩指示が障害される。  

 なお、色名呼称障害を示す患者において色彩知覚に全く異常がないかどうかについては

異論が出されている。ダマジオは刺激の性質、課題によって患者の成績が変化すること、

錯話反応なども色名呼称障害の一つの要因となりうることを指摘している。  

 脳梁切断例 32では左視野に与えられた色彩刺激の呼称が著しく障害される。後大脳動脈

梗塞による脳梁膨大損傷例でも左視野に離断性の色名呼称障害が出現する。  

 

２．４．５．２ 失語性失色名  

 オックスバリーらは色名呼称が特に困難な失語症例を報告した。この症例では純粋に視

覚機能のみに関連した課題では障害を示さず、通常の物品名の呼称に比して色名の呼称が

著しく不良であり、また色刺激を用いた対連合学習でも障害を示した。損傷領野は左下頭

頂葉であった。ヴァニーとディグレの症例は失読以外の言語症状はなく、色彩の弁別、口

頭命令による色彩の指示は正常に遂行出来るのに色名呼称で高度の障害を示した。病変領

野としては左頭頂葉および側頭葉が推定された。このような症例は色彩にのみ生じた健忘

失語と理解されている。病巣としては当然左大脳半球損傷が予想されるが、この点につい

て詳しい報告はなされていない。  

逆に色名呼称が保たれ他の対象の呼称が障害されていた失語症例も報告されている。  

 

２．４．５．３ 色彩失認  

 1887 年ウィブラントによる報告が最初とされる。彼はこれを「健忘性色盲」と理解し、

具体的には色名呼称障害を記載した。色彩失認の語はその後様々な意味で用いられてきた。

失認の定義において述べたように、失認の診断では対象の認識が他の感覚様相では可能で

あることが確認される必要がある。視覚以外の感覚様相を通じての色彩認識はありえない

ので、色彩の失認について論じることは本来的に意味がないとも言える。ただ表９－２に

示すように、色相弁別に障害がなく、失語もない患者が視覚一言語課題で両方向性の障害

を示し、かつ物品の色彩に関する記憶の想起障害が存するのであれば、これは色彩失認と

呼ばれて然るべきであろう。1908 年レバンドスキーによって報告された症例はほぼこの条

                                                  
32 第１２章参照。  
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件を満たす。患者は検者が呼称した物品や彩色されていない物品の絵の物品本来の色彩を

答えることが出来なかった。色名の呼称も出来ず、いくつかの色から指示された色を選択

することも出来なかった。最近ではニボールらの報告例がある。44 歳の男性、脳血管障害

例で、神経心理学的には以下に示す色彩失認以外の症状はなかった。色相弁別に障害はな

いが、色名呼称、物品色彩の想起、色彩の分類に著しい障害を示した。色名呼称が保たれ

ていて物品色彩の想起だけが障害された症例もボウボワやレビンによって報告されている。

これらの患者では物品の呼称は保たれていた。  

 色彩失認に関連する興味深い現象として脳損傷に伴うぬり絵の障害がある。ぬり絵はバ

ナナなど特徴的色彩を有する物品の線画を適切に彩色する課題である。デレンチとスピン

ラーによれば、脳損傷者のぬり絵の成績は正常統制群より悪く、特に失語を伴う左大脳半

球損傷者の成績が悪い。失語におけるぬり絵の障害については、①色相弁別障害とは関係

ない、②失語の重症度と関連は深いが両者間にずれのある症例がある、③物品がどんな色

であるかという記憶に障害がなくてもぬり絵で誤る症例がいる、などが明らかにされてい

る。失語では物品と色とのマッチングでも障害が見出されている。  

 以上より、物品の色彩に関する知識は色相弁別、色名呼称、物品の認識とは独立に障害

されることが明らかである。ニボールらはその本態を色彩に関する知識のみに生じた非常

に選択的な記憶障害と考えている。  

 色彩失認は両側性もしくは左大脳半球の損傷で生じる。ルザッチとダビドフの報告では、

第１例では左側頭葉、第２例では左側頭・頭頂・後頭葉に損傷が認められた。シュナイダ

ーは色彩失認の責任病巣を左下側頭・後頭葉としている。左後大脳動脈の側頭・後頭枝の

梗塞例において、物品の色の想起障害や塗り絵の障害が認められている。タネルは色相弁

別、色名呼称には障害はないがペンキを混ぜて希望する色を得ることが出来なくなったペ

ンキ職人の症例を報告している。両側側頭・後頭葉に損傷が認められた。  

 

２．４．６ 範疇特異性視覚失認  

 特定範疇の対象の視覚的認識の障害を示す症例が報告されている。人工物と非人工物の

認識がそれぞれ選択的に障害された症例の存在はよく知られている。その他、①動物、②

植物、③楽器、④医療機器、⑤自動車、などの視覚的認識が特に不良であった症例の報告

がある。この範疇特異的な失認の機序は、①範疇特異的な概念意味システムの障害、②視

覚的に複雑な対象もしくはより精緻な処理を必要とする対象の認識障害、の二つが考えら
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れる。いずれについても仮説を支持するデータと支持しないデータが存在し、結論は得ら

れていない。意味記憶の障害については第１８章で詳しく検討する。  

 

２．４．７ 同時失認  

 単一対象の知覚・認識は障害されないが複数の対象を同時に知覚・認識することが障害

される症状である。1924 年ワォルペルトは情景画の認識障害を示した症例を「同時失認」

として報告したのが最初とされる。その後同じ同時失認の名称で相互に異なる症状が報告

され混乱が生じた。現在は以下の３型に分けて論じられている。  

１）一定の状況を描いた絵について、構成する個々の部分は認識しうるが、全体の意味

は了解しえない。ワォルペルト型同時失認。  

２）逐次読みに代表される課題、すなわち複数対象をすばやく処理出来ず、ひとつ一つ

処理してやっと全体の意味が理解出来る腹側型同時失認。  

３）２本の線分の長さを比較する課題の障害のごとく一度に単一の対象しか処理出来な

い背側型同時失認。  

以下それぞれについて検討する。  

 

２．４．７．１ ワォルペルト型同時失認  

ワォルペルトの症例は、「湖の氷が割れて溺れている人物を救助する情景画」を見て、

個々の人物の特徴（帽子をかぶっている、外套を着ている、など）は認識出来たが、絵全

体の意味は理解出来なかった。状況画理解の障害は他にも様々な文脈で報告されている。

ポッペルロイターは 4 コマ漫画のような系列画の理解障害を示した症例を報告している。

ヘッドが意味失語として記載している患者は「部分は分かるが、部分同士の関係が分から

ない。全体の意味がつかめない」と述べた。井村らが視覚失認の象徴型と呼んだ症例も状

況画、漫画の理解が悪く、矛盾画、風刺や寓意の傾向の強い絵の理解が障害されていた。  

ワォルペルト型同時失認の背景にはどのような成立機序が考えられるか。上述の症状は

一般知能や意識の障害、あるいはいわゆる機能変遷（視力などの要素的視覚機能が時間の

推移によって甚だしく変動する）、強度の視野狭窄などがあれば当然生じる。フォゲルに

よれば絵の理解の成績と知能検査成績との間には高い相関が認められるという。バイやワ

イグルは、同時失認は要素的感覚障害や一般知能障害へ還元可能であり、独立した障害と

みなす必要はないと主張した。この他にもこの類型の同時失認の独立性については批判的
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な研究者は多い。同時失認は要素的感覚障害、意識障害、一般知能障害、眼球運動異常な

どで十分説明しうるとする考えである。一方、大橋は上述の要因によるものは仮性同時失

認とも呼ぶべきもので真の同時失認とは異なるとしている。大東も同時失認を視覚領域に

限定された高次の認識障害と捉えてその独立性を認めている。  

 ワォルペルト型同時失認として報告された症例は多少なりとも要素的感覚障害、意識障

害、一般知能障害、眼球運動異常などを有している。もしそのような障害がなくて状況画

の理解が障害されているとすれば、それは純粋に視覚的な領域の障害とは考えられない。

仮に大東のごとくこれを視覚領域に限定された高次認識障害と考えるとしても、例えば日

常的な物品を見てそれが何であるかを認識出来ない患者と同一水準においてこれを「失認」

と呼ぶのはやはり問題がある。  

ワォルペルト型同時失認の病巣について論じるのは上述のような点から考えてあまり意

味のないことかも知れない。ここではその機序はともかく臨床的に同時失認と考えられる

症例の病巣について検討する。ワォルペルトの症例は失読、空間的失見当を合併し、左頭

頂・側頭・後頭葉病変が認められた。エカンとアンジェレルグは 21 例の同時失認の病変

部位を検討し、損傷大脳半球は左 6 例、右 7 例、両側 8 例と報告しており、殆ど左右差は

認められない。大橋のデータでは両側性のものまで含めると左大脳半球優位の傾向にある。

部位的には頭頂・後頭葉領野損傷例が多い。  

 

２．４．７．２ 腹側型同時失認  

キンスボーンとウェリントンは 4 例の同時失認患者を対象にタキストスコープによる図

形の瞬間提示実験を行った。その結果、図形が一つだけ提示された時には知覚出来るが、

二つ以上提示されると一方が無視されること、ただし両者の提示間隔が 1 秒以上ならば二

つとも正しく知覚しうることを明かにした。そして、同時失認は視覚走査の障害、一度に

知覚しうる範囲の狭窄であって、正常者からの量的変異に過ぎないと考察した。この類型

の同時失認では情報処理に非常に時間がかかり、結果として状況画の理解や逐次読みを伴

う失読が生じるのである。上記ワォルペルト型同時失認とは異質な症状である。  

第４章で述べたように、アメリカの生理心理学者Ｍ・ミッシュキンは視覚情報の処理に

関わる二つの機能系が存在することを示した。一つは「何（what）」すなわちどのような

刺激が提示されたかを処理する系、他の一つは「何処（where）」すなわち空間のどこに

刺激が提示されたかを処理する系である。ミッシュキンは、前者は後頭葉から側頭葉に向
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かう情報の流れで処理されるとして「腹側視覚系」、後者は後頭葉から頭頂葉に向かう情

報の流れで処理されるとして「背側視覚系」と名付けた。ファラーは、キンスボーンらの

報告した同時失認を個々の刺激の処理に障害があるという意味で「腹側型同時失認」と分

類した。その後、類似の症例の報告があり、この類型の存在が確認された。  

症例数が少なく、腹側型同時失認の責任病巣の詳細は不明である。左後頭・側頭葉領野

と考えられている。  

 

２．４．７．３ 背側型同時失認  

ルリアは二つの対象を同時に知覚しえない銃創例を報告し、「同時失認」と呼んだ。彼

は同時失認患者数例の眼球運動を記録し、彼らの眼球運動は著しく障害されていて、いわ

ゆる視覚失調（後述）の状態にあり、一度に捉えうる対象が一つに限られているため同時

失認が生じるとした。ファラーは、この症状をミッシュキンの「何処」処理系の障害とい

う意味で「背側型同時失認」と呼び、「注意をある対象から別の対象へと移動することの

障害」と考えた。「何処」処理系の障害と考えられる腹側型同時失認の症状は多彩ある。

以下の報告がある。  

コスレとサフランによって報告された患者はテレビドラマが理解出来ないという。何故

なら一時に一人の登場人物しか認識しえないので、誰が誰に話しかけているのか理解出来

ないからである。  

コスレとリーは、①同一意味カテゴリーに属する二つの対象は同時に認識可能であるが

異なる意味カテゴリーに属する場合は単一の対象しか認識出来ない、②単一の対象の複数

の属性を同時に認識出来ない、例えば色インクで書かれた語のインクの色と語の意味はそ

れぞれ単独には認識可能であるが同時に認識することは出来ない、という症状を呈した背

側型同時失認の症例 K.E.を報告している。彼は両側後頭葉損傷例であった。興味深い点は、

患者が認識出来ない属性も課題成績に影響を与える点である。例えばインクの色と意味が

一致しない語に比して一致している語の認識成績は（例えインクの色が認識されていなく

ても）良好であった。この症例を基にコスレとリーは次のように述べている。頭頂葉の情

報処理能力は「容量限定的」であり、容量を超えた情報は意識的な認識の対象とはならな

い。しかし「前注意的段階」ではそのような情報も処理されており、その後の意識的な認

識に影響を与える。  

 リドックとハンフリーが「統合失認」として報告している症例は、刺激の要素的特性の
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知覚は正常であるがそれらを全体に統合することに障害を示した。患者は図形の輪郭を指

で辿ることが出来、物品の形態照合やコピーも可能であった。しかし複雑な図形を部分に

分けて各々を認識する課題遂行後、部分を統合して認識する課題で障害を示した。患者は

個々の部分は詳細に知覚しうるが一瞥でその全体を把握することが出来ない。シルエット

のみの画像で細部が見えないようにすると成績は向上する。患者が自転車の図を見て「車

輪」と回答したエピソードが報告されている。  

ファウストが記載した「ゲシュタルト崩壊」の症状も背側型同時失認に含まれるであろ

う。両側頭頂葉背側部に銃創を受けた患者で見られた症状で、物品や絵を一瞥した時には

全体として認識するが、さらにその細部を見ようとすると全体は部分に分解してしまった。

例えば機関車ははじめ機関車として認識されるが、さらに車輪や運転台を見ようとすると

機関車全体は崩壊して関係のない部分に分解してしまった。  

腹側型同時失認の病変部位は両側の頭頂・後頭葉損傷が多いが、上後頭葉もしくは下頭

頂葉のみの損傷例も報告されている。ルリアは前頭葉損傷でも背側型同時失認と同様の障

害の生じることを認め、能動的視覚走査の障害と視線の異常な保続によるとしている 33。  

 

２．４．８ 使用失認  

物品や道具の使用法に関する認識障害である。第８章第３節で既に論じたごとく、オチ

パとハイルマンによって「概念失行」として提案された。物品／道具の機能およびその使

用に関する知識の障害である。本書では「事物の心理学的質を過去の知識経験と連合させ

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

態は「物品／道具使用の失認であり」、従って「使用失認」と呼ぶことにする。  

オチパとハイルマンは当初アルツハイマー型認知症患者（ATD） 34において使用失認の

症状を記載した。彼らによれば、ATD では、観念失行や意味記憶障害の有無とは独立に

使用失認が認められた。ドゥモントらによれば、10 例のATD中９例に使用失認が認められ

た。彼らによれば、ATDのかなり初期の段階から使用失認が認められる。  

第１８章で詳しく検討するが、概念や知識の障害を主症状とする意味認知症（SD）でも

使用失認が認められる。コーベントらは７例の SD を対象に日常的物品の使用検査を行い、

明らかな障害を認めた。日常的に余り馴染みのない物品／道具の使用でより顕著な障害が

                                                  
33 第１９章参照。  
34 第１３章参照。  
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認められた。一方、ホッジスらによれば、SD においては呼称出来ない物品でもそれを正

しく使用出来る場合があるという。  

道具使用の大脳半球機能差については以下の報告がある。左大脳半球損傷例の道具使用

検査の成績は右大脳半球損傷例より有意に劣る。道具使用のパントマイム遂行時の脳活動

性は左大脳半球が有意に大きい。特に、上頭頂葉、補足運野野、運動前野が活性化される。  

 

２．４．９ 半側視覚失認 35 

  半側視野に限局した視覚失認である。マズッチらの症例は右外側側頭・後頭葉領野出血

例である。左上四半盲があり、保たれている左下視野に提示された文字、顔、色彩の認識

はいずれも障害されていた。シャナレらの報告例は左舌状回および脳梁の損傷例である。

右視野で物品、文字、色彩、図形の認識が障害されていた。  

 

２．５ 視空間障害  

２．５．１ 視空間知覚障害  

 １）座標軸知覚障害～この現象についてはベンダーらのグループによる一連の研究がよ

く知られている。彼らは暗黒中に 1 本の直線を提示し、被験者にその水平、垂直の判断を

させた。脳損傷者の成績は体が垂直であれば正常者と変りがないが、体を傾けると正常者

よりも大きな誤差を生じた。直線は右大脳半球損傷者では右方向に、左半大脳球損傷者で

は左方向に傾いて知覚された。誤りの程度は右大脳半球損傷者でより大であった。この座

標軸知覚の障害が極端になると視空間全体が 180 度逆転して知覚される「逆転視」が生じ

る。ターンブルらが「方向失認」として報告している症状は物品が正立しているか倒立し

ているか判断出来ない障害である。患者は横転している物品を正立していると判断する。

右頭頂葉損傷例で出現することが報告されている。  

２）線分定位障害～タキストスコープで線分を提示し、二つの線分の傾きの異同を判別

する課題や提示した線分と同じ傾きの線分を多肢選択で答える課題の障害である。左右い

ずれの大脳半球損傷者でも認められるが、左大脳半球損傷者より右大脳半球損傷者で重度

である。  

３）奥行き知覚障害～1919 年ホームズとハロックスが報告した患者は、自分と対象との

                                                  
35 かつて半側視空間無視（後述）が半側視空間失認と呼ばれていたこともある。半側視覚

失認と半側視空間失認は名称は類似するが互いに全く異なる症状である。  
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距離、対象間の距離の知覚に障害を示し、二つの対象のいずれが自分に近いかを判断出来

なかった。患者は 7 ヤードの距離にある病院の建物と 14 ヤードの距離に立っている人間

とが同じ距離に見えるといい、24 インチ前方にある鉛筆との距離を 12 インチと判断した。

同様の症状は他の研究者によっても記載されている。病変部位は頭頂葉にまで及ぶ両側後

頭葉損傷例が多い。左大脳半球より右大脳半球の損傷が広範である症例で出現しやすい。  

４）立体視障害～周辺の事物が立体感を失って平面図形のように感じられる。有名なリ

ードックの症例では全ての事物の立体感が失われ、人間はカードボードの絵のように見え、

輪郭だけで奥行きは感じられなかった。ボールは円に見え、卵は楕円形に見えた。責任病

巣としては両側角回が指摘されている。  

５）運動視障害（運動盲）～運動の知覚が障害された場合これを「運動盲」という。最

初の報告は 1919 年ホームズとホルックスによってなされた。患者は物品が運動している

ことは感じられるが、どちらの方向に運動しているか判断出来なかった。大橋も運動盲の

症例を記載している。患者は運動中の物品は知覚しうるが、運動そのものは知覚しえない

状態にあった。物品を患者の視野を横切って動かすと、その軌跡に沿って点々と同じ物が

並んでいるように見えた。1983 年報告されたツィールらの症例は重篤な運動盲患者として

よく知られている。患者は発病時 43 歳の女性、脳血管障害例である。彼女は奥行き方向

へのいかなる運動印象をも持ち得なかった。紅茶やコーヒーを注ぐ時、液体は凍り付いた

ように感じられ、紅茶やコーヒーが流れ落ちるという印象は全くなかった。自動車が走っ

ているのか止まっているのか判らず、遠くにいると思った自動車が突然近くにあらわれる

ように感じられた。実験的に検討すると、周辺視野では静止している対象と運動している

対象をかろうじて弁別出来た。中心視野では毎秒 14°以下の運動は知覚出来た。彼女は運

動残像や仮現運動 36も知覚出来なかった。他の視覚機能はおおむね保たれていた。  

ツィールらの症例が示した仮現運動の知覚障害は他の研究者によっても報告がある。脳

損傷者では二つの刺激の間隔を短くしないと仮現運動が出現しない。また人間の歩行を写

真に撮り、瞬間的に提示すると正常者では歩行しているように知覚されるが、脳損傷者で

は歩行を知覚することが少ないという。  

ゼキによれば、サルでは運動視はＶ５と呼ばれる領野の機能である。ヒトでＶ５に対応

するのは側頭葉の後方で側頭葉、頭頂葉、後頭葉の三領野が合するところである（図９－

                                                  
36暗室内で点Ａに小光点を提示し、一定時間後（約 60 ミリ秒）点Ｂに小光点を提示すると、

小光点がＡかＢに移動したかのような知覚表象が生じる。これを仮現運動という。  
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１８の５の部分）。ツィールらの症例の MRI 所見では、両側性の後頭葉上方から側頭葉

中央にかけての病変があり、Ｖ５はほぼ完全に破壊されていた。  

 

 

図９－１８ ヒトの左大脳半球。図の５の領野やサルのＶ５に対応する  

  

運動盲とは逆に他の視覚機能は障害されて運動視だけが保たれている症例がいる。1917

年リードックによって最初に報告された（故にこの症状を「リードック症候群と言う」。

彼の症例は銃創例で左半盲があった。視野欠損部に刺激を提示しても何も見えないと

答えるが、刺激を動かすと即座に運動を知覚した。注目すべきことに、運動だけが知

覚されどのような事物が運動しているかは知覚されなかった。一見隠れた視覚に類似

するが、この症例では意識的体験としての運動視が保たれている点で隠れた視覚と異

なる。彼はこのような症例を計５例報告している。  

類似の症例はゼキらの研究グループによって報告されている。彼らの症例 GY は交

通事故により左後頭葉が損傷され右同名半盲を呈したが、半盲部に運動視が残ってい

た。患者の表現によれば、運動刺激が与えられると「暗い背景上に黒い影が動いてい

る」と感じられる。しかし動くものの形や大きさは分からない。水平、垂直の運動の

方が斜め方向の運動よりよく分かるという。GY を対象として運動視条件下における脳

活動性を視覚誘発電位および fMRI を用いて検討した結果では、GY の左大脳半球 V5 対応

領野から健常者と全く同じ運動視に対応した反応が得られた。  
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５）視空間定位障害～遠隔視、近接視にみられるような矢状面での定位障害だけでなく、

上下、左右における定位の障害が報告されている。ホームズとハラックスの症例は三次元

空間のいかなる場所をも正しく定位しえなかった。ベンダーとチューバーの報告した症例

では視野の周辺部において著しい定位障害があった。しかし、その誤りは全くでたらめで

はなく、実際の空間の左側および右上方に偏位した。視空間定位障害の責任病巣は右大脳

半球、特にその後半が重視されているが、前方と後方では差はないとする説もある。  

以上をまとめると、①視空間知覚の障害は左右いずれの大脳半球損傷でも生じるがやや

右大脳半球優位の傾向にある、②病変部位は後頭葉から頭頂葉および側頭葉にかけての損

傷が多い、ということになろう。また、運動視は形態視や色彩視とは異なる神経機序に

よって営まれていることは明らかである。  

 

２．５．２ バリント症候群  

２．５．２．１ 概念  

 バリントは 1909 年特異な視空間障害を示す症例を報告した。この症例は以下の３症状

を示した。  

 １）精神性注視麻痺～患者の注意はいつも視野空間の 35°～45°右方向にのみ向けられ、

しかも一つの対象に注意するとそれに視線が固着してしまい、随意的に注視対象を変える

ことが出来ない。不随意的な眼球運動は保たれており、注視している対象を移動させると

同時に眼球も動くことから単なる眼球運動麻痺ではない。  

 ２）視覚失調～患者は視覚刺激に応じて把握などの意図的な動作をなし得ない。この視

覚失調は描画、書字においてもあらわれ、２点を正確に結ぶこと、同じ列に文字を続けて

書くことが出来ない。要するに動作を視覚で統御出来ない。  

３）視覚性注意障害～視線が捉えた単一の刺激のみが注意され他の対象や背景は全く注

意されない。1 本のピンに注意させると、そこから 5cm 離れたローソクにも気が付かなく

なる。この障害は刺激が提示される位置、刺激の大きさには依存しない。  

類似の症状は 1919 年ホームズとホラックスによっても記載された。上記三徴候（トリ

アス）はその後「バリント症候群」もしくは「バリント・ホームズ症候群」と呼ばれるよ

うになった。  
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２．５．２．２ 臨床像  

 １）精神性注意麻痺～バリント症候群にみられる随意的眼球運動の障害は、①特定の対

象に対する凝視の固定、②運動する対象に対する随意的追従運動の障害、③数個の物品の

目算の障害、④読字の際の改行の障害、などの形で出現する。ジュナルらはバリント症候

群患者の眼球運動を記録している。反応時間が遅れ、右視野への運動が特に障害されてい

るが、飛越眼球運動 37は比較的保たれている点が注目される。その本質について、バリン

トは注視の自発性の喪失と考えた。エカンはこれを視空間知覚障害による二次的現象とし、

ジュナルら、ルソーらは注意の障害として捉えている。  

 臨床的にバリント症候群を示さなくても後頭葉損傷、頭頂葉損傷、視床枕損傷などによ

って精神性注視麻痺類似の眼球運動障害が出現する。また、サルでは両側性の頭頂葉破壊

が注視の障害をもたらし、眼球運動の異常も出現する。  

２）視覚失調～バリントは、視覚失調は脱力、麻痺、失行などによるものではなく、視

覚中枢と手の運動中枢との間の離断により手の運動が視覚的制御を受けられなくなったた

めと考えた。エカンとアルバート、ジュナルなども同様の見解である。ルソーらは患者の

目標指示動作の誤りは常に一定の値を示すことを指摘し、視覚失調は単なる離断症状とし

ては説明出来ないとしている。解剖学的には後頭一前頭葉連絡路の損傷が重視されている

が、ボラーらは視覚失調が両側性に出現する場合は大脳半球病変とともに脳梁損傷をも必

要とすると述べている。  

視覚失調類似の現象に「視覚的失見当」がある。これは 1918 年ホームズによって用い

られた言葉である。ペックらによれば「種々の物品間またはその要素間に介在する空間的

関係を正しく認識することや表象可能な状態で把握することの障害」と定義される。つま

り、三次元空間知覚の障害であり、著しい立体視障害や奥行き知覚の障害が認められる。

バリントの症例では立体視の障害はないか軽いものであったと述べられており、両者は一

応区別すべきものであろうが、ホームズの患者のような症状があれば結果として当然視覚

失調を示すことになる。  

３）視覚性注意障害～1909 年ホームズとホラックスによって報告された症例は紙の上に

書かれた大きな矩形を即座に知覚した。しかし紙の中央に十字を書いて患者に知覚させた

後、十字の周囲に矩形を書くと患者はもはやこの矩形を知覚出来なかった。一般に、視覚

性注意障害のある患者は一時に一つの語しか認識出来ないため書字や読字に多大の困難を

                                                  
37 視野のある点から他の点に注視点を変更する場合に生じる眼球運動。  
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来す。また二つの物品の大きさや長さを比較することが出来ないため日常生活にも障害が

生じる。バリント症候群の視覚性注意障害を山鳥と田丸は以下のように整理している。  

  ①一度に一つの対象しかみない。  

  ②対象の大きさには関係しない。  

  ③その対象の知覚も表面的である。  

  ④注意を向けさせることが出来れば他の物品も知覚出来る。  

  ⑤二つの物品を同時にみるとその片方が消えてしまう。  

これの症状は前述の背側型同時失認に対応する。  

視覚性注意障害はしばしば視空間無視（後述）と合併する。そこで視覚性注意障害は視

空間無視が左右同時に生じたものであるとの説も提出されている。  

４）バリント症候群には視野障害、視空間無視、物体失認、相貌失認、失読などが合併

する。上記三徴候が単独で生じる場合もある。  

５）バリント症候群の患者は症状が重度になると盲のごとく振る舞う。しかし患者の行

動には個人差があり次の２型が認められる。第一は盲のように振る舞うだけでなく実際の

行動においても障害を示す（妨害物に衝突するなど）類型である。第二は盲のように振る

舞うにもかかわらず、実際の行動においては障害を示さない類型である。第一型は銃創例

や梗塞例が多く、第二型は一酸化中毒や変性疾患例が多いとされる。  

 

２．５．２．３ 解剖学  

 これまでに報告された比較的限局性病変によるバリント症候群の症例には両側性の病

変がある。部位的には頭頂・後頭葉病変が圧倒的に多い。バリントは角回の病変を重視し

た。確かに下頭頂葉および頭頂・後頭葉移行部損傷例は多いが、志田によれば、角回領野

の皮質病変よりもむしろ皮質下病変の方が重要で、特に上縦束の損傷が重要である。他の

研究者の症例でも頭頂葉白質病変の存在は確認されている。上縦束は前頭葉と後頭葉を結

ぶ線維である 38。バリント症候群は解剖学的には前頭一後頭葉離断として理解しうる。前

頭葉損傷に伴って精神性注視麻痺と視覚失調を呈した症例も報告されている。  

 

 

 
                                                  
38 第１９章参照。  
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２．５．３ 視覚運動失調  

 バリント症候群にみられる視覚失調は注視下にある対象の定位の障害であるのに対して、

周辺視野における対象の定位が障害される場合がある。視野中央を凝視した状態で、周辺

視野に刺激を提示し、これを把持させたり、指示させると強い障害がみられる。最初ガル

サンらはこれをバリント症候群の視覚失調（optic ataxia）と区別して「アタキシー・オプ

チーク (ataxie optique)」と呼んだ。ロンドはさらに両者の区別をはっきりさせるため「視

覚運動失調」と命名した。現在この用語が定着している。障害はおおむね損傷部位と反対

側の視野で出現しやすいが、左右大脳半球差があり、左大脳半球損傷では右視野―右上肢

または左視野―左上肢に出現し、右大脳半球損傷では左視野一両上肢または左視野―左上

肢に出現する。ロンドらは視野と手の組み合わせで表９－３のように区別している。  

 

表９－３ ロンドによる視覚運動失調の分類  

 （1）一側性運動失調～一側視野で運動失調を示す。  

   a）直接型～一側上肢が同側視野内で失調を示す。  

   b）交叉型～一側上肢が対側視野内で失調を示す。  

   c）合併型～上記両者の混合。  

（2）両側性失調～両側視野で運動失調を示す。ただし、注視対象は正確に捉えている。  

   a）完全型～両側上肢が両側視野で失調を示す。  

b）両側交叉型～一側上肢がそれぞれの対側視野で失調を示す。同側視野では正常。  

    c）同側直接型～一側上肢がそれぞれ同側視野内で失調を示す。対側視野では正常。 

  

視覚運動失調における動作の誤りは、①視覚性の誤り、②動作性の誤り、の二つがある。

視覚性の誤りは動作対象の空間定位の誤りである。対象の空間定位が網膜中心座標に基づ

いてなされ、肢体中心座標に基づく動作空間の定位とずれるために生じると考えられる。

動作性の誤りは対象の正確な指示や把持の誤り（失調）である。上肢の位置に関する関節

や筋の自己受容感覚によるフィードバック障害に起因すると考えられる。  

視覚運動失調で特徴的な症状は視野中央刺激の指示、把握は障害されず、視野周辺刺激

に対してのみ障害が出現する事である。暗室で視覚的手掛かりがない条件では視野中央刺

激に対しても失調が出現することから、周辺視野では上記のフィードバックのみに頼って

動作がなされるため失調が生じると考えられる。  
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視覚運動失調の責任病巣としては頭頂一後頭葉移行部が注目されてきた。広瀬らは視覚

運動失調３例の病変部位について詳細な画像解析を行い、その共通の損傷部位を、３９野

の後部、7 野の内側最後部、１８野および１９野とその白質、大脳半球間連合線維が脳梁

膨大に入る部位、としている。カーナスらは視覚運動失調 16 例の病変部位の MRI による

詳細な検討から、①前楔部、②上後頭回の頭頂・後頭接合領野、③下頭頂回、をその責任

病巣としている。一方クルサードらは前楔部およびその皮質下白質の損傷のみで視覚失調

は出現し、下頭頂回の損傷は必要ないと述べている。  

機能画像解析研究によれば視野中央に提示された対象の指示課題では頭頂―前頭連絡路

が活性化され、視野周辺刺激の指示では頭頂・後頭接合領野および背側運動野が両側性に

活性化される。視野中央刺激の指示と視野周辺刺激の指示とでは解剖学的基礎が異なる可

能性がある。  

ヒトの前楔部に対応する領域はサルでは IPS 周辺領域である（図９－１９（A）（B））。

この領域はさらに複数の領域に分かれる（図９－１９（D)）。MIP は指示に関係、AIP は

把持に関係、CIP は物品の空間定位に関する。さらにこれらの領域と前頭葉間には密接な

線維連絡がある（図９―１９（A）（C））。以上の事実をヒトにも適用するなら、前楔部

の損傷および前頭葉との線維連絡の離断が視覚運動失調の機序と考えられる。  

 

図９－１９ サル頭頂葉の構造と前頭葉との線維連絡  
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２．５．４ 鏡像失認  

 1997 年ラマチャンドランらによって報告された。実物と鏡像との区別が出来ない障害で

ある。患者は右大脳半球損傷例で視空間無視（後述）があった。鏡を右側に置いた時、患

者は左側にある実物ではなく鏡に向かって行動した。患者は鏡像を実物と確信していた。

右頭頂葉に病変が認められた。ビンコフスキーは頭頂・後頭葉損傷例で視空間無視のない

症例で類似の症状を観察した。患者は常に鏡像を実物と判断して鏡像に働きかけた。鏡に

ついて正しい知識を有しているが、鏡によって物品の位置関係が変化することを認識出来

ない。物品の空間定位およびそれに基づく動作誘導に関する「失認」と考えられる。  

鏡像失認に類似した症状として「鏡像失調」がある。1999 年ビンコフスキーらによって

報告された。実像と鏡像の違いは認識出来るが、実像に対して鏡像に対する動作をする。

鏡像失認とは異なり実像と鏡像の弁別が障害されることはない。動作自体に障害はないが

その空間的配列が実像とは逆になる。患者はまるで鏡の中の世界にいるかのごとく振る舞

う。その意味で動作の障害ではなく認識の障害である。フロインドによれば頭頂葉損傷例

では決して希な症状ではないという。  

 

２．６．地誌障害  

２．６．１ 地誌的失見当  

２．６．１．１ 概念と臨床像  

 熟知した場所において見当識を失うこと、自分の居場所の認識障害、俗にいう方向音痴

である。地引が報告している CO 中毒の患者は、浴室とトイレを間違え、自室に戻れず廊

下をウロウロしている所を頻繁に目撃された。この障害は後述の地誌的記憶障害とは独立

に出現しうる。例えばパリスの症例では近所の地図を書くことは出来たが、そこに実際に

行くことは出来なかった。またバスに乗った場合、どこで降りるかよく知っているのに実

際には降りられなかった。平田らの症例も病院内の見取図を誤りなく書くことが出来るに

もかかわらず、診察室から自分の病室に戻ることが困難であった。患者はしばしば熟知し

た場所の知覚表象を思い出すことが出来ない。また患者は多少とも記憶障害を示すことが

知られている。  

 地誌的失見当に合併する症状として、エカンとアンゲレルクは 40 例について検討し、

構成失行（34 例）、変形視・平衡障害（25 例）、眼球運動障害（22 例）、視空間知覚障
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害（18 例）、空間的失算（23 例）および失演算（18 例） 39などをあげている。この他し

ばしば注目されるのが相貌失認との関連である。上記エカンとアンゲレルクは 11 例の相

貌失認中 8 例に地誌的失見当を認めており、浜中淑彦も 15 例の相貌失認中 10 例に地誌的

失見当を認めている。  

 

２．６．１．２ 機序  

 地誌的失見当を引き起こす機序しては以下が考えられる。  

１）地誌的失認～建物や場所をそれと認識し得ない。場所や建物の個別性認識の障害で

ある。患者は教会、アパート、テーブル、椅子などをそれと認識するが、どこの教会か、

どこのアパートか、どの部屋のテーブルかが判らなくなって失見当を呈する。ホワイティ

とニューカムの報告例は個々の建物や橋をそれと認識出来ないため、それらの建物や橋の

細かな視覚的違い、看板の名称などを頼りに道順を覚えたという。高橋と河村は熟知して

いる町並（建物、風景）を認識しえないという意味で「町並失認」と呼んでいる。  

 ２）視覚表象の喪失～建物や場所の知覚表象が失われるとそれらを同定出来なくなり、

当然地誌的失見当となる。ホワイトレィとウェリントンは熟知している建物、通り、風景

の記憶が全く失われていた症例を報告している。  

３）心的地図の障害～地誌的見当識の背景には個々の建物、場所の記憶を越えてそれら

全体の布置について知識、言わば一種の「心的地図」が存在することが予想される。この

心的地図の障害も失見当をもたらす。ある場所から目的地までどういう道順で行けばよい

のか分からない場合である。交差点で曲がるべきなのか、直進すべきか、どこの路地を入

ればよいのか分からない。健常者の方向音痴はこの類型の軽度のものである。ベントンは

道順を不規則に選択したり、大事な曲がり角を飛ばしたり、道の距離の推定を間違ったり

する例をあげているが、心的地図の障害があればそのような症状が出現すると考えられる。

エカンらの報告している症例は個々の建物の同定に障害はないが、迷路学習、道順探し検

査で障害を示した。心的地図を新たに構成することの障害と理解されよう。  

この心的地図障害には次の二つの発現機序を区別しうる。  

 ①道順知覚の障害：パリスの報告例は、ある地点から別の地点までどう行けばよいかを

明瞭に口述することが出来、地図も書くことが出来たが、実際にそこに行くことは出来な

かった。個々の建物や場所の認識に障害はなかった。彼の障害は「目的地に行くためには

                                                  
39 第１０章参照。  
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個々の建物や場所からどのような情報を得ればよいかが分からない」ことにある。  

 ②道順記憶の障害：高橋と河村は、熟知した地域内における特定の場所から他の場所へ

の道順の想起障害という意味で道順障害と呼んでいる。高橋らの症例は、眼の前にある建

物が郵便局であることは分かるが、そこからどの方向に行けば自分の家にたどりつくのか

分からなかった。自宅からある地点までの道順の地図を書くことは殆ど不可能であった。  

４）他の視空間障害に伴う二次的な地誌的失見当～視空間無視がある患者では、左側に

ある曲角を曲がらない傾向があり、結果として目的地に到達しえない。後述の地誌的記憶

障害があれば当然道順障害を示す。ただし、両者の関連性は単純ではない。地誌的記憶障

害がない（障害程度が軽い）患者でも地誌的失見当を示す患者がいることはマックフィー

によって確認されている。逆に地誌的失見当がないのに、地図が書けない症例も報告され

ている。地誌的失見当と地誌的記憶障害は別の症状である。  

結局、地誌的失見当は、①建物・場所の認識障害、②建物・場所の記憶障害、 ③道順の

認識障害、④道順の記憶障害、の四つの要因によって生じてくることになる。個々の症例

では、これらの要因が単独で作用することは稀であり、いくつかの要因が複合的に作用し

ている。従って、その症状も様々である。これはおそらく損傷部位の違いによると考えら

れる。  

 

２．６．１．３ 責任病巣  

ブレインは、地誌的失見当は右頭頂・後頭葉病変で生じると指摘した。エカンとアンゲ

レルクによれば、地誌的失見当 40 例中、左大脳半球損傷例は 8 例（4 例は左手利き）、右

大脳半球損傷例は 29 例、両側損例傷は 3 例であった。大橋は同じく 20 例の病巣を、左 5

例、右 10 例、両側性 5 例と報告している。地誌的失見当は概ね右大脳半球病変で生じる。 

エカンとアンゲレルクによれば、病変部位を明らかにしえた 29 例中 19 例で頭頂・側頭・

後頭葉病変、および頭頂・後頭葉病変を認めた。グローニングによれば、地誌的失見当の

病巣は、頭頂・側頭・後頭葉 27 例、頭頂・後頭葉 11 例、側頭・後頭葉 1 例である。デレ

ンチは文献例 15 例の病変部位を検討し、ごく例外的な症例を除いて後頭葉病変を殆ど全

例で認めているが、逆に後頭葉のみの損傷例も少ないと述べている。後頭葉から頭頂葉へ

及ぶ損傷例が最も多く、さらに側頭葉にまで損傷が及んでいる症例も少なからず報告され

ている。最近、小山らは右視床前核梗塞に伴い地誌的失見当（道順障害）を示した症例を

報告している。  

９-60 
 



第９章 

 地誌的見当識については動物実験の知見も得られている。佐藤らはコンピュータ・グラ

フィックを用いて仮想的に作り出された空間内をジョイスティクを操作して移動する課題

遂行中のサルの頭頂葉のニューロン活動を記録した。内側頭頂葉において、特定の場所に

おける移動遂行時に活動が増大するニューロンや特定の方向への移動遂行時に活動が増大

するニューロンが見出された。佐藤らは道順の認識には内側頭頂葉が関与しており、この

領野は自己の居場所に関する情報と自己の移動方向に関する情報を統合する役割を担って

いると考察している。上述のごとく、ヒトでも地誌的失見当が頭頂葉を含む領野の病変例

で認められている。  

 

２．６．２ 地誌的記憶障害  

 場所に対する記憶の喪失である。良く知っている場所への道順を思い出せない、自宅の

見取図が書けない、地図で都市や名所などの場所を同定出来ないなどの症状を示す。言語

的な記述と実際に見取図や地図を書かせる場合とでは障害の程度が異なる場合もある。多

くの症例では地誌的失見当を伴うが、地誌的見当識が保たれている症例が報告されており、

両者は相互の独立した症状であることは上述のごとくである。  

 地誌的記憶障害の症状はポッペルロイター、クライスト、パターソンとザングウィルな

どによっても記載されている。しかし地誌的記憶障害と地誌的失見当を明確に区別したの

は 1950 年のマックフィーの論文であって、彼は両者が互いに独立に出現しうることを示

した。その後、神経心理学において両者は区別して扱われることが一般的となった。ただ

し用語には混乱がある。例えば、エカンとアルバートは「場所的記憶喪失」の名称のもと

に地誌的失見当を論じており、ベントンは場所的見当識障害の項目で地誌的記憶障害をも

論じている。また地誌的記憶障害の検査として用いられている検査には地誌的記憶障害以

外の要因が関与している課題もある。ベントンらは白地図に大都市の位置を記入させる課

題では患者の教育水準の影響が大きいことを明らかにしている。  

 エカンとアンゲレルクは 15 例の地誌的記憶障害例について検討し、左大脳半球損傷例

は２例、右半大脳球損傷例は 9 例、両側損傷例は 4 例であったと報告している。大橋は 19

例について検討し、それぞれ 7 例、6 例、6 例であったと報告している。  

マックフィーは地誌的記憶障害の責任病巣を右頭頂・後頭葉領域に定位した。一方、エ

カンとアンゲレルクは病変部位を確認しえた地誌的記憶障害 10 例中後頭葉に病変のあっ

たのは 5 例のみであったとしている。そして彼らは右頭頂葉損傷と地誌的記憶障害の関連
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性を指摘している。ニューカムらも同様の見解である。  

地誌的記憶課題に及ぼす一側大脳半球損傷の影響については実験的研究も種々報告され

ている。その結果をまとめてみると表９－４のごとくである。全体として、右大脳半球損

傷、特にその後方の損傷で成績の低下が認められる。ただし、上述のごとく、これらの課

題の多くは地誌的見当識と地誌的記憶の双方の要因に関係しており、純粋に地誌的記憶課

題とは言い難い面があることは注意を要する。  

 

 

２．６．３ 発達性地誌的失見当  

  イアリアらは発達性地誌的失見当の症例を報告している。43 歳の左手利きの女性で、心

身の発達はほぼ正常であったが、年少時から地誌的見当識に重大な障害を示した。6 歳時

母親と買い物に行き、店内で母親の姿を見失いパニック状態になった。12 歳時、自宅から

学校までの通学路を覚えられないため、必ず家族に付き添われて通学した。現在は自宅か

ら 5km ほど離れた会社に通勤しているが、常に同じ道を通って通勤している。途中で迷子

になり父親に迎えに来てもらうことも時々ある。この症例を対象とした地誌的見当識に関

する実験的検討の結果、環境の視覚表象（心的地図）の形成に障害があることが明かにな

った。心的地図形成課題遂行時の脳活動性に関する fMRI による検討では、海馬及び後脳

梁膨大部の活性化が低下していた。  
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２．６．４ 地誌的障害と海馬  

動物実験では、地誌的記憶障害が海馬損傷によって生じることが知られている。ラット

では海馬の損傷によって空間的手掛かりにのみ依存する迷路学習が著しく障害される。オ

ニーフらのグループはラット海馬のニューロン活動を記録し、地誌的記憶に関係するニュ

ーロンを見出した。このニューロンは本来のゴールではなく「ラットがゴールであると思

い込んだ位置」にラットが近付くと活動が増大する。オニーフは、このデータから海馬が

外界の地誌的認識に関係するとの仮説を提出した。ラットは外界の多くの手掛かりを結合

して海馬の中に心的地図を作りあげ、感覚刺激とこれとを照合しながら目的地点までたど

りつく、と推論している。  

 ヒトの海馬損傷例でも地誌的失見当や迷路学習障害が生じることが報告されているが 40、

上述のごとく地誌的失見当の病巣としては海馬、あるいは海馬を含む側頭葉病変は一般的

ではない。しかしアルツハイマー型認知症 41で両側海馬の萎縮があるタクシーの運転手で

自動車の運転が障害された例が報告されている。タクシー運転手の海馬の容積は一般人よ

り大きいとの報告もある。さらにフォータンらによれば、非視覚的手がかり（平衡感覚、

自己受容感覚、自分の運動の監視など）に基づいて地誌的定位を行っている盲人の海馬  

容積は健常者より大きく、右海馬の容量は迷路学習成績と有意な相関を有していた。ヒト

でも地誌的見当識に海馬が重要な役割を果たしていると考えられる。エカンらは、頭頂・

後頭葉領野と海馬を含む大脳辺緑系との間には密接な線維連絡があるので、頭頂・後頭葉

領野の損傷は結果として大脳辺縁系の機能を障害するのかも知れないと述べている。  

 

２．７ 視覚表象障害  

２．７．１ 視覚表象生成障害（シャルコー・ウィルブランド症候群）  

 視覚表象生成の障害は 1863 年シャルコーにより、1887 年ウィルブランドにより報告さ

れた。物品、人物などの形態、色彩、顔、動物などに関する記憶が全く失われ、これを想

起することが出来ない。従って物品認識、描画などが極めて困難になり、顔を見ただけで

は人物の認識も出来なくなる。患者は夢を見ることもなくなるという。ハンフリーとザン

グウィルは３例の患者に生じた夢の消失について記載している。いずれも後頭葉に病変が

あり、夢の消失と共に視覚的思考や視覚的想像力も失われていた。半側視野の視覚的記憶

                                                  
40 第１１章参照。  
41 第１３章参照。  
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のみが失われた症例も報告されている（後述）。他の聴覚的あるいは触覚的な表象は障害

される場合も保たれている場合もある。  

視覚表象生成障害を巡る議論の中心をなすのは視覚的認識障害との関連である。視覚的

認識障害は視覚表象生成の障害すなわち視覚記憶再生障害によって生じるのではないかと

する学説がある。  

上述のごとく、特定の対象の視覚表象生成障害を示す患者はその対象の認識障害を示す。

機能画像解析研究の結果では視覚表象生成課題遂行時には両側第一次視覚野である後頭葉

が活性化される。第一次視覚野は網膜部位対応があり、視野の中心部からの情報は後方に

投射され、視野の周辺部の情報は次第に前方に投射される。そこで小さい表象を生成する

課題に比して大きい表象を生成する課題では第一次視覚野のより前方が活性化されると予

想される。PET や fMRI による検討ではこの予想は正しいことが証明された。そこで視覚

表象生成と視覚的認識は同一の過程に担われており、視覚的認識障害は視覚表象形成の障

害によって生じるとの説が提出された。この説に対して賛否いずれの立場からも種々の研

究結果が報告された。これまでに、①限局性後頭葉病変例では損傷部位に対応する視野の

視覚表象が欠損する、②両側後頭葉損傷者で視覚表象生成が保たれている症例がいる、③

視覚表象生成課題では常に第一次視覚野が活性化される訳ではなく鮮明度が余り高くない

視覚表象を生成する課題や形態ではなく視空間における位置の表象を生成する課題などで

は第一次視覚野は活性化されない、④多くの研究に共通する知見として被験者の約 25%は

視覚表象生成課題で第一次視覚野が活性化されない「非反応者」である、⑤後頭葉の経頭

蓋磁気刺激（TMS）によって視覚表象生成が障害される、などの事実が明らかにされた。 

第一次視覚野以外の領野の損傷例では視覚表象生成障害と視覚的認識障害との間に解離

が認められる場合がある。セルボとグダルの報告例は統覚型視覚失認を呈したが視覚表象

生成は保たれていた。逆に視覚的認識は保たれ視覚表象生成が障害されている症例も報告

されている。機能画像解析研究でも、第一次視覚野以外の領野の活性化は視覚表象生成課

題と視覚的認識課題では多少異なることが報告されている。顔や場所の表象生成課題では

視覚的認識課題と同じく側頭葉腹側が活性化される。ただし両者の重複は完全ではない。

例えば側頭葉腹側内の活性化領野は視覚的認識課題では刺激の範疇により多少異なるが視

覚表象生成課題ではこの違いは認められない。  

以上より、視覚表象生成と視覚的認識には類似した脳領野が関与していることは明らか

であるが、両者が全く同一の神経機構に担われているか否かはなお不明である。一般に視
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覚表象生成（色彩の表象生成）は視覚的認識（色彩の呼称）に比してよりトップダウン的

な処理である。この点に限っても両者の神経機構が異なることは十分考えられる。  

 上述の事情を反映して視覚表象生成障害の責任病巣は視覚的認識障害（すなわち視覚失

認）の責任病巣と同じく後頭葉病変例が多いが、他の領野の損傷例も報告されている。バ

ッソの症例では左後頭葉下内側で海馬を含む側頭葉にかけての病変、レビンらの第 1 例で

は右側頭葉前部から前頭葉下部へ及ぶ病変と左側頭・後頭葉領野の小病変、第２例では両

側頭頂・後頭葉領野病変で左がより大きく後頭極にまで及んでいた。トラジャノとグロッ

シは、文献研究から、左大脳半球後方病変の重要性を指摘した。後頭葉病変が主であるこ

とは明らかであるが、損傷が他の領野にまで及ぶ必要があるか否かは不明である。  

 

２．７．２ 視覚表象操作の障害  

メッツラーとシェパードは視覚表象操作の研究法として「心的回転」課題を開発した。

同一形態であるが向きが異なる図形の対、あるいは鏡映関係にある図形の対を提示し、対

の一方を視覚表象として回転させると他の一方に完全に重なり合うかどうかを判断する視

覚表象操作課題である。ファラーは視覚表象生成が保たれ心的回転が障害された症例、逆

に視覚表象生成が障害され心的回転が保たれていた症例を示して、視覚表象の生成と操作

は互いに独立であることを示した。実験的研究によれば心的回転は頭頂葉損傷で障害され

る。左右差については、右頭頂葉損傷で障害されるという結果と左頭頂葉損傷で障害され

るという結果がいずれも報告されている。  

機能画像解析では、心的回転遂行時には、左頭頂葉、右前頭葉、尾状核頭、などが活性

化することが報告されている。  

 

２．８ 時間認識の障害  

 視空間認識と不即不離の関係にあるのが時間認識である。脳損傷者において視空間障害

に伴って、あるいは独立に種々の時間認識障害が生じる。これには「時間失認」と「時計

時間失認」が区別される。まず時間失認としてクリチッリは以下の症状を記載している。  

１）時間経過評価の障害～例えば診察に何分かかったか分からない。  

２）現在が 1 日のうちの何時頃か判断出来ない。  

３）四季や月日についての失見当。  

４）単純な習慣的行動についての時間的連想の変化。洗面や入浴を非常に長い間やって
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いないように感じられ、あるいはたった今終わったように感じられる。  

５）時間の経過が非常にゆっくりと経過し、時には止まっているように感じられたり、

非常な早さで過ぎ去っていくように感じられる。  

これらの症状は視空間障害と合併して右大脳半球損傷例で生じる場合が多い。  

より低次の障害である時間知覚障害については既に 19 世紀末に小脳損傷との関連が指

摘されている。小脳損傷例では４秒程度の短い時間の弁別が障害されることが明らかにさ

れている。パーキンソン病でも時間知覚障害が認められる。時間知覚には大脳基底核が関

与している可能性がある。  

最近の機能画像解析研究からは、①左被殻、左補足運動野、②前補足運動野、前頭弁蓋

部、③右前頭葉背腹側部、④右頭頂葉、⑤両側下前頭葉、島、左縁上回、被殻、などが時

間知覚課題遂行時活性化されると報告されている。  

 時計時間失認は時計の時間が読めなくなる症状である。失語でしばしば認められる。視

空間知覚障害例では、文字盤と長針や短針との空間的位置関係の把握が障害されるため時

計の時間が読めなくなる。グローニングらによれば、右後頭・頭頂葉病変で生じる場合が

多いが、左大脳半球損傷でも生じるという。  

 

３．聴覚の障害 

 

３．１ 皮賀襲および皮質聴力障害  

 「聾」とは 90dB 以上の聴力損失を意味する。また皮質聾と呼ぶからには聾の直接の原

因は大脳皮質の損傷でなければならない。しかしながら皮質聾とよばれてきた症例の中に

は必ずしもこのような条件を満たしていない例がある。例えばその聴力損失が 90dB 以下

であっても「聾」として報告された症例は少なくない。また後述のごとく皮質聾の責任病

巣は必ずしも大脳皮質には限定されない。従って、以下に述べる諸症状は正確には「中枢

性聴力障害」と呼ばれるべきであろう。しかし研究の歴史的経緯などを考えると従来とは

異なる語を用いることはかえって用語上の混乱を招くことにもなりかねない。ここでは脳

損傷により臨床的に会話能力、環境音への反応などから「聾」と判断される症状を皮質聾

と呼び、それ以外の聴覚障害を皮質性聴力障害と呼ぶことにする。  
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３．１．１ 永続性皮質聾  

大脳皮質の損傷に伴って永続的な完全な聾が生じることは稀であるとされる。ビグノロ

は、従来皮質撃として報告された症例は、①厳密な聴力検査が行われていない、②他の障

害（聴覚的注意障害、機能解離 42）などによる二次的聾の可能性がある、などの点で完全

な聾とは言い難いとし、その存在を疑問視した。しかし、そのような症例が全く存在しな

いわけではない。平野の症例は 55 歳の女性で２度の脳卒中発作の後、高度の聴力障害を

両側性に示した。いずれの周波数に対しても 90dB以上の聴力損失を示し、聴覚誘発電位

でも全く反応は認められなかった。この重度の聴力障害に対して患者は「耳は聞こえる」

と主張し、一種の疾病否認的態度を示した。この状態は 4 年間持続した。剖検では、両側

横回、側頭葉皮質、内耳、脳幹に病変はなく、島および横回直下の白質内に左右ほぼ対称

の出血巣があり、両側聴放線と内側膝状体の完全な破壊が認められた。このような永続的

皮質聾は現在までに 15 例以上の報告例がある。  

永続的皮質聾の責任病巣について、平野は文献例、自験例の検討から皮質のみの損傷で

は聾にはならないことを指摘し、皮質下の聴放線、あるいは内側膝状体の損傷を重視して

いる。皮質聴覚野の両側性損傷が永続的な聾を生じさせないことは動物実験でも確認され

ている。  

 

３．１．２ 一過性皮質聾  

 永続的な聾が稀であるのに対して、一過性の聾はしばしば見られる。ジェルガーは両側

側頭葉病変で当初 60～80dB の聴力損失を示し、約 2 カ月でほぼ正常レベルにまで回復し

た症例を報告した。ハフナーらによれば、1969 年～1986 年に報告された皮質聾は 13 例

あり、このうち経過が報告されている 9 例では聴力障害はいずれもある程度の回復を示し

た。一過性皮質聾の特徴として、①聴力損失の程度は永続的皮質聾の場合ほど重度ではな

い、②一見聾でありながら時にある種の物音に反応する、③音に対する無関心がある、④

聴覚閾が変動しやすい、⑤脳幹聴覚誘発電位は正常である、⑥皮質聴覚誘発電位は出現す

るが潜時の遅れ、振幅の低下がみられる、⑦永続的皮質撃と同じく疾病否認を示す例があ

る、などの点が明らかにされている。  

 病変部位は殆どの症例が両側病変であり、特に側頭葉損傷例が多いが、一側側頭葉病変

例も報告されている。聴放線などの皮質下損傷については明らかでない場合が多い。ライ

                                                  
42 第２章参照。  
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セスターの剖検例では右内側膝状体では細胞の消失が見られたが、左内側膝状体では細胞

がかなり保たれていた。  

 

３．１．３ 皮質性聴力障害  

 大脳損傷によって聾とはならなくても種々の程度の聴力障害が生じる。一過性皮質聾は

次第に回復し、皮質性聴力障害へと移行することになる。レルミッテらの症例は 2000Hz

までは正常であったが、4000～8000Hz では 80dB の聴力損失を示した。アルバートらの

症例は 3000Hz 以上の周波数帯域で聴力損失を示し、周波数が高いほどその程度は大であ

った。ハフナらによれば、皮質性聴力障害は高周波数帯域において聴力損失が大となる症

例が多く、障害の程度は損傷の大きさに比例する。皮質性聴力障害ではこのような聴力損

失とともに、①音の聞こえ方の変化、②音刺激に対する無関心、③特に言語音における著

しい聴力低下、などが見られる。聴覚誘発電位は潜時の遅れなどの異常を認めるものが多

い。  

 皮質性聴力障害の責任病巣は皮質聾と同じく両側側頭葉損傷が問題となる。ただ皮質性

聴力障害例は大部分皮質聾として報告された症例、あるいは他の失認、失語症状を伴った

症例であり、両側側頭葉損傷が聴力障害を引き起こすのに必要にして十分な条件であるか

否かは不明である。  

皮質性聴力障害が一側性、すなわち片側の耳だけに出現することがあり、ミシェルらは

これを「半側失聴」と名づけた。側頭葉の一側性損傷によって対側に聴力低下が生じるか

否かについては賛否両論あり、一致した結果は得られていない。少なくとも一側の側頭葉

損傷における対側の明瞭な聴力障害は必発の症状ではないと考えられる。  

 

３．２ 幻聴  

 エカンによれば脳損傷に起因する幻聴は次の二つに分けられる。  

 １）要素性幻聴～「風の音」、「水の流れ」、「ささやき声」などと表現される不分明

な音である。その特徴はその不明瞭さにあり、繰り返し聞こえてくることにより患者は倦

怠感を感じる。時として拍手、靴音などの明瞭な印象を患者が述べることもある。  

 ２）複合性幻聴～特定の音楽、言葉などが聞こえてくる。音楽性幻聴は明瞭な実在感を

伴う。ある時は近くある時は遠く聞こえ、それを演奏している楽器まで特定出来ることも

ある。言語性幻聴は語、文章など様々であり、患者への問いかけであったり、命令であっ
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たりする。言語性幻聴の実在感は音楽性幻聴ほど明瞭ではない。  

 幻聴を生じる責任病巣としては側頭葉損傷が最も多い。側頭葉腫瘍における幻聴の出現

率は 8～18％と報告されている。フェスターは側頭葉の電気刺激で幻聴を出現させた。ペ

ンフィールドとペロは既に述べた解釈皮質の刺激で言語性幻聴、音楽性幻聴などの「体験

性幻聴」を出現させている。この他、前頭葉、中脳・間脳領域の病変でも幻聴は出現する。  

 

３．３ 錯聴  

 聴覚知覚印象の変容である。音量が変化し、通常よりも大きく聞こえたり、小さく聞こ

えたり、速度が速くなったり、遅くなったりする。音が途切れる、音が繰り返される、反

響するなどの体験も生じる。音楽のリズムが変化したり、楽器の音色が普段と違って聞こ

えることもある。これらの現象は幻聴に伴って生じることもある。  

視覚的保続に対応して、相手の話が繰り返し聞こえてくる「聴覚的保統」も報告されて

いる。  

ペンフィールドとペロによれば、錯聴は第一次聴覚野に近い上側頭回の刺激で生じる。

薬物中毒、てんかんの症状として錯聴が認められることもある。  

 

３．４ 聴覚失認  

３．４．１ 環境音失認  

 聴力がほぼ保たれているにもかかわらず、環境音すなわち非言語性有意味音の聴覚的認

識が障害されている状態を環境音失認と呼ぶ。稀な症状であり現在までに報告された環境

音失認は 30 例に満たない。このうち環境音の認識のみが障害されているいわば純粋な環

境音失認は以下に述べる数例である。元村の症例は発症時環境音、言語いずれについても

認識障害を示したが、その回復過程において一過性に環境音のみの認識障害を示した。ス

プリーンらの症例は 65 歳の男性で左片麻痺、左同名半盲を呈するが、失語や高度の聴力

障害はない。13 の種々の環境音中七つしか正答しえず、多肢選択でも同様に誤りが多かっ

た。音の方向弁別や高さ弁別は比較的良好であった。剖検より右のシルビウス領野、縁上

回、角回、上側頭回に病変が見出された。アルバートらの症例は 58 歳の男性で左視野に

視覚性消失 43が見られた以外粗大な神経症状はなかった。聴力損失は 3000Hz以上で著し

かった。環境音の認識検査では 10 個の刺激中正答は 1 個のみでピアノの音を「何か音楽

                                                  
43 本章第７節参照。  
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のようなもの」と答え、牛の鳴き声を「とてもうるさいが何かわからない」と答えた。CT

で左シルビウス領野の病変が、脳波で右頭頂・側頭・後頭葉領野の病変が認められた。  

ビグノロらは脳損傷に伴う環境音の認識障害を次の２型に分類した。  

１）環境音の知覚障害～統覚型聴覚失認である。主として右大脳半球４１野、４２野、

５２野の損傷により生じる。音響学的障害、すなわち音の物理的特性の知覚障害である。

有意味音、無意味音いずれの知覚も障害される。  

２）環境音の意味の認識障害～連合型聴覚失認である。左大脳半球損傷によって生じる。

失語症状を有する症例に多く見られ、言語音認識の障害と相関が高い。この環境音認識の

障害は音響学的障害ではなく、意味的誤り、即ち音をその意味と連合させることの障害で

ある。  

実験的研究によれば、音響学的障害による環境音認識障害は左右いずれの大脳半球の損

傷でも生じ、言語音認識でのみ左大脳半球優位の傾向が認められる。両耳分離聴検査

（DLT） 44の結果では非言語音の認識は左耳優位の結果が報告されている。脳損傷例の結

果と合わせて考えるなら、環境音認識が右大脳半球優位であるにしても、大脳半球差は小

さいと言えよう。  

 比較的純粋な環境音失認の責任病巣としては、①上側頭回、角回、下頭頂葉、下および

中前頭回、島を含む右大脳半球の広範な病変、②上および中側頭回後方病変、③右視床お

よび頭頂葉病変、④右側頭・頭頂・後頭葉結合部病変、などの報告がある。  

 

３．４．２ 声音失認  

1982 年、ファン・ランカーらは声から話し手を認識すること（声音認識）が出来ない症

状を「声音失認」として報告した。CT では右頭頂葉領野に損傷が認められた。彼らによ

れば、右頭頂葉は話し手の同定に関係し、左側頭葉は音声知覚に関係するという。その後、

類似の症例が 10 例以上報告されている。多くの症例では他の聴覚認識の障害（環境音失

認、感覚性失音楽など）を合併することが多いが、声音失認はそれらの障害と独立に生じ

ることが確認されている。  

 先天的に声から話し手を認識することが障害されている「発達性声音失認」の症例も報

                                                  
44 左右の耳に異なる刺激を同時に提示し、刺激の認識成績を左右で比較する方法。言語刺

激に関しては右手利きでは右耳の成績が左耳より優る。これは言語に関する左大脳半球優

位を意味すると解釈されている。ただし、ワダ法（第６章参照）で確認された優位大脳半

球と DLT から推定された優位大脳半球との一致率は約 90%であり、完全ではない。  
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告されている。ガリドらの報告例は 60 歳の女性で、声音認識に障害があり、電話では自

分の娘の声さえ認識出来ない。他の聴覚認識課題では障害は認められなかった。  

 

３．４．３ 聴覚性情動失認  

ハイルマンはテープに録音された文章がどのような情動的ニュアンスで話されているか

を判断させると右大脳半球損傷例で特に成績の悪いことを見出し、これを「聴覚性情動失

認」と呼んだ。彼らは後にこのような障害は右頭頂葉損傷で生じやすいことを明らかにし

た。  

 

３．４．４ 感覚性失音楽  

３．４．４．１  臨床像  

 脳損傷に伴って生じた音楽の知覚・認識障害を感覚性失音楽と呼ぶ。ウェルトハイムは

感覚性失音楽の症状として、①絶対音感を有する症例においてはその喪失、②音程知覚（異

なる音程の弁別、音程の既知・未知の判断、演奏の誤りの検出、など）の障害、③音符理

解が可能な症例では楽譜と演奏が一致しているか否かの判断の障害、④楽曲認識（演奏さ

れた楽曲が既知かどうかの判断、楽曲名の想起）の障害、⑤演奏している楽器の同定障害、

⑥和音の分析障害、⑦採譜能力の障害、⑧リズム感の障害、⑨緩急、強弱の誤った判断、

⑩音符の失読、ソルフェージュ演奏の障害、をあげている。  

クライストは感覚性失音楽を、「楽音聾」（音程の知覚障害）、「旋律聾」（メロディ

の認識障害）、「楽義聾」（楽曲の認識障害）に分けた。この分類は余りにも機械的すぎ

て実際の症例についてこのいずれにあたるかを判断するのは困難である。しかし音楽の知

覚や認識のある側面が特に強く障害されている患者が存在することは明かである。以下の

類型が知られている。  

１）錯音楽～音楽が通常とは異なったものとして感じられる。村井によれば患者は「歌

がわからない」、「音楽がまるでブリキ板を叩いているように聞こえる」、「他人の声、

ラジオの音、自分の声がみな同じに聞こえる」、「音楽や歌を聞く楽しみがなくなった」

などと訴える。楽音は騒音化し、不快な印象を伴い、時に耳をつんざくほど響く。音が非

常に高く聞こえるという印象もあり、すべての音が不快に聞こえる。  

２）リズム失認～リズム認識の障害は他の失音楽症状と合併して出現するが、稀にリズ

ム認識だけが障害されることがある。マボロフの症例はバイオリン演奏家で左頭頂葉領域
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の梗塞によって感覚性失音楽となった。音程の認識は保たれていたが、リズムの認識に重

度の障害が認められた。この症例の感覚性失音楽はリズム失認に起因すると説明された。  

３）メロディ失認～感覚性失音楽の中心をなすものである。①音程知覚の障害、②楽曲

の認識障害、が主要な症状である。リズム失認などの他の感覚性失音楽とは独立に生じる。

通常は音程知覚の障害に伴って楽曲の認識が障害されるが、音程知覚が保たれていても楽

曲認識が障害された症例も報告されて。すなわち物体失認と同じように、  

音程知覚の障害→統覚型メロディ失認  

楽曲認識の障害→連合型メロディ失認  

の図式が成立する。  

 ４）健忘性失音楽～①既知の楽曲であることは判るが楽曲名を想起出来ない、②タイト

ルからは歌うことが出来ないが曲を聴くと歌うことが出来る、などの症状を呈する。ベン

トンによれば、楽曲は認識出来るが曲名を想起出来ないという意味で「健忘性失音楽」と

呼びうる症状である。  

 ５）絶対音感の障害～脳損傷により絶対音感が失われた症例はウェルトハイムにより報

告されたウェルニッケ失語例などの報告がある。  

 

３．４．４．２  解剖学  

感覚性失音楽の責任病巣について、クライストは彼の旋律聾を上側頭回に、楽義聾を２

０野、３７野に位置づけた。ウェルトハイムは感覚性失音楽の病巣を優位半球側頭葉の前

部とした。村井は諸家の見解を、  

 １）左側頭葉前部：感覚性失音楽一般  

 ２）左ヘシェル回：音程知覚障害  

３）左下側頭回：メロディ認識障害  

４）両側頭葉：錯音楽  

５）視床：音楽鑑賞中の奇妙な耐えがたい感覚  

６）視床、視床下部、レンズ核：音楽の情緒的側面認識の障害  

と要約している。  

 スチュワートの総説によれば失音楽の責任病巣は以下のごとくである。  

１）音程知覚の障害は外側ヘシェル回、側頭平面の第一次聴覚野以外の領野、側頭・頭

頂移行部の損傷で生じる。個々の音の音程弁別は外側ヘシュル回損傷で障害される。二音
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の音程弁別は皮質下聴覚伝導路、第一次聴覚野、内側ヘシェル回の損傷で障害される。       

２）メロディ認識の障害はヘシェル回、側頭平面、側頭・頭頂移行部の損傷で生じる。

一般に左大脳半球より右大脳半球の損傷で生じやすい。  

３）音色の認識障害は右上側頭回領野の損傷で生じる。右側頭葉切除例では時間的次元

に関連した音色の認識が障害される。左側頭葉の切除ではメロディに関連した音色の認識

が障害される。  

４）リズム認識は右ヘシェル回およびその周辺領野の損傷で障害される。ただし課題に

よっては左大脳半球の損傷でもリズム認識が障害される。例えば既知の楽曲におけるリズ

ム認識は左大脳半球損傷で障害される。  

５）既知の楽曲認識の障害はいずれの大脳半球の損傷でも生じうる。上側頭回から中・

下側頭回にかけての損傷が関係する。左右の側頭葉前方の切除によって楽曲認識の障害が

生じる場合がある。  

 ６）「音楽や歌を聞く楽しみがなくなった」という錯音楽は左扁桃体や島の損傷例で出

現する。左右の扁桃核を含む側頭葉内側の切除例では音楽の感情表現の認識が障害される。

側頭葉外側部の切除では音楽の知覚・認識は障害されるが、音楽の感情表現の認識は保た

れる。  

７）絶対音感を持っている人の割合が限られているため脳損傷による絶対音感の障害に

関する報告は非常に少ない。そのため絶対音感障害の責任病巣は明確ではないが、少なく

とも左大脳半球の関与が示唆されている。  

 

３．４．４．３  発達性（先天性）失音楽  

 人口の約 4%の個人は音楽の知覚・認識に障害を有する。他の発達性高次脳機能障害と

同様この発達性失音楽は一般知能障害とは独立に生じる障害であり、聴力障害、音楽関連

体験の有無とも独立である。多くは音程知覚の障害であって、音程が異なる二つのメロデ

ィの弁別が困難である。すなわち音の高さの知覚に障害がある。遺伝性の障害である。形

態画像解析の結果では、右下前頭回白質の粗鬆化が認められる。ペレらの検討によれば、

発達性失音楽患者の音楽刺激に対する ERP は健常者と大きな違いはなく、異なるメロデ

ィに対しては異なる反応が認められた。ペレらは、この結果から、発達性失音楽患者では

音程に対する情報処理結果と音楽に関する記憶との照合過程に障害があると考察している。

発達性失音楽患者の音楽に関する基礎的情報処理に障害がないことは他の研究者によって
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も確認されている。  

 

３．５ 聴覚失語  

聴覚的に提示された刺激の認識は可能であるが、その呼称が障害された症例がデネとセ

メンツァにより報告されている。患者は音韻弁別障害による純粋語聾の症状を呈し、聴覚

刺激の呼称も困難であったが、音と絵の照合課題では 20 問中 17 問で正答した。左大脳半

球損傷が疑われた。ウェルニッケ野が両側の聴覚野から離断された症状と考えられた。  

 

３．６ 聴空間障害  

 脳損傷に伴う聴空間認識の障害には、①音源定位の障害、②聴覚的半側無視、③聴覚的

アロエステジー、④聴覚的消失、などがある。このうち②～④は後述の無視症候群の項で

扱い、ここでは音源定位障害について述べる。  

脳損傷に伴う音源定位障害については種々の報告がある。音源定位の誤差は脳損傷者で

は正常者の 10 倍にも達することがある。障害は損傷対側で生じやすいが同側でも見られ

るという報告もある。左右いずれの大脳半球の損傷でも生じるが、障害の程度は右大脳半

球損傷でより著しい。損傷部位との関係では側頭葉損傷と関係が深いとする説もあるが、

部位差はないとする報告もある。  

 サルでも聴覚野の損傷で音源定位障害が出現する。前頭葉で音源定位に関連するニュー

ロンが見出されている。  

 

４．体性感覚の障害 

 

４．１ 体性感覚の要素的障害  

 体性感覚とその受容器、感覚点の密度、閾値などは表９－５に示すごとくである。大脳

皮質第一次体性感覚野病変あるいは体性感覚伝導路 45である半卵円もしくは内包の損傷で

病巣対側半身全体の各種要素的感覚が一様に障害される。躯幹、上下肢、顔面、頬粘膜、

舌の要素的感覚が触、痛、温度感覚すべてにわたって消失、または低下する。正中線より

数cmの範囲の感覚はほぼ正常に保たれるか、障害があっても軽度である。正中線部は両側

                                                  
45 図３―２５、図３－２６、図３－２７参照。  
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性に神経支配を受けているためといわれる。  

 

表９－５ 体性感覚の概要  

 

 

第一次体性感覚野である中心後回では身体部位局在が認められ、身体の各部位は皮質の

特定位置に対応している。ペンフィールドらは大脳皮質電気刺激の結果に基づいて図９－

２０に示す「感覚の小人」を作成した。  

 頭頂葉皮質のみの損傷によっても体性感覚障害は生じるが、その範囲は病巣の広がりに

よって様々である。正中線領域の保たれる例、正中線を超えて障害が広がっている例、顔

面、臍部、外陰部など特定の部位の感覚が保たれていた例、などが報告されている。逆に

特定の部位のみの障害も生じる。  

頭頂葉損傷においては感覚の種類によって障害のされ方に違いが見られることがある。

デジェリンの大脳皮質症候群�型では触覚、痛覚、温度感覚などの表在感覚の障害は軽い

が筋、腱、関節などの深部感覚の障害は強い。大脳皮質症候群Ⅱ型では温痛覚が障害され、

振動覚は変化し、触覚は比較的保たれ、位置覚ならびに立体覚は保たれる。  

セメスらにより行われた頭部外傷例の研究によれば、半側体性感覚障害は中心後回およ

び後頭頂葉の損傷では 80％の症例に出現し、この領野に損傷のない頭部損傷例では 30％

で出現する。また左右大脳半球差があり、左大脳半球損傷では 60％の症例で対側（右手）
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のみならず同側（左手）にも圧覚の障害が生じるが、右大脳半球の損傷ではこのような両

側性の障害は 20％程度しかみられない。コーキンとミルナーの大脳皮質部分切除例の研究

によれば、手の感覚障害を生じる部位はさらに限局され、対側中心後回手対応領域の損傷

のみで生じる。彼らは後頭頂葉損傷でも半側体性感覚障害が生じたとするセメスらの見解

には反対し、損傷部位の分類の際の誤りによるものではないかと述べている。左大脳半球

損傷による同側の体性感覚障害はコーキンらも確認している。  

視床の損傷でも体性感覚が障害される。表在感覚より深部感覚が強く障害され、痛覚、

温覚、位置覚の障害が生じる。また温覚、冷覚、痛覚など刺激に対して激烈な痛みの生じ

ることがある。いわゆる「視床痛」と呼ばれるもので、視床外側核、中心核、後腹側核な

どの損傷で生じるとされるが、視床のみの損傷では生じず頭頂葉の損傷が同時に存在する

ことが必要との説もある。  

 

図９－２０ 大脳皮質電気刺激実験結果に基づく第一次体性感覚野  

の身体部位局在（感覚の小人）  
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４．２ 体性感覚の変容現象  

１）触覚性巨大感・微小感～触れた物品の形態を過大、ないし過小に評価する。軽度の

体性感覚障害がある場合、患側に与えられた刺激が健側に比して小さく感じられる。  

 ２）触覚性保続～手掌の刺激を取り去ってもまだ刺激が存在するように感じ、また刺激

がまだ身体に触れているかどうかについての判断が不明確になる。刺激が与えられてしば

らくすると身体の他の部位にも刺激が与えられているように感じる（ポリエステーシア）。  

 ３）幻触～脳損傷に伴う幻触は幻視、幻聴に比して稀な現象であり、神経心理学よりも

むしろ精神医学の領域の問題 46として取り扱われてきた。クリッチリが「自発性触覚」と

呼ぶ現象は、刺激なしに手掌になんらかの物品が置かれていると感じる現象である。患者

はその存在をきわめて明瞭に感じ、その大きさ、形態、温度などを述べることが出来る。

具体性のない幻触も存在する。患者は「皮膚の上をクモが這う」、「アリが走りまわる」、

「毛皮で被われている」などと表現する。アルコール中毒、薬物服用時、認知症、ナルコ

レプシーなどにおいて認められる。  

 

４．３ 触覚失認  

 脳損傷に伴う触知覚・触覚認識の障害はウェルニッケによって 1895 年最初に記載され

た。彼はこれを一次性同定障害と二次性同定障害に分けた。前者は物品の触覚的記憶（荒

さ、硬さ、重さ、大きさ）の障害であり、中心後回の損傷により生じる。後者は触刺激の

意味の認識障害であり、触覚野と他の感覚野との離断によって生じる。この二分法はデレ

イによって受け継がれ更に発展させられた。デレイは触覚障害を、①要素的感覚障害によ

る触覚障害、②失認による触覚障害に分け、後者を「立体覚失認」と呼んだ。彼は後者を

さらに次のように分けた。  

 １）一次性失認～これには物品の素材の弁別が困難となる「素材失認」と触覚による空

間把握、特に形態把握の障害である「形態失認」がある。  

 ２）二次性失認～狭義の失認。「触覚失象徴」もしくは「純粋立体覚失認」と呼ぶ。触

覚的に与えられた物品が何であるか認識出来ない。従って物品名の呼称が出来ず、

適切に使用することが出来なくなる。  

以下、それぞれについて検討する。  

 
                                                  
46 幻触は統合失調症でしばしば認められる症状である。  
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４．３．1 素材失認  

 デレイによれば、素材失認では、①温冷弁別、②硬軟弁別、③重量弁別、④粗滑弁別、

が障害される。コーンとデニスは大脳半球摘除例の触知覚について検討し、サンドペーパ

ーを用いた粗滑弁別検査においては摘除大脳半球対側の成績が同側より有意に劣ることを

見出した。植木らも大脳半球摘除例を対象とした研究で、重量、粗滑の弁別がいずれも摘

除大脳半球対側で障害されることを報告している。素材失認は頭頂葉損傷、特に中心後回

後方の損傷と関係するとされる。  

 

４．３．２ 形態失認  

１）触点定位～セメスらによれば、右手の触点定位障害は左中心後回の損傷で生じやす

い。左手のそれは右大脳半球のいずれの領野の損傷でも生じ、また左大脳半球の損傷でも

生じる。コーキンとミルナーの結果も同様であった。分割脳患者の触点定位能力は左右大

脳半球間で差はないと報告されている 47。  

２）二点弁別～セメスらの研究では、二点弁別障害は左右いずれかの大脳半球の中心後

回損傷で生じやすい。しかし部位差は左大脳半球でより明瞭である。コーキンとミルナー

も二点弁別障害の責任病巣を中心後回としているが、大脳半球差は認めていない。分割脳

患者でも二点弁別の大脳半球差は認められていない。  

３）運動覚～セメスらによれば、左右いずれの手の運動覚も対側中心回の損傷で最も強

く障害され、大脳半球差は見られない。分割脳患者でも左右差は認められない。  

４）図形の形態、大きさの知覚～ローランドは上肢の触覚的形態弁別実験を行い、頭頂

葉損傷特に中心後回中央部三分の一で前方四分の三の損傷で強く障害されることを見出し

た。障害は損傷対側にのみ認められた。ローランドは大脳半球差については触れていない

が、他の研究者の結果では図形の形態や大きさの触知覚は右大脳半球損傷でより強く障害

される。分割脳患者でも針金で作った言語化しにくい図形の触覚的知覚、積み木で作られ

た図形の大きさや形態を触覚的に弁別する課題は右大脳半球の成績が良い。  

５）書覚・方向性皮膚運動覚～三角、円などの図形、文字などを患者の皮膚、特に手掌

に書きそれを同定させることを「書覚」と呼び、その障害を「失書覚」と呼ぶ。また刺激

が皮膚上を一定方向に動く時、その方向を知覚することを「方向性皮膚運動覚」と呼ぶ。

ベンダーらによれば、失書覚と方向性皮膚運動覚の障害は互いに独立のものであり、末梢

                                                  
47 本節で述べた分割脳患者を対象とした研究の詳細は第１２章参照。  
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から中枢まで種々のレベルの損傷で生じる。方向性皮膚運動覚は右大脳半球損傷で障害さ

れるとされ、ベンダーらも右頭頂葉および視床の腫瘍に伴い左半身の書覚、方向性皮膚運

動寛が共に障害された例を報告している。  

 

４．３．３ 触覚失象徴（狭義の触覚失認）  

４．３．３．１ 臨床像  

 触覚による物品認識の障害である。エカンとアルバート、バウヤーとルーベンスは「純

粋触認識障害」と呼ぶ。稀な症状であり、そのような障害が存在するとしても要素的（感

覚）障害に帰しうるのではないかとする議論が古くからある。しかし要素的障害が存在し

ない症例、要素的障害では説明出来ない症例が存在する。エカンとデービッドの症例は 32

歳の男性である。二点弁別などの表在知覚は保たれているにもかかわらず、右手に与えら

れた物品が何であるか認識出来なかった。本例は銃創例であり、�線撮影により左中心溝

の上方に 3cm×1cm の骨欠損があるほか、脳の種々の場所に計 7 カ所の金属片の存在が認

められた。モリンらの症例は 61 歳の男性で両側性の触覚失象徴を示し、同時に視覚失認

をも合併していた。右同名半盲を呈したが要素的障害は認められなかった。病巣は左頭頂・

後頭葉領域の血腫であった。ファインバークらも左側頭・後頭葉領野下内側の梗塞に伴っ

て視覚失認と両手の触覚失象徴を同時に示した症例を報告している。同様の症例は他にも

報告されている。これらの症例に特徴的なことは手による物品の取り扱いがきわめて拙劣

なことである。触覚認識における運動的要因の重要性は種々の実験結果から明らかにされ

ており、触覚失象徴の背景には「触覚的探索」の障害が存在していることが考えられる。  

 

４．３．３．２ 機序  

 触覚失象徴の機序については、①要素的障害に起因する、②触覚特異的な呼称障害すな

わち「触覚性失名辞」である、③触覚のみならず視覚を含む「通様相性認識障害」である、

④触覚野と概念意味システムとの離断である、などの諸説がある。  

詳細な検査結果から要素的触感覚がほぼ保たれている触覚失象徴が存在することは複数

の研究者によって報告されており、第一の説は否定される。脳梁損傷に伴い触覚性呼称障

害を示す症例は確かに存在するが、これらの患者では非言語的な触覚機能（閉眼での物品

使用、など）は保たれている。また、脳梁損傷に伴う触覚性呼称障害は通常左手にのみ認

９-79 
 



第９章 

められるが、触覚失象徴は両側性の障害である 48。触覚性呼称障害と触覚失象徴は異なる

病態と考えられる。第二の説は妥当ではない。触覚認識が視覚に強く依存することは種々

の研究から明らかにされている。例えば、第６章で述べたように、点字読み課題遂行時に

は体性感覚野のみならず後頭葉も活性化される。しかし、視覚認識に障害のない触覚失象

徴も報告されている。触覚領域に限定された失認は存在する。第三の説も受け入れ難い。

結局、触覚失象徴の機序としては第四の説が最も有力である。ここで問題となるのは触覚

に特異的な概念意味システムが存在するのか、個々の感覚様相から独立した一般的概念意

味システムが存在するのかという問題である。多くの神経心理学者は触覚特異的な概念意

味システムがあり、それは左側頭葉に存在すると考えている 49。  

 

４．３．３．３ 解剖学  

触覚失象徴の責任病巣については頭頂・後頭葉領野を重視する立場と中心後回領野を重

視する立場とがある。既に述べたように、素材失認、形態失認が中心後回の損傷によって

生じることがローランド、コーキンらの研究で示されているが、触覚失象徴については症

例も少なくその責任病巣の詳細は不明である。CTで検索された例では左大脳半球後下方の

損傷が確認されている。エンドーらの報告例は右手の触覚失象徴例で両側頭頂葉および周

辺領野が損傷されていた。この事実から、彼らは右体性感覚野が両側頭葉にある触覚味概

念意味システムから離断されたため触覚失象徴が生じたと考察している。プラッツの症例

では左縁上回の損傷で右手の触覚的認識が障害されていた。ナカムラらの報告例は両側角

回皮質下白質損傷で両側性の触覚失象徴が認められた。バルサルモらは脳梁体後方三分の

二の損傷により左手の触覚失象徴を呈した症例を報告している。脳梁損傷では通常左手の

触覚性呼称障害は生じても触覚失象徴は生じない 50。バルサルモらは脳梁損傷によって触

覚的意味情報が存在する左側頭葉から右頭頂葉が離断されたことによって左手の触覚失象

徴が生じたと考察している。  

サルの第一次体性感覚野（SI）である２野には刺激の素材、形態に特異的に反応するニ

ューロンが見出されている。これはヒトの素材失認、形態失認の責任病巣が中心後回であ

ることに対応する知見である。一方、サルの上頭頂小葉（５野、７野）も体性感覚と密接

                                                  
48一側性の症例も報告されている。詳細は後述する。  
49 詳細は第１８章参照。  
50 詳細は第１２章参照。  
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に関連している。サルのこの領野の破壊は、粗滑弁別、形態弁別、重量弁別、運動覚、触

覚的記憶、などの障害をもたらす。しかし、その程度は中心後回の損傷に比して軽いと言

われている。５野のニューロンは皮膚刺激時、関節運動時に活動するが、単一の関節では

なく複数の関節の運動あるいは皮膚刺激と関節運動の組み合わせに最も強く活動する。ま

た、７野のニューロンは、①皮膚刺激時に活動するが受容野がきわめて広い、②関節の動

き、身体動作に関連して活動する、③触覚と視覚との同時刺激時に活動する、などの特徴

を持つ。上頭頂小葉へは SI から体性感覚情報が、また第一次視覚野からは視覚情報が送

られてきている。すなわち上頭頂小葉が体性感覚と密接な関係を持つことは明らかである

が、その機能は体性感覚と視覚、運動などの他の機能とを統合し、いわば触空間とも呼ぶ

べき知覚表象を形成することにある。従って、前述のごとく触覚失象徴の背景に触覚的探

索の障害があるとすれば、それは上頭頂小葉の損傷と関連している可能性が高い。  

 

４．４ 触覚失語  

 触覚的に与えられた刺激の形状、使用法などを認識し得るにもかかわらず、呼称が出来

ない状態は触覚失語と呼ばれる。以下の２型を区別しうる。  

１）一側性の触覚失語～脳梁切断によって左手の物品の呼称が出来なくなる現象は分割

脳患者について詳しく研究されている。左前大脳動脈の梗塞例でも左手の呼称障害が出現

するという。左手の体性感覚野の情報が左大脳半球にある言語野から離断されるために生

じると説明される。  

 ２）両側性の触覚失語～ブーボアら、遠藤らにより報告されている。この症状も言語野

と体性感覚野の離断として説明される。責任病巣としては左角回深部、下縦束、脳梁後部

から脳梁放線にかけての損傷が指摘されている。  

 

５．身体体験の障害 

 

５．１  身体体験の変容ならびに幻覚  

５．１．１ 半身体験の異常  

１）半身喪失感～自発的あるいは問診に対して半身の喪失感を訴える。「左手がなくな

ってしまった」、「左手がどこかへいってしまった」などと言う。視床病変、右頭頂葉病

変、脳幹病変などで出現する。  

９-81 
 



第９章 

２）半身変容感～身体半側が大きく感じられたり、小さく感じられたりする。多くは発

作性に出現する。頭頂・側頭・後頭葉接合領野の病変と関連が深く、左右いずれの大脳半

球の損傷でも出現する。  

３）半身異物感～「左半身が右半身よりも重くて硬い」、「左半身がゴムや木材で出来

ているようだ」などと表現される。  

４）余剰幻肢～両側上肢とは別の上肢があるように感じられる。これは身体切断者の幻

影肢（後述）とは異なるものであり、「第三の幻影肢」と呼ばれることもある。四肢以外

の部位にも余剰感が生じる場合がある。大塚らは陰茎が二つあるように感じられるという

重複性錯記憶 51の症例を報告している。右前頭葉、脳梁の損傷が関係している。  

５）運動幻覚～四肢がひとりでに動いているように感じられる。片麻痺患者に麻痺側を

動かすように命じると「動かしています」と答える患者がいる。患者は実際に運動を感じ

ているのではないかという指摘がある。  

６）半身パラフレニー～ゲルストマンは、身体半側の無感知、無視、忘却（後述）があ

り、これに幻影肢や幻覚体験、妄想体験加工が加わったものを「半身パラフレニー」と呼

んだ。患者は自己の半身を誰か他人のものと感じたり（自己他者感）、「自分の赤ちゃん」

などと自己以外の人格として取り扱ったり（個体化）、麻痺した半身を非常に嫌悪する（片

麻痺憎悪）、などの行動を示す。  

 

５．１．２ 幻影肢  

四肢切断、身体臓器摘除の後、切断部位や摘除臓器がまだ存在するように感じられる現

象を幻影肢（ファントム・リンブ）と呼ぶ。幻影肢は、①四肢およびその一部切断あるい

は無発生、②乳房、生殖器の摘除、③抜歯、眼球摘出、④脊髄損傷、⑤脳幹、視床、頭頂

葉損傷、などに伴って生じる。失われた身体部位は病前と同じ位置、形態で感じられる場

合もあり、変形して感じられる場合もある。四肢の場合は運動、生殖器では勃起や射精が

しばしば感じられる。切断、摘除に伴う幻影肢では、患者はこの体験が現実ではないこと

を十分認識している。幻影肢の出現率は四肢の切除では 90～100％、脊髄損傷では 5～10％

と言われている。ワインシュタインによれば、身体部位別の幻影肢の出現頻度は図９－２

１のごとくである。  

 
                                                  
51 第１１章参照。  
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幻影肢は末梢からの入力を絶たれた大脳皮質がなお活動を持続することによって生じる

と考えられている。四肢切断後幻影肢が生じた患者が脳血管障害によって右頭頂葉や内包

が損傷され、それに伴って幻影肢が消失したことが報告されている。このような症例の存

在は上記の考えを支持する。 fMRI を用いた研究でも、幻影肢の対側の第一次運動野や第

一次体性感覚野の活動性増大が報告されている。大脳皮質感覚野は図９－２０に示す部位

対応を有している。身体部位の切断によって末梢からの入力が絶たれると、受障前とは異

なる身体部位に対応するようになる。例えば右上肢に対応していた領野が顔に対応するよ

うになる。そして顔への刺激が右上肢への刺激と感じられるようになる。これが幻影肢の

神経機構である。  

幻影肢に伴って非常に強い痛みが感じられることがあり、これを「幻影肢痛」という。

幻影肢を有する切断者の 78～85%が幻影肢痛を体験している、50%以上は受障後 25 年以

上経過しても幻影肢痛がある。機序としては、�交感神経系の活動過剰、②断端（切断の

先端）の筋肉の有痛性痙攣、③過去の痛み体験の記憶に関係する中枢神経系の活動、など

が指摘されている。  

 

５．１．３ 身体二重体験  

５．１．３．１ 臨床像  

 １）身体離脱体験～自分自身あるいは自己が物理的な身体から離れていると感じられる

体験である。患者は「自分が宙に浮いている感じがする」あるいは「自分の体が宙に浮い

て見える」と述べる。  

２）自己像幻視～自分の身体が幻視として感じられる現象である。身体離脱体験と異な

り自分自身が物理的身体から離れたとは感じられない。すなわち、患者は見えている像が

真の自己の身体ではないことを認識している。ピアソンらが報告した症例は 46 歳の男性

で、真夜中にパジャマを着てベッドに入ろうとする自分自身の姿を見ている。患者が食事

をする時に椅子の後ろに立っている自分自身をまるで鏡にでも映っているように明瞭に感

じた。ブランクらの患者は自分自身の身体をまるで鏡でも映すように見える体験を報告し

ている。その像は彼女と同じ服装、髪型をして、彼女の前 1 メートルほどの位置に立って

見えた。  

 ３）自己視～自分自身の姿が幻視として体験されるものである。二つあるいはそれ以上

の身体像が体験されることがある。上記の身体離脱体験や自己像幻視との違いは患者が見
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えている像が真の自己の身体であるかそうでないか明瞭に判断しえない点である。例えば、

①患者は時に自分の（本来の）身体をその背後から見ている別の身体を体験する、②患者

は体験している身体像のいずれが真の自己の身体であるか判断出来ないことがある、③患

者は自己が二つに分裂したと感じる、などの事実が報告されている。  

 

５．１．３．２ 病因、責任病巣  

身体二重体験は脳炎、くも膜下出血、脳腫瘍、などで出現する。病巣はびまん性のもの

が少なくないが、てんかん患者の前兆としても身体二重体験、特に自己像幻視が出現する。

ペンフィールドとペロは幻覚を有するてんかん 69 例中 5 例に、ラッセルとホワイティは

視覚性前兆を有する 60 例中 2 例に自己像幻視の出現を認めている。その他、薬物中毒、

精神疾患などにおいても自己像幻視が出現する。  

 責任病巣としては、頭頂葉、後頭葉などの大脳半球後方の損傷があげられる。大脳半球

差は右大脳半球優位説、左大脳半球優位説、いずれも提唱されてきた。ブランクらの文献

例 41 例の検討結果は以下のごとくである。身体二重体験全体としては左右差は認められ

ない。身体離脱体験は右大脳半球例が多く、自己視は左半球損傷例が多い。損傷部位は頭

頂葉損傷例が最も多い。自己像幻視のみを示す症例では後頭葉損傷例が多い。身体離脱体

験や自己視を伴う症例では左頭頂葉・側頭葉を含む病変が認められる。身体離脱体験のみ

を示す症例では右頭頂葉・側頭葉を含む病変が認められる。  

 

５．１．４ 自己像多視  

 多数の自己の身体像が同時に見える体験である。ミューラーの報告例は仕事からの帰宅

途中突然 15 人の人々が自分の前に現れるのを見た。いずれも自分自身であった。年齢は

異なっており、衣服も異なっていたがいずれも彼が普段着用している衣服であった。  

 患者の三分の二は神経疾患患者で、脳血管障害、てんかんが多い。左右いずれの大脳半

球脳損傷でも認められる。残り三分の一は精神疾患患者である。  

 

５．１．５ 内臓視  

 自己の内臓が外空間に見える体験である。コマーの報告例は女性で、自分の心臓が見え

る体験をした。別の患者は自分の臀部が見えると述べた。ソラヤーの報告例は自分の心臓、

肺、子宮、さらに脳まで見えると述べた。  
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 何らかの身体疾患を有する中年女性に多い。いずれも鬱病、ヒステリーなどの精神疾患

患者の報告例であり、神経疾患例の報告はない。  

内臓の痛みが他の身体部位の痛みとして感じられる「関連痛」（例えば心臓の痛みが腕

の痛みとして感じられる）との共通性が指摘されている。内蔵感覚や痛みの中枢である島

回の関与が論じられている。  

 

５．１．６ 他者存在感  

 その姿は見えないが自分のすぐ側に他者がいるように感じられる。その姿勢が患者と同

一であると感じられる、あるいは自分の身体であると述べる患者の存在から自己視として

分類されている。一方、他者の像が「影のように見える」と表現する患者の存在から自己

像幻視の一種とする考えもある。  

 他者の声が聞こえるという「聴覚的他者存在感」を述べる患者もいる。幻聴は統合失調

症の特徴的症状の一つである。統合失調症の幻聴では、声がどこから聞こえるのか患者は

明瞭に特定出来ない。聴覚的他者存在感では、患者が声がどこから聞こえてくるかを明瞭

に体験出来る。  

 他者存在感はてんかん患者、偏頭痛、脳腫瘍、脳血管障害、頭部外傷などの神経疾患、

統合失調症、鬱病などの精神疾患で認められる。局所脳損傷患者では脳後方損傷例で多く

認められる。頭頂葉損傷例が最も多いが、側頭葉や後頭葉の損傷例でも認められる。  

 

５．１．７ 負の自己視  

 自己の身体が直接あるいは鏡の中で見えなくなる体験である。よく知られているのはフ

ランスの作家モーパッサンがその作品「オルラ (Le Holra」 )」の中で述べている体験であ

る。彼は「私には鏡の中の自分が見えない！。そこは空っぽだ。透明だ。・・・何も映っ

ていない。・・私は鏡の前に立ちつくす。」と描いた。臨床例の報告もなされている。そ

の臨床像は、①身体全体が見えないと述べる患者が多いが、身体の半分あるいは身体の一

部が見えないと述べた症例、②他者の身体も同じく見えないと述べた症例、③上述した種々

の身体二重体験と同時に負の自己視を体験した症例、など多彩である。  

 多くの患者はヒステリーなどの解離性精神疾患例である。脳損傷との関連ではてんかん
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患者で複雑部分発作症状 52として負の自己視を体験した症例が報告されている。脳波所見

などから推定される損傷領野は右大脳半球の前頭葉、頭頂葉、視床を含む病変と報告され

ている。右運動野、運動前野の虚血性病変に伴う負の自己視例も報告されている。  

 

５．２  ゲルストマン症候群  

５．２．１ ゲルストマン症候群（狭義）  

 ゲルストマンは 1924 年 52 歳の女性で自分や他人の手指の弁別が出来ない症例を報告し

た。この患者はこの他左右の弁別が出来ず、同時に失算、失書をも呈した。彼はこれらの

症状は同一機序に基づいて生じた均一の症候群と考えた。彼によればこれら四つの症状は

以下のごとく特徴づけられる。  

１）手指失認～患者は自分自身の左右いずれの手の指をも正しく弁別出来ない。指の呼

称、指示された指を動かすこと、検者の指の運動を模倣すること、いずれも失敗する。特

に中間にある３本の指で誤りが著しい。患者はしばしば自分の誤りに気が付かない。  

２）左右失認～患者は自己の身体および他人の身体に関連した左右の弁別に障害を示す。

特に手および手指においてこの障害は著しい。この障害は身体に関連してのみ生じ、外界

の左右弁別は障害されない。  

３）失書～いわゆる純粋失書 53の形を取り、文字、語いずれの書字も障害される。自発

書字、書き取りに比べて写字は保たれている。  

４）失算～比較的複雑な計算のみが障害されることもあれば、簡単な計算も出来ない場

合もある。数の位取りの概念が失われている。  

彼は左角回がその責任病巣であるとした。ゲルストマンの報告以降、これら一群の症状

はゲルストマン症候群と命名され、多数の症例報告がなされた。ゲルストマン症候群は左

大脳半球頭頂・後頭葉接合部の損傷による脳局所症状として神経心理学的症状のなかで最

もよく知られたものの一つとなった。ところが 1961 年ベントンは「ゲルストマン症候群

の虚構」と題する論文を発表した。彼は、①ゲルストマン症候群を示す症例は他の症状を

も同時に示し、特に失語の合併が多い、②４症状間の相関はあまり高くなく、症候群と呼

べるほど纒まったもののではない、これは左頭頂葉損傷例でも同様である、などの点を指

摘し、ゲルストマン症候群は「偏見に基づく、誤った観察の副産物であり、その存在は虚

                                                  
52 大脳皮質の律動異常に起因する発作。意識障害を伴なう。  
53 第７章参照。  
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構である」とまで極言した。ベントンの論文以降、多数の研究者が論文を発表し、ベント

ン支持派と反ベントン派に分かれて華々しい論争が展開された。  

ベントンが指摘したゲルストマン症候群の問題点の第一について検討してみよう。ゲル

ストマン症候群の４症状が全て存在する症例は少なく、症状間の相関も低いことはベント

ンの指摘する通りである。しかし、ゲシュヴィンドが指摘するように、多数の症例につい

て統計的解析をすることはゲルストマン症候群のような稀な症状の研究法として妥当かど

うか疑問がある。他の症状との関係、特に失語との関係については失語を伴わないゲルス

トマン症候群の症例が数例報告されており、失語とゲルストマン症候群とは別個に生じう

ると考えられる。一般知能障害の存在についても上記の症例ではゲルストマン症候群を説

明しうるような粗大な一般知能障害は存在しない。もっとも、このことは失語や一般知能

障害によって二次的にゲルストマン症候群が生じることを否定するものではない。  

次ぎにベントンが指摘したゲルストマン症候群の第二の問題点について検討する。ゲル

ストマン症候群の局在論的価値についてはハインビュルガーらが詳しい検討を行っている。

４症状全てがそろった 23 例中、左後シルビウス領野に明らかな病変を認めたものは 57％、

その可能性のあるものは 30％、病変の存在しないものは 13％であった。大東によれば、

剖検、手術などによって病巣が確かめられているゲルストマン症候群 30 例中 23 例に左角

回病変が認められた。  

 筆者が現在までに報告された限局性病変に伴うゲルストマン症候群の報告例 70 例につ

いて検討した結果は以下のごとくである。損傷大脳半球は左が殆どであるが、稀に右手利

きで右大脳半球損傷によるゲルストマン症候群がみられる。損傷部位は頭頂葉損傷が圧倒

的に多いが、頭頂葉に損傷のない症例の数も決して無視しえない数である。注目すべきは

脳腫瘍例が非常に多いことである。これはそこに出現する症状が病変部位に起因するだけ

ではなく、周囲の組織への圧迫症状である可能性もあり、ゲルストマン症候群の局在論的

価値はこの点でも問題がある。また、本症候群の諸症状が脳腫瘍に伴うより一般的な失見

当や意識障害の現れであるという解釈の根拠ともなりうる。ゲルストマン症候群と左頭頂

葉病変との関連性が高いことは事実であるが、左頭頂葉以外の領野の損傷によるゲルスト

マン症候群の症例が少なからず存在する。逆に明らかに左頭頂葉病変が存在するもかかわ

らず、ゲルストマン症候群の４症状が全て見られない症例の存在も確認されている。  

以上より、①比較的「純粋な」ゲルストマン症候群が存在することは明かである、②し

かし、当初考えられていたほど高い脳局在論的価値は有しない、と結論出来よう。  
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５．２．２ 発達性ゲルストマン症候群  

 発達性にゲルストマン症候群を呈する小児の症例が報告されている。後天性の症例と同

様に、①手指失認、②左右失認、③失算、④失書、を呈する。同時に視空間障害、図―地

弁別障害、読字障害、軽度の一般知能障害、などが認められる。  

 一方、極端に計算能力が低い小児が存在することは古くから知られており「発達性失算」

と呼ばれている 54。そのうちの一部は発達性ゲルストマン症候群の症状である失算が学校

教育場面で顕在化したと考えられている。  

キンスボーンとウェリントンは発達性ゲルストマン症候群の諸症状の背景には共通する

認識機能の障害があり、それは「全体をそれを構成する部分に分け、さらに各部分を順序

づけることの障害」であるとした。  

 発達性ゲルストマン症候群の責任病巣については、①優位大脳半球の頭頂葉損傷（ゲル

ストマン症候群の責任病巣からの類推）、②右大脳半球損傷（非言語性学習障害を合併す

る発達性ゲルストマン症候群の存在を根拠とする）、③両側頭頂葉損傷（計算課題遂行時

には両側頭頂葉が活性化される 55ことを根拠とする）、などの説がある。発達性読字障害

を伴う発達性ゲルストマン症候群児では左頭頂葉に損傷があり、非言語性学習障害を合併

する発達性ゲルストマン症候群児では右頭頂葉に損傷があるとの報告もある。  

 

５．３ 手指失認  

 1924 年ゲルストマンによって自己および他者の手指の同定障害の意味で用いられた。上

述のごとくゲルストマン症候群を構成するが、単独で出現することがある。拇指や小指に

比して中間の３指で障害が生じやすい。手指の運動障害は通常認められない。ガイノッチ

の報告によれば、臨床的に手指失認が確認された症例の割合は左大脳半球損傷例では 18％

（16／88）、右大脳半球損傷例では 16％（12／74）であり、半球差は認められなかった。

損傷部位は頭頂・後頭葉損傷が多かった。  

一方ベントンは、手指失認は単一の障害ではなく、用いる検査方法によって様々な表れ

方をすることを指摘した。種々の実験研究がこのことを確認している。手指失認の検査は

手指の呼称、口頭で指示された手指の同定などの言語性検査と、検者に触られた手指と同

じものを絵に書かれた手で示すといった非言語性検査に分けられる。このうち言語性検査

                                                  
54 発達性失算については第１０章参照。  
55 第１０章参照。  
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は失語と密接な関係があることが認められている。ペックらは 50 例の脳損傷者に言語性

および非言語性の手指検査を行い、言語性検査の成績は失語と密接な関連があるが、非言

語性検査はそうではないことを見出した。ソーグらも手指の呼称、口頭で指示された手指

の同定は言語理解障害のある失語で特に成績が劣ることを認めている。非言語性検査の成

績はウェックスラー成人知能尺度（WAIS）の動作性検査の成績と相関が高いことが明ら

かにされ、特に右大脳半球損傷例で成績の低下が認められる。  

 関連した症状として足指の同定障害がある。ツチャらは、左角回損傷に伴いゲルストマ

ン症候群を呈した症例で、足指の同定にも障害を示した症例を報告した。彼らは手指失認

とは別に「指失認」の概念を提唱した。類似の症例は孫らによっても報告されている。  

 

５．４ 左右失認  

 1924 年のゲルストマンの定義によれば、自己の身体に関連した左右の弁別（左右見当識）

の障害である。現在では自己、他者、画像などの左右弁別障害と定義される。左右失認も

ゲルストマン症候群の一部として、また単独で出現する。ベントンによれば左右失認も単

一のものではなく表９－６のような様々な側面がある。  

 

表９－６ 左右失認の諸側面（ベントン）  
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ペックらは左右失認を次の４型に分けて論じている。  

１）行動面での左右弁別は良好であるが、左右概念の言語的取り扱いが不確実なもの。  

２）行動面での左右の混同。  

３）身体および外空間の半側無視（後述）、多くは左半側無視による二次的な行動面で

の左右弁別障害。  

４）身体部位失認（後述）における両側の身体部位に対する不確実さ。  

左右弁別の障害、混乱は正常人でも見られ、特に女性に多いといわれる。筆者の知人は

結婚式の指輪交換の時どちらの手の指に指輪をはめるかどうしても覚えられず、結局花婿

の指に予め糸を巻き付けておいたという。ウォルフの調査によれば、男性の 8.7%、女性の

17.5%がしばしば左右を混同すると回答している。発達的には左右弁別が可能となるのは

6 歳頃、完成するのは 12 歳頃であるとされる。  

脳損傷に伴う左右失認は手指失認と同様失語との関係が問題となる。ソーグらは左右弁

別障害と損傷大脳半球、失語との関係を検討し、  

１）言語的性検査では失語を伴う左大脳半球損傷例で障害を示す割合が 50％と成績が最

も悪い。右大脳半球損傷例では 13％が障害され、失語を伴わない左大脳半球損傷例では障

害を示す例は見られなかった。  

２）非言語的性検査では、失語を伴う左大脳半球損傷例は 48％が障害を示し、右大脳半

球損傷例では 32％、失語を伴わない左大脳半球損傷例では 14％が障害を示した。  

などの結果を得ている。  

ラットクリフはマネキンの右手もしくは左手にマークをつけたものを正立、倒立で提示

し、マークのついている手が左右いずれかを判断させた。その結果、右大脳半球後方損傷

例で最大の障害が見出された。  

 責任病巣は頭頂葉と考えられている。フィシャーらはアルツハイマー型認知症患者、脳

血管障害患者を対象とした研究を行い、両側頭頂葉に活動性低下があるアルツハイマー型

認知症患者では自己および人形の左右弁別の成績が脳血管障害患者より低下することを示

した。  

 

５．５ 身体部位失認  

 言語的に命令された身体部位を指示することの障害である。ピックにより 1908 年記載

された例が最初といわれる。患者は、自己、検者、人物画の身体部位の名称を正しく言え
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ない、尋ねられた身体部位を指示することが出来ない、などの症状を呈する。誤りの内容

には、  

１）近接の誤り～標的部位に近い部位と混同する（肩と肘の混同）。  

２）意味的誤り～標的部位と機能的に類似した部位と混同する（足と手の混同）。  

３）無原則の誤り～標的部位と反応部位間に関連性がない。  

などがある。鼻、耳などの比較的境界が明瞭な部位に比して頬や関節のような境界が余り

明瞭でない部位が障害されやすい。興味深い事実としては、患者に人物画を描かせると、

名称の言えない身体部位を省いたり、小さく描いたりすることが報告されている。  

身体部位に関連した全ての課題が障害される訳ではなく、①身体部位の機能や位置に関

する知識、②指示された身体部位の呼称、③尋ねられた自己の身体部位の指示、④尋ねら

れた検者の身体部位の指示、などの課題がそれぞれ単独で障害される場合がある。  

ペックらは身体部位の呼称障害の程度と他の物品の呼称成績に差が見られないことから

身体部位失認の独立性に疑問を呈し、失語、空間的失見当、一般知能低下のいずれかに還

元しうるとしている。一方、デレンチらは、自分で呼称は出来なくても他人の身体部位呼

称の誤りを指摘出来る患者や呼称はよいが指示の不良な患者の存在などから、身体部位失

認は失語には還元しえない障害であるとし、分節化された全体の各部分を相互に関係づけ

ることの障害であると述べている。オグデンも身体部位の呼称に障害はなく、口頭で命令

された部位を指示することにのみ障害を示す症例を報告し、全体との関係で部分をとらえ

ることの障害として身体部位失認を説明している。デニスらは、自己や他者の身体位置情

報処理の障害を重視している。いずれにせよ、他の高次脳機能障害に還元出来ない身体部

位の認識障害が存在することは明らかである。  

責任病巣としては両側性または左の頭頂・後頭葉病変が指摘されている。身体部位の呼

称の成績が他の物品の呼称に比して特に不良な症例は左頭頂葉病変例が多い。なお左頭頂

葉前方の切除例で身体部位の呼称障害を示した症例も報告されている。健常者の左頭頂葉

の経頭蓋磁気刺激 (TMS) 56によって身体部位の弁別が障害されることが報告されている。 

 

 

                                                  
56頭皮上にコイルを置き電流を流すとファラデーの電磁誘導の法則に従ってコイルの反対

側に磁界の変化を妨げるような電流が流れる。これによって一時的に刺激部位下にある大

脳皮質の機能を阻害することが出来る。  

９-92 
 

 



第９章 

５．６ 身体部位帰属失認  

 他者の身体部位を指示するよう口頭で命令されると対応する自己の身体部位を指示する

症状である。上述の身体部位失認とは独立に生じる。身体部位の呼称は自己および他者い

ずれについても保たれている。クレール・デゥ・ラァンガヴァンの症例では指示された他

者の身体部位を手で掴むことも可能であった。すなわち他者身体の認識自体は保たれてい

ると考えられる。画像解析では左頭頂葉もしくは左頭頂・後頭葉の損傷が報告されている。  

 

５．７ 痛覚失認（痛覚失象徴）  

 痛みは感じているにもかかわらず、それに対する正常な反応が欠如した状態である。

1928 年シルダーとシュテンゲルにより「痛覚失象徴」として報告された。患者は痛みに対

して全然反応しないか、または不十分な反応しかしない。どのような防御反応をしてよい

のか判からぬ状態にある。検者が威嚇的な身振りをしても何の反応をも示さないが、その

身振りの意味は理解出来る。全身に及ぶこともあるが、上半身で強いか上半身に限局する

こともある。痛みに対する植物反応は保たれている。  

 痛覚失認の機序について、シルダーとシュテンゲルは身体図式（ボディ・シェマ） 57の

障害と考えた。クリッチリ、デゥ・アジュリアゲラとエカンは身体部位失認の一類型と考

え、ブレインは痛みの認識と身体図式の認識とを統合しえないためと考えた。ゲシュヴィ

ンドは感覚野と大脳辺縁系の離断症状であると述べている。かくのごとく痛覚失認の機序

には諸説ある。  

 責任病巣としては左頭頂・後頭葉、特に縁上回が問題とされる。この他、前頭葉、第二

次体性感覚野なども関連しているとされる。  

 痛覚に関連した障害として、先天的な痛覚失認である「発達性痛覚失認」、麻痺側に与

えられた痛覚刺激の定位障害である「半側痛覚失認」なども知られている。  

 

５．８ 他人の手徴候  

  1975 年ブリオンらによって報告された現象である。患者は目隠しをされると自分の手足

が自分のものかどうか判断出来ず、左右弁別も出来なくなる。この症状は開眼すれば消失

する。患者には要素的感覚障害はなく、他の身体認識障害もない。ブリオンらの症例は脳

梁腫瘍例であった。ゴールデンバーグらは前頭葉ならびに脳梁損傷に伴う他人の手徴候例

                                                  
57 身体表象を形成する基礎となる自己の身体についての認識の枠組。  
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を報告している。大脳半球間の伝達障害と考えられるが、脳梁損傷が必要十分条件である

のか他の領野（特に前頭葉）の損傷が必要であるかは今後の検討課題である。  

  

６．病識の障害 

 

自己の疾病や障害を認識することを「病識」という。病識の障害を「病態失認」という。

疾病や障害の存在を認識しないだけでなく、その存在を積極的に否認する行動が「病態否

認」である。両者は厳密には異なる概念であるが、多くの場合余り区別しないで用いられ

ている。本書でも両者を適宜使用する。  

 

６．１  片麻痺の認識障害  

６．１．１ 概念と臨床像  

片麻痺患者が麻痺の存在を否認する現象は 1914 年ババンスキーによって「病態失認」

と命名された。一方、既に述べたように、皮質盲や皮質聾においても自己の障害を否認す

る傾向が認められる。そこで病態失認はこれら全てを含む概念として用いられ、片麻痺の

否認は「片麻痺否認」、「片麻痺病態失認」あるいは「ババンスキー徴候」と呼ばれてい

る。臨床的に以下の３型を区別しうる。  

１）片麻痺無関知～自己の麻痺に対する無関知である。片麻痺の存在を認識してはいる

が、それによって困難を感じるとかその状態を心配するとかいうことが見られない。  

 ２）（狭義の）病態失認～患者は片麻痺の存在に気づかず、あるいは片麻痺が存在しな

いかのごとく振舞う。麻痺側を動かしてみるように命じると「動かしています」と答える

が動かそうとはしない。実際に麻痺側が動かないことを示して麻痺の存在を認めさせよう

としても、患者は認めようとしない。すなわち麻痺の存在を認識することへの何らかの「抵

抗」が存在する。  

 ３）片麻痺の否認～積極的に片麻痺の存在を否認する。ババンスキーの報告している症

例は女性の左片麻痺患者で、数年にわたる障害の存在にもかかわらずそれについて話をす

ることはなかった。病気の状態について質問されると、頭痛や静脈炎のことは話すが麻痺

については何も話さない。麻痺側を動かすように求めると「この通りです」とは言うが何

もしない。彼女の側で医者たちが電気治療のことを話していると「どうして私が電気治療

をするのですか。私は麻痺などありません」と言った。  
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片麻痺に対する認識障害は様々な現れ方をする。片麻痺の存在は否認しても同時に存在

する言語障害は認識していた症例、上肢の筋力低下は認めても下肢のそれは否認した症例、

などが報告されている。  

片麻痺否認患者は障害の認識障害に加えて種々の「生産症状」を示す。患者は麻痺四肢

を動かすよう求められるとさも動かしているような振りをする。麻痺四肢に関する妄想を

話す。麻痺四肢を憎悪する。麻痺四肢を他人の四肢だと主張する。このような行動は患者

が片麻痺の存在にある程度気付いていることを示している。  

片麻痺認識の障害は当然のことながら片麻痺のある患者にのみ出現する。また多くの症

例では半身の感覚障害、身体半側無視、消失、触覚的アロエステジー 58などが存在する。

ビシアンチらは片麻痺無関知と他の病態失認との関連を検討し、①上肢の麻痺症状の無関

知と下肢に対するそれは独立に生じうる、②片麻痺無関知の程度と他の無関知症状の程度

との相関は、感覚障害無関知がr＝0.238、視野障害無関知がr＝0.201、半側身体失認がr

＝0.259、無視症候群無関知がr＝0.289 でいずれも有意であるが、それぞれ独立に生じう

る、③運動障害や感覚障害の程度と病態失認の程度とは相関しない、などの結果を報告し

ている。  

 

６．１．２ 機序  

 片麻痺認識障害の神経心理学的機序については種々の説がある。第一はいわゆる「身体

像（ボディ・イメージ）」の障害、防衛機構 59、一般知能の低下などの心理学的概念によ

って説明しようとする説である。第二は末梢からの感覚情報の欠落、身体半側無視、身体

部位失認などによる二次的障害とする説である。第三は右大脳半球体性感覚野の左大脳半

球言語野からの離断、注意の大脳半球間のバランスの障害などの神経解剖学的、神経生理

学的な観点からこれを説明しようとする説である。第四は意図的運動系の情報処理の障害、

すなわち意図した運動が実際は実行されていないという情報が運動野にフィードバックさ

れてないため片麻痺認識障害が生じるとする説である。第五は片麻痺認識の障害は全て等

質ではなく、異なる機序よりなるいくつかの類型に分類出来るとする立場である。フレデ

リックは片麻痺認識の障害を、①言語性病態失認（麻痺の存在を否定する）、②病態失認

                                                  
58 これらの症状については本章５節および第７節参照。  
59 心理的な安定を保つための無意識的な自我の働き。片麻痺を否認することによって不安

や罪悪感を生じさせないようにする。  
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性行動異常（麻痺が存在しないかのごとく行動する）に分け表９－７の機序を想定してい

る。  

いずれにしても片麻痺認識障害のような複雑な症状が単一の要因によって生じるとは考

えられない。複数の要因が関係していることは明らかである。浅川はこれを病巣要因と病

巣外要因に分ける。前者には、病変部位、感覚障害、運動障害、意識障害などがあり、後

者には意識・覚醒水準の変化、精神症状、作話、一般知能障害、病前性格、言語障害など

がある。これらの要因の相互作用によって片麻痺認識障害が生じると考えられる。  

 

表９－７ 片麻痺認識障害の機序（フレデリック）

 
 

６．１．３ 解剖学  

 片麻痺認識障害が左右いずれの大脳半球損傷で生じやすいかについてはアデールらがそ

れまでの文献研究の結果を纏めている。右大脳半球損傷では 67%～100%、左大脳半球損

傷では 0%～86%である。右大脳半球損傷で出現率が高い。  

片麻痺認識障害の責任病巣について、クリッチリは、①大脳のびまん性病変、②右大脳

半球頭頂葉病変、③右大脳半球視床病変、④右大脳半球視床・頭頂葉・脳脚病変、⑤右大

脳半球頭頂葉病変と視床病変の合併、⑥脳梁病変、をあげている。CT 所見では、①下後

頭頂葉損傷、②頭頂・側頭葉損傷および視床損傷、③大脳のびまん性萎縮、などの報告が

ある。森は、右大脳半球中心溝領野、下部頭頂葉、上側頭葉、下前頭回およびその皮質下

領野の病変を見出している。フレデリックは、彼の病態失認性行動異常は右頭頂葉に局在

させうるが言語性病態失認は局在困難であり、おそらく皮質下の損傷と関係するであろう

と述べている。ビシアッチによれば、片麻痺無視は右下頭頂葉領野の皮質および白質病変、
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ならびに視床病変と関係する。  

以上より、片麻痺認識障害は右頭頂葉ならびに視床の病変と関係が深いと考えられる。  

 

６．２ 皮質盲の否認  

 前述のごとく皮質盲の否認はアントン症状と呼ばれる。患者の視力障害は重度で、手指

弁別も障害され、場合によっては明暗弁別も障害される。この重度の障害にもかかわらず、

患者は視覚障害を否定し、視覚的課題の遂行を求められると誤った反応をする。アントン

症状は精神症状や作話 60を合併することが多い。  

 皮質盲否認の機序については、①軽度の意識障害、記憶障害、一般知能障害などによる

二次的障害、②視覚系の働きをモニターする機能の障害、視覚系のフィードバック機能の

障害、③残存する視覚、隠れた視覚、視覚表象などによる欠損機能の補完、④損傷された

視覚野と言語野の離断、などの説が提出されている。  

 皮質盲否認は通例両側後大脳動脈領域の広範な病変によって生じる。特に後頭葉背側の

損傷で否認は生じやすい。外傷、視覚伝導路などの損傷によって皮質盲となった症例が前

頭葉損傷を伴う場合、視力障害の存在を否定する症状が出現する場合がある。いずれの大

脳半球損傷で生じやすいかについては、右大脳半球損傷で生じやすいとする説と左右差な

しとする説があり、結論は不明である。  

なお、皮質損傷によらない眼球や視覚伝導路損傷による視覚障害でも障害の否認が出現

する。  

 

６．３ 半盲、暗点の病態失認  

半盲や暗点を有する患者の多くは視野障害の存在に気づかない。レビンによれば半盲患

者 88%は半盲の存在を認識していない。大脳皮質損傷よりも眼球や視覚伝導路の損傷によ

る視野障害で無関知が生じやすい。  

 クリッチリは視野障害患者の体験に２型を区別した。第一は「陽性半盲」で患者は物品

の半側がはっきり見えなくなる。第二は「陰性半盲」で患者は物品の見えの変化を自覚し

ない。チューバーらによれば 46 例の銃創による視野障害例中 44 例は陰性半盲であった。

耳側半盲より鼻側半盲（図９－６参照）で半盲の無関知は生じやすい。交叉性視覚伝導路

が非交叉性視覚伝導路より優位であることによると考えられている。  
                                                  
60 事実に反する言語的陳述。詳細は第１１章参照。  
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  本章第２節で述べたように、半盲では偽黄斑、補充などの視野障害を補う現象が生じる。

これが視野障害患者の病態失認の大きな要因になっている。患者は主観的には視野障害部

に提示された刺激を知覚している。患者は視野障害を「体験」出来ない。「類推」するの

である 61。  

 

６．４ 高次脳機能障害の病態失認  

 １）失読、相貌失認、失色名などの視覚高次脳機能障害患者もその障害の存在を否定す

る場合がある。バリント症候群、視空間無視（後述）などでも病態失認が出現する。  

 ２）重度の記憶障害であるコルサコフ症候群 62の患者が記憶障害に対する病態失認を呈

する場合がある。患者は障害の深刻さを認識せず記憶障害の存在に無関心である。後述の

ごとく、コルサコフ症候群は視床背内側核に関係する。記憶障害に対する病態失認は前頭

葉損傷もしくは前頭葉と視床背内側核との離断によって生じると考えられている。  

 ３）認知症患者 63は自己の認知症症状に対する病識の欠如、無関心を示す（認知症病態

失認）。その頻度はアルツハイマー型認知症では 15～24%と推定される。病期の初期には

病識は保たれるが中期以降では病識の水準は低下する。アルツハイマー型認知症における

病態失認は前頭葉機能障害に起因する。実際、病態失認のあるアルツハイマー型認知症患

者ではない患者に比して前頭葉の血流量低下が認められている。ピック病、ハンチントン

病でも病識が障害されるが、基底皮質変性症では比較的保たれる。脳血管性認知症、パー

キンソン病では病識障害の頻度はアルツハイマー型認知症より少ないと報告されている。  

 ４）第６章でも述べたように、失語でも言語障害の存在を否認する場合がある。流暢失

語患者で出現しやすい。患者はその言葉が他者には理解出来ないことを認識せず、誤りの

訂正を試みない。ブローカ失語でも病態失認が生じる。同じ発話を繰り返し、それに気づ

かない場合がある。  

 神経心理学的症状を有する患者が病態失認を示す場合、神経心理学的症状の責任病巣が

病態否認についても責任病巣であるのか、それ以外の例えば右大脳半球病変の存在が重要

であるのかは不明である。  

 

                                                  
61 周知のごとく我々は日常「盲点」の存在には気づかない。盲点の存在を「体験」するこ

とは出来ない。我々も「盲点」については「病態失認」の状態にある！。  
62 第１１章参照。  
63 認知症については第�部参照。  
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７．無視症候群 

 

７．１ 定義と分類  

 「無視症候群」は脳損傷に伴う提示刺激に対する報告、反応、注意の障害と定義される。

通例損傷大脳半球の対側で認められる。感覚障害や運動障害には還元出来ない障害である。

①複数の感覚様相に共通して出現する、②知覚／認識の側面と運動の側面の両者が関与す

る、などの点でこれまで述べて来た失認などとは異質な障害である。その臨床像は多彩で

あり、様々な観点から分類可能である（表９－８）。本書では、①各感覚様相の無視症候

群、②身体体験における無視症候群、の順で述べる。運動領域の無視症候群については第

８章で述べた。  

 

表９－８ 無視症候群（ＵＳＮ）の諸相
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７．２ 視覚における無視症候群  

７．２．１ 視覚的アロエステジー  

一側視野に与えられた刺激が対側視野にあるように知覚される。ジェイコブスの症例は

24 歳の女性で左半側色盲があり、発作的に右視野で見ていた事物が左視野に移動するのを

体験した。この現象は 3～15 分続き、大変現実的なもので、患者は最初それが事物の実際

の移動ではないことに気が付かなかったという。視野障害のある症例で出現しやすく、通

例は患側に与えられた刺激が健側に出現する。  

視覚的アロエステジーは頭頂後頭葉病変例で多く認められる。左右大脳半球差は存在し

ない。  

 

７．２．２ 消失  

７．２．２．１ 概念と臨床像  

 刺激が一つだけ与えられた時には検出可能であるのに、他の刺激が与えられた場合本来

の刺激が検出しえなくなる現象である。後述する視空間無視と異なり、半側視野にだけ刺

激が提示されれば検出出来るが、両視野が同時に刺激されると損傷大脳半球対側の刺激が

検出されない。消失は同一視野内でも生じる。また異なる感覚様相間でも生じる。例えば

損傷対側に視覚刺激、損傷同側に触覚刺激を提示すると視覚刺激が検出されない。逆の条

件では触覚刺激が検出されない。消失は二つの刺激が時間的にずれて提示された場合でも

生じる。刺激提示開始時間のずれ（SOA）が 500 ミリ秒程度でも損傷対側に提示された刺

激は検出されない。左右に提示された刺激が一つの図形やまとまりを形成する場合には消

失は生じにくい。例えば口、鼻などをバラバラに提示するより顔として提示した場合の方

が消失は生じ難い。  

消失患者では無意識的な認識は保たれている場合がある。両視野に刺激を提示してその

異同判断をさせる。患者は刺激は一つしか見えないので異同判断は出来ないと答える。そ

れでも強制的に異同判断をさせると、その正答率は偶然より有意に高い。形態的な異同判

断だけではなく、用途が同じかどうかなどの意味的異同判断でも有意に正答率が高い。  

 

７．２．２．２ 機序  

消失は、当初、ポッペルロイターなどにより一種の注意障害と考えられた。ベンダーと

チューバーは、消失が同側視野の上側と下側でも、単眼視でも両眼視でも生じることから
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注意では説明出来ない現象であるとした。彼らは、消失では大脳における興奮の全体的パ

ターンが問題となり、ある領野の興奮が他の領野の興奮を抑制したりそれを上回ることに

よって興奮のパターンが変化し、そのために特定の刺激が検出されなくなるとした。  

デニー・ブラウンらは、頭頂葉損傷例における消失は、個々の刺激の特性を区別するこ

とが出来ず、刺激全体を一纏まりとして捉えてしまうことにより生じると考えた。この場

合はよりよく捉えられた刺激の特徴が刺激全体の特徴になり、他の刺激の特徴は無視され

ることになる。  

井村は特異な視覚異常を示す症例「林」について詳しい研究を行った。この症例は消失

を示したが、消失は優位の刺激と劣位の刺激の差が極めて大きい時最大となった。井村は、

刺激の一方が図、一方が地という関係が固定化してしまうために生じるとした。  

デニー・ブラウンや井村は一方の刺激が他方より優位となることを前提としており、こ

のような優劣がなぜ生じるかについては述べていない。この点を検討したのがバーチらの

研究である。彼らは消失を情報処理の観点から捉えている。すなわち、患側では健側に比

べて情報処理が遅れる傾向にあり、健側の情報処理によって妨害を受けるため消失が生じ

るという。彼らによると患側の刺激を幾分か健側より早めに与えると消失は軽減もしくは

認められなくなるという。しかし、この理論では既に存在し検出されていた刺激が第二の

刺激提示により検出されなくなる現象を説明出来ない。  

ハイルマンらは大脳半球の注意能力には一定の限界があり、脳損傷によってそれが低下

するため、能力の範囲を越えた刺激は無視されるという注意容量限界仮説を展開している。 

 

７．２．２．３ 解剖学  

 消失は右大脳半球損傷で生じやすいが、左大脳半球損傷、脳梁損傷でも出現する。消失

の責任病巣としては頭頂葉、視覚野、外側膝状体、視放線などが指摘されている。  

 異なる感覚様相間の消失に関連して次の実験結果が報告されている。マカルソらは左も

しくは右視野に発光ダイオード（LED）を提示し、同時に右手もしくは左手に触覚振動刺

激を与えた。LED が右視野、触覚刺激が左手に提示される条件では左後頭葉舌状回の活動

性が増大した。LED が左視野、触覚刺激が右手に提示される条件では左後頭葉舌状回の活

動性は有意ではないが低下した。消失においては通様相連合野から第一次感覚野への抑制

が関係していることを示唆するデータである。  
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７．２．２．４ 反消失  

消失とは逆に損傷同側視野に刺激を提示すると対側視野刺激の検出成績が向上する「反

消失」と呼ばれる現象がある。ハンフリーらは統覚型視覚失認患者 GK を対象とした研究

において次の事実を見出した。持続時間が 70 ミリ秒の極く短い刺激を左視野のみに提示

した場合 GK は刺激を殆ど検出出来ない。左右視野に同じ刺激を提示すると検出率は 40%

に向上した。  

 

７．２．３ 視空間無視  

７．２．３．１ 概念  

 1876 年ジャクソンは半側外空間に対する視覚的不注意について記載した。1917 年ポッ

ペルロイター、1918 年ホームズも半側外空間に対する視覚的注意障害について記載した。

この症状の組織的研究は 1941 年ブレインに始まる。彼は右大脳半球損傷に伴う左外空間

の無視を記載し、これを「空間の左半分に対する失認」と呼んだ。この症状には「視空間

失認」、「半側視空間失認」、「半側視覚注意障害」、「半側不注意」、「半側無視」、

「半側空間無視」など様々な名称が用いられてきた。この症状は「失認」ではない。無視

は視覚以外の感覚様相でも生じ、半側のみに生じる訳でもない（後に述べるように奥行き

空間でも無視は生じる）。無視が注意障害であるかどうかは議論がある。これらの点を考

慮すれば「視空間無視」（以下 VSN と略）と呼ぶのが妥当である。  

 

７．２．３．２ 左半側空間無視の臨床像  

当初、VSN としては右大脳半球損傷に伴う左半側空間無視が注目され、多くの研究報告

がなされた。従って、現在知られて VSN に関す知見の大部分は左半側空間無視症状であ

る。以下に示す多彩な臨床像が報告されている。  

１）患者は右側に顔や視線を向けている。検者が左側から声をかけても右側を向く。  

２）食事に際して皿の右側の料理だけを食べる。顔の右側のみ髭を剃り、化粧をする。

着衣に際して右側の袖にのみ袖を通す。移動に際して左側の障害物や曲がり角を無視する。

結果として障害物に衝突する。また目的地に到着出来ない。  

３）種々の視覚課題において以下の誤りを示す。  

①左半側空間の視覚的探査の障害。抹消検査では左半側空間の刺激を抹消出来ず、左半

側空間の刺激を検出出来ない（図９－２２、Ａ）。また左半側空間で探索回数や探索

９-102 
 



第９章 

時間の減少が認められる。  

②時計、ひまわりなどの左右対称の物品の自発画や模写における左半分の省略、稚拙化    

 （図９－２２、Ｃ）  

③積み木などを用いた構成行為における左半側の省略や誤り。  

④線分二等分における左半側の過小評価（図９－２２、Ｂ）。  

⑤特定位置に提示された点の指示における左半側の誤りの増加。  

�左半側に向かう眼球運動の障害。左半側刺激に対する反応時間の遅延。  

⑦両側に同じ大きさの図形を提示して大きさを比較させると左の図形をより小さいと

判断する。  

⑧語の左側の文字を読まない。文章の左側の語を読まない（「無視性錯読」）。  

⑨書字でページの右側にのみ文字を書く。パーソナルコンピュータやワードプロセッサ

のキイボードの左側のキイを使用しない（「無視性錯書」）。  

 

 
図９－２２ 種々の視覚課題における左半側視空間無視症状  

Ａ：視覚的探査、Ｂ：線分二等分、Ｃ：描画  
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４）視覚課題における患者の誤りは与えられた刺激量に依存して増大する。線分二等分

では線分が長い程、抹消課題では抹消すべき対象が多い程誤りは増大する。  

５）外空間の認識だけでなく、視空間表象においても VSN はみられる。ビシアッチら

による次の研究はよく引用される。患者にミラノのデゥオモ広場を表象させ、特定の場所

に立った場合何が見えるかを言わせる。患者の左手にある建物は常に言及されなかった（図

９－２３）。すなわち患者が立つ位置によって言及される建物は異なっていた。このこと

は視空間表象自体が失われているのではなく、その走査が障害されていることを意味する。 

 

 

図９－２３ ミラノのデゥオモ広場の地図  

左半側空間無視患者にＡの位置に立った時何が見えるかを尋ねるとａの建物のみを答え

た。Ｂの地点に立った時何が見えるかを尋ねるとｂの建物のみを答えた。  
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また、ビシアッチらは次の実験を行った。狭いスリットの後ろを雲のような形態のはっ

きりしない図形を移動させる。一定時間間隔をおいて二つの図形を提示し、被験者にその

異同弁別を求めた。右大脳半球損傷例では図形の左側の違いの検出で統制群より有意に劣

っていた。  

６）VSN 患者における視空間表象の障害は数の処理においても認められる。数概念は数

直線のような空間表象の形で保持されている。左方向には小さな数が右方向には大きな数

が表現されている。従って、視空間表象に障害があれば数概念処理にも障害が生じること

が予想される。2002 年ゾルジらはこの予想を証明した。彼らは VSN 患者を対象に二つの

数（例えば１と９）の中間の数は何かを計算ではなく直感的に判断する実験を実施した。

VSN 患者では二つの数の中間の数字を大きい数よりに答える誤り（１と９の中間は７、８

などの答え）が多く小さい数よりの誤り（２、３などの答え）は少なかった。誤りの頻度

は二つの数字の間隔が大きい程増大した。VSN 患者における数概念の障害は他の方法によ

っても検討されている。ヘックナーらは三つの数（例えば 10、13、18）を提示して、中

央の数字が両端の数の算術平均と一致するか否かを判断する課題を VSN 患者に実施した。

VSN 患者の誤りは中央の数が算術平均より小さい場合に増大した。これらの事実は VSN

患者の左側の数表象空間は縮小しており、小さい数はより中央に近く、すなわちより大き

く表象されていることを意味すると考えられている。  

７）VSN 患者では無意識的認識が保たれている場合がある。VSN 患者に、左側に普通

の家、右側に燃えている家が書かれている絵を示し、家を指示させると右側のみを指さす。

どちらの家に住みたいかを尋ねると左側の家を選んだ。  

ミューラー・リヤーの錯視図形では内向きの矢羽根に挟まれた線分は外向きの矢羽根に

挟まれた線分より短く見える。VSN 患者でも同様の錯視が出現する。しかし患者は線分の

左端につけられている矢羽根を認識することは出来ない。  

先行する事象が後続する事象に影響を与える現象を「プライミング」という。反応刺激

と意味的に関連のある刺激を先行して提示すると意味的に関連のない刺激を提示した場合

より反応時間が速くなる。VSN 患者の左視野に先行刺激を提示すると同様のプライミング

が認められる。しかし、患者は先行刺激を感知することはない。ハリガンの報告した患者

は蝶の絵を模写させると左の羽根を描かなかったが、右の羽根に左の羽根の模様を描いた。      

以上の事実は VSN 患者で認識されなかった刺激が情報処理系から全く失われてしまう

訳ではないことを示している。  
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８）一般に VSN の程度は正中線から離れる程重度であり、正中線に近づくにつれて軽

度となることが多い。患者が視線を右側に向けている状態に比して左側もしくは正中線に

向けている状態では障害が軽度となる。同様に患者が体幹を右側に向けている状態に比し

て左側に向けている状態では障害が軽度となる。左頸部へ振動刺激を与えること、左耳へ

水を注入することは VSN の程度を軽減する。  

９）VSN には「自己中心無視」と「外界中心無視」がある（表９－８参照）。自己中心

無視では、①身体を左側に傾ける、②視線を左側に向ける、③頭部のみを左側に向ける、

などによって VSN 症状が軽減する。しかし上腕の交叉条件と非交叉条件では無視症状に

差は認められない。外界中心無視では、①複数の花の絵を模写させると、右側の花だけが

模写されるが模写された花では左側の花弁が無視される、②複数文字より構成される語を

鏡像で提示すると語の前半の文字（右視野に提示）が無視される、③倒立した顔を提示す

ると顔の左半面（右視野に提示）が無視される、などの現象が生じる。  

 

７．２．３．３ その他の視空間無視の臨床像  

１）後述するように、左大脳半球損傷に伴う右半側空間無視の頻度も決して少なくない。

右半側空間無視では上記の症状が右視野に認められることになる。ただし、左大脳半球損

傷例では失語などのため無視症状の詳しい検査が実施出来ない。従って、右半側空間無視

症状が左半側空間無視症状の完全な鏡像であるかどうかは不明である。  

 ２）VSN は水平方向だけに生じるのではない。上方空間の無視、下方空間の無視、奥行

き方向の無視が存在報告する。三次元全てに無視を示した症例も報告されている。患者は

左、上、近空間（手前側）を無視した。逆に遠空間（向こう側）空間の無視を示した症例

も報告されている。  

３）様々な VSN 症状は全ての患者に同じように認められる訳ではない。近空間では無

視症状を示すが遠空間では無視を示さない症例、逆の障害を示す症例が報告されている。

特定の課題では無視を示すが他の課題では無視を示さない症例が存在する。実際、症状間

の相関も必ずしも高くはない。このことは VSN の諸症状は同一機序によって出現してい

るのではないこと、すなわち VSN の各症状はそれぞれ異なる機序によって生じているこ

とを示唆している。  

４）VSN 症状は通例数週間から数ヶ月で回復し、患者は日常生活をほぼ支障無く送れる

ようになる。しかし、軽い無視症状は残存する。左半側空間無視の場合、物品を探す時右
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側から始める、左側への反応が遅れる、などの症状は後まで残る。  

５）エカンとアンゲレルクによれば、VSN に合併しやすい症状として構成失行（94％）、

変形視（87％）、眼球運動障害（85％）、感覚障害（81％）、視野障害（74％）などがあ

る。特に半盲の合併は高頻度で認められる。  

６）以下の項で述べるように、他の感覚様相でも無視症状は認められる。一般に VSN

は他の感覚様相の無視症状に比べて重度である。また他の感覚様相の無視症状は VSN の

影響を受ける。例えば、聴空間無視では患者は左方向からの聴覚刺激を無視するが、目隠

しをすると無視症状は軽減する。  

 

７．２．３．４ 視空間無視の臨床類型  

 大橋は VSN を次の３型に分類した。  

１）完全半側無視～半側にあるものはことごとく無視され、図形や文字も半側が知覚さ

れずに完全に脱落する。室内を歩かせると正中線より半側にある物を避けようとしないの

で椅子などに衝突する。無視された半側に曲がらないので、失見当に陥る。  

２）不完全半側無視～図形を描かせると無視される半側の描画が著しく劣る。細部が無

視されるが、患者の注意を促すと無視される半側にも気付く。  

３）潜在的半側無視～一見したところ無視症状はないが、タキストスコープなどによる

短時間刺激提示で無視症状が出現してくる。  

大橋の分類で第三に含まれるものに分割脳患者にみられる VSN がある。第１２章で詳

しく述べるが、分割脳患者では左視野に提示された文字、図形、絵などの呼称課題におい

て刺激は何も見えなかったと反応する。二つの異なる図形を中心で継ぎ合わせたいわゆる

キメラ図形を作り分割脳患者に提示し、形態知覚課題を与えると患者は左視野刺激にのみ

反応し、右視野刺激を無視する。また、言語的課題を与えると逆に右視野刺激のみに反応

する。次のような興味深い事実も報告されている。女性の分割脳患者の左視野に女性のヌ

ードを提示すると、患者は何も見えなかったと主張するにもかかわらず、苦笑したり、顔

を赤らめたりすることがあるという。VSN 患者で無意識的認識が保たれている場合がある

事と類似の現象である。  

 

 

 

９-107 
 



第９章 

７．２．３．５ 視空間無視の左右大脳半球差  

 既に述べたように、ブレインは VSN を右大脳半球症状として記載した。一方、バター

スバイらは左大脳半球損傷例の 20％、右大脳半球損傷例の 80％に VSN を認め、検査不能

例を加えると両者に差はなくなるとした。その後報告された臨床統計学的研究の結果は表

９－９に示すごとくである。研究者によって出現頻度にかなり差がある。これは VSN の

検査方法の違いによると考えられる。全体として右大脳半球損傷例で VSN の出現頻度は

高いが、右大脳半球損傷と左大脳半球損傷の差はそれほど大きくはない。すなわち左大脳

半球損傷でもかなりの頻度で VSN が出現する。  

 

表９－９ 一側大脳半球損傷例における視空間無視の出現頻度  

 

 

VSN の症状は左大脳半球損傷例より右大脳半球損傷例で重度である場合が多いとされ

る。言語的課題（文字の抹消）では左大脳半球損傷例で、非言語的課題（記号の抹消）で

は右大脳半球損傷で VSN が出現しやすいという報告もあるが、課題に関係なく右大脳半

球損傷例で常に障害が重度とする見解が一般的である。前述のごとく VSN には自己中心

無視と外界中心無視がある。クラインマンらによれば損傷大脳半球別の頻度は図９－２４

のごとくである。右大脳半球損傷例では自己中心無視の頻度が高く、左大脳半球損傷例で

は外界中心無視の頻度が高い。この事実はいずれの大脳半球が損傷されるかにより無視症

状の発生機序が異なる可能性を示唆している。  
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図９－２４ 急性期大脳半球損傷例の無視症状  

Left Brain Damage：左大脳半球損傷、Right Brain Damage：右大脳半球損傷  

No neglect：無視症状なし、Egocentric：自己中心、Allocentric：外界中心  

Neglect：無視症状あり、N:研究対象者数  

 

７．２．３．６ 視空間無視の責任病巣  

VSN の責任病巣についてブレインは右頭頂・後頭葉領野を指摘した。その後の CT や

MRI を用いた研究結果を要約すれば、右大脳半球損傷、左大脳半球損傷いずれの場合でも

脳後方、特に下頭頂葉の損傷で生じやすいが、決してそれに留まらず、前頭葉領野損傷で

も VSN は出現する（図９－２５）。  

 
図９－２５ ヒト視空間無視の損傷部位（太線で囲まれた領野）  

 

最近の症例報告によれば、脳の種々の領野の損傷が VSN をもたらす。①左右前頭葉、

②右下頭頂葉、③左右後頭葉、④右頭頂・側頭・後頭葉接合部、⑤右後頭葉内側から海馬
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を含む側頭葉内側、⑥帯状回、⑦左右視床、⑧左右大脳基底核、⑨脳梁、などの損傷によ

る VSN が報告されている。  

損傷領野によって症状が異なるかどうかは議論がある。前頭葉損傷は運動性の無視症状、

頭頂葉損傷は認識性の無視症状を呈するという説は一見妥当と考えられるが、実際のデー

タはこの仮説を必ずしも支持しない。前頭葉および側頭葉領野の損傷は外界中心無視に関

係し、頭頂葉の損傷は自己中心無視に関係するというデータも報告されている。視覚系を

腹側系と背側系に分ける 64とVSNは背側系の障害と見られることが多いが、ミルナーらは

外界中心無視は腹側系の障害であるとの仮説を提唱している。最近、カーナスらはVSN患

者の病変部位を詳細に検討し、共通して損傷されている領野は上側頭回領域であると主張

している（図９－２６）。この領野はまさに腹側視覚系の領野でありミルナーの仮説を裏

付けるデータである。ただし、このカーナスの説は広く支持されてはいない。水平方向に

おける半側無視は右大脳半球後方領野損傷で出現するが、前頭葉領野損傷でも同様の水平

方向半側無視が出現する。垂直方向における無視は両側損傷によって生じる。上方の無視

は大脳後方領域腹側の損傷、下方の無視は背側の損傷によって生じる。  

 

図９－２６ カーナスらによる視空間無視の損傷部位  

赤い部分の損傷で視空間無視が生じる。青い部分の損傷では生じない。  
                                                  
64 第４章参照。  
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サルでも様々な脳領野の破壊によって VSN 類似の現象を生じさせることが出来る。①

前頭葉、②下頭頂葉、③頭頂側頭葉、④視床正中中心・束傍核、⑤帯状回、⑥大脳基底核、

⑦中脳網様体、などの損傷で VSN が生じると報告されている。  

 

７．３ 聴覚における無視症候群  

７．３．１ 聴覚的アロエステジー  

 一側に与えられた聴覚刺激が反対側に与えられたと感じられる現象である。右大脳半球

または両大脳半球の側頭葉、頭頂葉損傷例が多い。アルトマンらは左および右側頭葉に電

気ショックを与えてその音源定位への影響を調べ、右大脳半球への電気ショックにより左

耳への刺激が右耳に感じられるアロエステジーが生じることを観察した。左大脳半球への

電気ショックではこのような現象は観察されなかった。アーノルドは左頸動脈閉塞患者で、

病巣対側の右耳の聴力検査の際、音圧を下げていくと、それまで右耳で聞こえていた音が

右耳で音がしたかどうか不確かな領域を通り、ついには左側で聞こえるという現象を観察

し、これを「アロエステジー領域」として報告している。  

 

７．３．２ 聴覚的消失  

 一側の耳のみに与えられた時は検出可能な刺激が両側の耳が刺激された場合は検出しえ

なくなる現象である。両側に同質の刺激を与えられた場合に生じやすく、時間的に同時で

なくても、一側ずつ順不同に与えても消失は生じる。田辺らによれば、100 ミリ秒程度の

時間差であれば右、左いずれの耳が先行する場合でも消失は生じるという。聴覚的消失を

示す症例は他の感覚様相についても消失を示すほか、視空間無視を呈する例が多い。病巣

としては頭頂葉と側頭葉の病変例が多いが、視床損傷例が少なくないことは注目される。

大脳半球差については右大脳半球損傷が多いが左大脳半球損傷でも生じる。  

両耳に異なった刺激を同時に提示する両耳分離聴検査（DLT）では一側刺激の場合に比

して一方の耳の成績が低下する。一種の消失と考えられる。右手利きの正常者では言語音

を用いた DLT では右耳が優位となる。これは言語に関する左大脳半球優位を意味すると

考えられ「優位効果」と呼ばれる。脳損傷者では DLT において病巣対側の耳の成績が低

下する。言語音の場合、特に左側頭葉に病変があると右耳の成績が大きく低下する。また

左大脳半球皮質下損傷でも右耳の成績は低下する。これは「損傷効果」と呼ばれる。  

以上のごとく、損傷効果は原則として病巣対側にみられるが、病巣同側で成績の低下が
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見られることがある。これは「逆消失」と呼ばれる現象である。  

脳梁切断例では左耳からの入力に対する応答がほぼ完全に抑制される 65。  

 

７．３．３ 聴空間無視  

 一側から与えられた聴覚的刺激に対する反応が抑制される現象である。ダマジオらは３

例を報告している。第１例は前頭葉背外側損傷例、第２例、第３例は左前頭葉内側損傷例

で、いずれも病巣対側からの視覚刺激、聴覚刺激を無視した。  

  聴空間無視と視空間無視の関連については、その存否、程度が一致するという報告と一

致しないという報告がある。すなわち両者の有無、程度は必ずしも一致しない。  

  

７．４ 体性感覚における無視症候群  

７．４．１ 失局在  

身体の左右いずれの側が刺激されたか判断出来ない症状を「失局在」という。検者は閉

眼状態の患者の身体に触覚刺激や痛覚刺激を短時間与える。患者は左右いずれの側が刺激

されたかを答える。クリッチリによれば以下の類型がある。  

１）対側知覚（触覚性アロエステジー）～患側に与えられた刺激を健側の対称点または

その近傍に感じる現象。  

２）体側判断障害～刺激された部位が身体のいずれ側であるか判断出来ない現象。  

 ３）共覚～一側に与えられた刺激が両側に感じられる現象。  

以上の症状を示す症例の多くは身体半側無視（後述）、片麻痺（およびそれに対する病

態失認）、軽度の半側感覚障害を伴っており、その背景には身体図式障害が存在すると考

えられている。  

 

７．４．２ 触覚性消失  

 一点の身体部位を刺激した時には検出されるが、２点を同時に刺激すると一方だけが検

出されて他方は無視される。井村によれば、身体の右半身と左半身を同時に刺激した場合

でも、また左または右半身を同時に２点刺激した場合でも消失は生じる。また常に病巣対

側の刺激が消失するとは限らない。この点で後述の半側身体失認とは異なる。触覚、痛覚、

温冷覚、振動覚、受動運動、ひっかく、こするなどの刺激、重量感覚、立体感覚、など体

                                                  
65 詳細は第１２章参照。  
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性感覚全般で消失が生じる。  

左手の触覚性消失では、左手に提示される刺激が右手より 1200 ミリ秒まで早くもしく

は 400 ミリ秒まで遅く提示される条件でも左手の刺激は検出されない。  

左手の触覚性消失は刺激されている右手が見える場合に顕著となる。左手への触刺激の

消失は右手の近傍に視覚刺激を提示した場合でも出現する。患者の右手に対応する位置に

ある手袋の近傍に視覚刺激を提示した場合でも出現する。手袋が患者の右手として不自然

な位置に提示された場合には消失は非常に小さくなる。患者に右手で熊手を使う動作をさ

せた後、熊手の近くに視覚刺激を提示しても消失が生じる。患者の身体より離れた位置に

提示された視覚刺激は消失を起こさないが、鏡を用いて患者の身体の近くに刺激の鏡像を

提示すると消失が生じる。  

逆に視覚が触覚を促進する場合もある。ハリガンは半側体性感覚障害患者で次の事実を

観察した。患者は上肢が見える場合にのみ検者が上肢に触れていることを感じることが出

来た。ウォルパートの報告している症例は次の症状を示した。右手が見えている時右手を

刺激されると患者は刺激を検出出来るが、眼を閉じると刺激は「無くなってしまう」と答

えた。他の患者は画面に上肢の映像が提示されると、実際には触れられていない場合でも

上肢が触れられていると感じた。幻影肢 66も四肢が鏡に映って見える場合に生じやすい。

この視覚と触覚の相互作用に対応する事実として、サルの頭頂葉には手や口の近傍に提示

された視覚刺激に強く反応するニューロンが見出されている。  

 VSN には自己中心無視と外界中心無視があり、相互に独立に出現することは前述した。

類似の現象は触覚においても認められる。モスコビッツらは右頭頂葉損傷例に出現した自

己中心触覚性消失を報告している。左右同時刺激条件で、患者は掌を上に向けた場合は母

指に与えられた刺激を無視し、下に向けた場合は小指に与えられた刺激を無視した。すな

わち患者にとって左側に位置する刺激を常に無視した。また触覚性消失を示す患者の左手

を右側に交叉されると左手の無視症状が軽減することはしばしば報告されている。  

 触覚性消失で無意識的認識が保たれている例が報告されている。ベルチの報告例では左

手の触覚性消失を呈したが左手に与えられた物品の無意識的な形態的異同判断、意味的異

同判断はいずれも保たれていた。  

触覚性消失は左、右いずれの大脳半球の損傷例でも生じる。井村は右大脳半球損傷で病

巣対側を無視する傾向がより顕著であるとしているが、他の研究者によれば大脳半球差は

                                                  
66 本章第５節参照。  
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認められない。損傷領野について、田辺は文献例の検討から、頭頂葉、体性感覚野、視床

皮質路などを指摘している。ヒヤーらは 41 例の右大脳半球損傷例中 26 例に触覚性消失を

認め、頭頂葉、側頭葉および深部白質病変との間に有意な相関を認めている。  

  

７．４．３ 触空間無視  

 目隠しをして触覚のみで空間探索を行わせると左側空間の探索が障害される症状である。

患者に目隠しをして机上の物品を探索させると右空間のみを探索する（図９－２７）。マ

ーシュらが用いている課題は、目隠しして木で立体的に作られた円を触って円に切れ目が

あるかどうかを判断する課題である。右大脳半球損傷者 100 名を対象とした研究では、58

名が左側の探索で障害を示した。  

 触空間無視は視空間無視と同時に出現することが多い。  

 

 

図９－２７ 触空間無視患者の右手による空間探索の軌跡  

 

７．５  身体体験における無視症候群：半側身体失認  

 半側身体失認 67とは自己の身体の半側に関する認識の障害であり、無関心、無使用、忘

却などを示す現象である。フレデリックスはこれを次の２類型に分ける。  

 １）意識された半側身体失認～患者は自発的に自己の半身の認識が失われたと述べる。

この現象はしばしば発作的に生じ、てんかんや片頭痛患者で認められることがある。フレ

デリックによれば、左右いずれの大脳半球の損傷でも生じ、特に皮質下病変と関連が深い。  

 ２）意識されない半側身体失認～半側体性感覚障害を有する患者が行動レベルであたか

                                                  
67 近年の研究動向からみれば「身体半側無視」とすべきであるが、研究の歴史的経緯から

現在でもこの用語が用いられている。  
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も半身が存在しないかのごとく振舞うことがある。患者は、①顔を剃る時、片側しか剃ら

ない、②ベッドの上り、下りなどでは患側の上下肢が無視され、忘却される、③ベッドに

入って半身にのみ毛布を掛ける、などの行動を示す。  

 半側身体失認は他の頭頂葉症状（片麻痺認識の障害、構成失行など）を合併することが

多い。また、混迷、意識水準の低下、失敗への無関心、感覚障害などとの相関も高く、視

空間無視を同時に示す例も多い。  

 フレデリックスは半側身体失認をデニー・ブラウンの「失形態統合」の極端な場合と考

えた。頭頂葉損傷によって身体半側からの情報の空間的統合に障害があるために半側から

の情報が無視されると考えたのである。ハイルマンらは、半側無視全般について右大脳半

球損傷による一種の定位反射の障害という観点から考察している（後述）。  

半側身体失認は右大脳半球損傷で生じやすい。エカンが 310 例の一側脳損傷例について

検討した結果では、右大脳半球損傷例では 29％（39／136）、左大脳半球損傷例では 4％

（7／174）に半側身体失認が認められた。損傷部位は下頭頂葉、縁上回、角回領野が重視

されている。なお視床などの皮質下病変でも半側身体失認が生じることが報告されている。 

 

７．６ 無視症候群の神経心理学的機序  

７．６．１ 諸家の学説  

 無視症候群はどのような機序によって生じてくるか。現在までに様々な説が提出されて

いる。いずれも主として視空間無視（VSN）に関する学説である。  

 １）末梢障害説～VSNは、�左半側の要素的障害（VSNの場合は視野障害）、知覚異常、

�左半側の探索障害、�左半側への定位反射 68 の障害に起因すると考える。この説はVSN

の出現率が左右大脳半球間で異なることを説明しにくい。しかし、VSN患者では、半盲の

ある患者は半盲のない患者よりも無視症状は重度である場合が多い。要素的感覚障害が

VSNに何らかの役割を果たしている可能性は否定出来ない。  

２）主観的基準枠障害説～VSN 患者の主観的空間の枠組が右方にずれていると考える。 

VSN 患者の左側の耳に水を注入したり左半身の皮膚を電気刺激したりすると無視症状が

一時的に軽減する。VSN 患者に正面空間の中心を指示させると右方向にずれる。以上の事

実は主観的空間の中心が客観的空間の中心より右にずれていることを意味する。ただしこ

れらの報告は VSN 患者にそのような症状が存在することを示しているのであって両者間

                                                  
68 新規に提示された刺激あるいは刺激の変化に対する反射的応答。  
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の因果関係を示している訳ではない。また、主観的空間のずれの程度と VSN の程度は必

ずしも一致しない。  

 ３）注意仮説～左大脳半球は右側空間へ、右大脳半球は左側空間へ注意を向けている。

通常左右の脳はバランスを保って機能しているが、脳損傷によってこのバランスがくずれ

ると一方の脳の働きが優位となって一方向のみに注意が向けられるようになる。あるいは

一方の大脳半球の覚醒水準、注意水準が低下すると結果としてVSNが生じる。左右大脳半

球差については、本来的に注意は右大脳半球優位であると考える 69。この仮説を支持する

以下のデータが報告されている。  

�右大脳半球損傷によって生じた VSN がその後に生じた左大脳半球損傷によって一時

的に回復した症例が報告されている。  

②抹消課題における無視は描画における無視より軽度である。抹消課題では左側にも刺

激があるため注意がそれに引きつけられ無視が軽度になると考えられる。  

③VSN 患者では視線を右に向けている。右大脳半球損傷者は複雑な図形の走査を右視野

から始めるが、健常者や左大脳半球損傷者は左視野から走査を始める。注意が右方に向い

ていることの証左である。  

④VSN 患者の反応時間は刺激が右視野に提示された場合でも（右視野の）左側より右側

が速い。さらに VSN を呈する右大脳半球損傷者の右視野への反応時間は VSN のない右大

脳半球損傷者より速い。  

⑤線分二等分課題で、二等分する直線の左端に注意を引く印を付けたり左端に特に注意

するよう指示を与えると無視症状は軽減する。  

⑥  視野の様々な位置に刺激を提示した場合、左視野の検出率は右視野より低下する。  

検出率は視野中心から左視野辺縁に向かって急激に低下する。右視野辺縁の検出率はそれ

ほど低下しない。  

⑦  右大脳半球損傷に伴う左 VSN 患者では左後頭頂葉―運動野間回路の興奮性が亢進し  

ており、その程度は無視症状の程度に対応する。  

注意仮説は本来説明の対象である注意の障害を説明の手段に用いており、やや同語反復

の感をまぬがれない。この説の立証のためには、VSN の検査に用いられる方法以外の方法

で一側視野への注意水準が低下あるいは障害されていることを証明する必要がある。  

                                                  
69右大脳半球は左、右いずれの半側空間への注意にも関係し、左大脳半球は右半側空間に

のみ関係するとの説もある。  
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図９－２２に示すごとく、VSN 患者は線分の二等分課題で中心点が右にずれる。これは

左側空間の過少評価であり無視の表れと理解される。ところが線分の長さが 4cm 以下にな

ると中心点が左にずれる。すなわち右側空間が過少評価される。「逆無視」あるいは「転

向」と呼ばれる現象である。石合らは次の事実を報告している。直線の左端をＡ、右端を

Ｂとする。ＡからＢの反対方向にＡＢと同じ長さの線分ＡＣを引かせる（線分作成課題）。

VSN 患者の作成した線分ＡＣはＡＢより長かった。以上の諸事実は患者が左側にも注意を

向けていることを明らかに示している。また VSN 患者は左視野に刺激が存在しているこ

とを認識しているにも拘わらず適切に反応出来ない場合がある（上述の無視刺激の無意識

的認識）。注意仮説だけではこれらの現象を説明出来ない。  

  

 

図９－２８ 視空間無視患者の線分傾きおよび色彩検出課題の成績  

LVF：左視野、RVF:右視野、error：誤答率、RT：反応時間  
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次の事実も報告されている。視野全般に分布する線分の傾きあるいは色彩を検出する課

題において、VSN 患者は線分の傾きを検出する課題では左視野無視の症状を示すが、色彩

検出課題では無視症状は認められない（図９－２８）。注意仮説でこの現象を説明するこ

とは困難である。  

 VSN 患者に何らかの注意障害が存在することは明らかであるが「注意障害が VSN の原

因である」とは言えない。  

４）解放障害仮説～VSN 患者は一旦右側に注意が向くと、注意を左側に転ずることが困

難になる。これが半側無視の原因であるとする説である。最初に右視野に刺激を提示し次

ぎに左視野に刺激を提示する条件では右大脳半球損傷者の反応時間が著しく遅れることが

その根拠とされた。マークらは二種の末梢検査を実施した。一つは末梢対象にペンで印を

付ける課題、一つは末梢対象を消しゴムで消す課題である。無視症状は第二の課題で軽減

した。マークらは末梢対象を消すことによって刺激から解放されたことがその理由と考え

た。刺激からの解放障害は左右視野同様に生じるはずである。この仮説を採用するなら、

何故右視野の刺激からの解放が左視野の刺激からの解放より障害されやすいかを説明しな

ければならない。この点についての説明は不十分である。  

５）運動障害説～脳損傷によって病巣対側への眼球運動が障害され結果としてVSNが生

じるとみる。あるいはVSNは一種の「半側運動低下」であると考える。一般にVSNを示す

患者では左半側への上肢の運動が制限されているが 70、運動障害説ではこの左半側へ運動

制限、特に眼球運動制限がVSNの原因と考える。この仮説を支持する以下のデータがある。

左半側への眼球運動が制限されている患者は左半側に提示された図形の大きさを過少評価

する。マッチングレイらは、水平に配列されたボタンを左から右へ、あるいは右から左へ

連続的に押す課題を実施した。右大脳半球損傷に伴うVSN患者では右から左へ押す課題で

反応時間が遅くなった。患者が行う動作課題によって半側無視の程度は異なる。クルサー

ドらは、VSNが前頭葉、頭頂葉いずれの領野の損傷でも生じる事実および注 70 の事実を

基に、VSNに認められる運動障害を二つに分けた。頭頂葉損傷に伴うVSNでは「左側への

運動開始」が障害されている。前頭葉損傷に伴うVSNでは「左空間における運動遂行」が

障害されている。  

                                                  
70正確に記述すると、頭頂葉損傷に伴う VSN 患者では右半側から左半側に向かう運動が制

限され、左半側から右半側への運動は制限されない。すなわち、「左方向運動低下」はあ

るが「左空間運動低下」はない。前頭葉損傷に伴う VSN 患者ではいずれの運動も制限さ

れる。  
９-118 

 



第９章 

VSN に運動要因が関与していることは明らかであるが、次の事実が報告されている。眼

球運動障害が VSN では常に出現するとは限らない。線分を縦線で二分した図を見せ、縦

線が右端と左端のいずれに近いかを判断させる課題を「境界線課題」という。無視が運動

性であれば（左方より右方への眼球運動が生じやすいので）右端を選択するはずである。

ハーベィら研究では８人の VSN 患者中７名は左端を選択した。上述の線分作成課題にお

いて半側運動低下があれば左側に作成される線分は右側より短くなるはずであるが、実際

は逆であった。運動障害説では説明出来ない半側無視症状が存在する。また左側眼球運動

障害の程度と無視症状の程度は必ずしも一致しない。運動障害のみで VSN を説明するこ

とは困難である。  

以上の点を考慮し、VSN には運動要因と知覚要因のいずれもが関与していると考え、両

者の役割を分離して捉えようとする研究も行われている。その結果、�VSN には運動要因

と知覚要因が共に関与している、�運動要因は前頭葉損傷例で大きな要因となっている、

などが明らかにされている。一方ビアンチらが行った類似の研究では、知覚要因は脳前方

損傷例で認められ運動要因は皮質下損傷例で認められた。  

６）視空間表象障害説～VSN では視空間表象に障害があるとみる。上述のビシアッチら

の巧妙な実験は VSN には視空間表象の走査に障害があることを証明した。視空間表象の

処理は右大脳半球優位の傾向が認められている（ただし、異論もある）。これは右大脳半

球損傷で VSN が生じやすいことに対応する。この説の要点は知覚や認識レベルでの半側

無視は視空間表象の走査における半側無視に起因すると考える点にある。  

VSN 患者では視空間表象自体に左右差があるとする研究者もいる。前述のごとく VSN

患者では数直線の処理に障害が見られる。VSN 患者に１から 15 までの数字を横一列に提

示し、矢印が指している数字を答える課題を与える。ハリガンらの研究では、VSN 患者は

矢印が実際に指している数字より右にある数字を回答した。ビシアッチらはこの事実や上

述の石合らの研究結果は VSN 患者の視空間表象が「左右不等」であることを意味すると

考え、自説を支持するデータと考えた。上述の線分作成課題の結果もこの視空間表象左右

不等を意味すると考えられている。すなわち VSN 患者の視空間表象は左が縮小している

のである。  

ドライバーらは VSN 患者には空間的作業記憶（SWM）の障害があるとする。作業記憶

については第２１章で詳しく述べるが、「知覚、判断、推理、思考などの複雑な情報処理

を遂行するために、外界からの入力を一時的に保持する、あるいは長期記憶の一部を活性
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化し一時的に保持する過程」である。VSN 患者に種々の図形の中から特定の図形を検出す

る課題を遂行させながら眼球運動を記録すると、右半側の図形は何度も走査されるが左半

側の図形は全く走査されない。この事実は VSN 患者では SWM が障害されていてどの図

形を走査したかの記憶が形成されないためであると解釈された。抹消課題においても図形

に付けた印が患者には分からない条件（被験者はどの図形に印を付けたか記憶する必要が

ある）では左半側の成績が低下し、SWM 障害の存在が確認された。ドライバーらは注意

障害（視覚的走査がまず右視野で行われることは注意が右視野に向けられていることを意

味する）と SWM 障害が VSN の機序と考えている。  

では VSN 患者における視空間表象走査の障害はどのような機序によって生じるのか。

この点について視空間表象障害説は何も答えてくれない。一般に直線の二等分や再生に比

して２点で区切られた線分の二等分や再生では無視症状は軽い。左右に提示された図形の

大きさの比較課題でも無視症状は軽い。これらの事実は視空間表象走査障害説では説明困

難である。さらに視覚課題においてのみ無視症状を呈し視空間表象課題では無視症状のな

い患者やその逆の症状を呈する患者も報告されており、両者間に因果関係があるとは考え

られない。VSN 患者の視空間表象が「左右不等」であるなら何故そうなのかは不明である。

また VSN 患者の視空間表象は必ずしも左右不等ではないとする結果も報告されている。

暗室内で一側視野に発光ダオオード（LED）を用いて一定の基準距離を提示する。その後、

患者に同じく LED を用いて基準距離を再生させると左右視野差は生じない。前述したよ

うに、VSN 患者でもミューラー・リヤーの錯視は出現する。ヴァラーらはこれを VSN 患

者では視空間表象が保たれていることの証拠と考えている。ドリッチらの研究によれば視

空間表象の左右不等は半盲と VSN を共に有する患者のみに認められ VSN があっても半盲

のない患者には認められない。  

VSN 患者では描画において対象の左側を描かない誤り（省略）が生じる。ところが、閉

眼で描画させると省略の誤りが劇的に減少する患者がいることが報告されている。この事

実は視空間表象障害説では説明出来ない。視空間表象障害説に従えば、閉眼条件では（描

画は完全に視空間表象に依存するので）むしろ省略の誤りは増大するはずである。  

視空間表象の走査障害、左右不等、などの現象自体は大変興味深い事実であるが、VSN

の原因とは考えにくい。ドリッチらは視空間表象の左右不等は VSN とは独立の右頭頂・

後頭損傷に起因する高次の視覚障害であるとしている。ヴァラーによれば、後頭葉領野損

傷による VSN 患者ではミューラー・リヤーの錯視が保たれるが、後下頭頂葉領野損傷に
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よる VSN 患者では障害される。ドリッチらの見解は妥当である。  

７）生理・解剖学的仮説～メスラムは VSN を次のように説明する。大脳皮質が正常に

機能するためには一定の活動水準を保つ必要がある。中脳および間脳にある網様体系がこ

の活動水準を維持する役割を果たしている。一側の網様体系が破壊されると同側大脳皮質

の活動性が低下し VSN が生じる。  

カラベッタらの仮説は以下のごとくである。ヒトの視覚的定位には二つの系がある。前

頭葉眼領野および頭頂間溝領野は「背側系」を構成し「刺激―反応間連合」の形成に関与

する。下前頭回領野および側頭・頭頂接合領野は「腹側系」を構成し外的刺激に対する注

意に関係する。背側系は両大脳半球に存在するが腹側系は右大脳半球優位である。背側系

の損傷は刺激に対する随意反応を障害する。腹側系の損傷は刺激に対する注意を障害する。

これら二つの障害の組み合わせによって種々の VSN 症状が出現する。  

これらの仮説は、自己中心無視は説明しうるが、垂直空間の無視や奥行き空間の無視、

さらに外界中心無視を適切に説明出来ない。  

 

７．６．２ 陽性症状としての無視症候群：トップ・ダウン処理仮説  

以上、VSN を説明するために様々の理論が提出されているが、いずれも「帯に短し襷に

長し」で VSN を十分説明出来ない。私見によれば、その理由は VSN を陰性症状、すなわ

ち「機能の欠損あるいは不十分な状態」として理解している点にある。VSN を含め無視症

候群の多彩な症状は無視空間の情報を適切に処理出来ない「陰性症状」と共に無視空間か

らの情報を積極的に抑制する「陽性症状」の両面が認められる。このことを如実に物語る

のが消失である。消失は単独提示では検出出来る刺激が他の刺激と同時に提示されると検

出出来なくなる現象である。第二の刺激が第一の刺激と同側の視野あるいは身体に提示さ

れた場合でも、異なる感覚様相（第一が視覚、第二が聴覚）でも消失は生じる。明らかに

第二の刺激が第一の刺激の検出を抑制している。この抑制の機序は何か。第一の可能性と

して、特定の領野から放出される神経伝達物質が過剰となり対側からの情報の処理を抑制

することが考えられる。第二の可能性として、互いに機能的拮抗関係にある領野間の均衡

が脳損傷により破れて、一方の領野の活動性が過剰になることが考えられる。  

ハイルマンとワトソンは図９－２９のような注意系のモデルを想定している。多くの領

野が注意系に含まれる。これらの領野の中に無視症候群の患者で活動性低下ではなく活動

性増大を示す領野、少なくても活動性が保たれている領野があれば、その領野こそが無視
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症候群の「責任病巣」である。その領野の機能を解明すれば無視症候群の機序も自ずと明

らかになるであろう。  
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図９－２９ ハイルマンとワトソンによる注意の神経モデル  

右頭頂葉損傷に伴う VSN 患者の左頭頂葉に経頭蓋磁気刺激（TMS）を与えると無視症

状が軽減する。この場合、右側刺激の検出率が低下するだけではなく左側刺激の検出率が

増加する。VSN では左頭頂葉が左側の刺激の検出を積極に抑制している可能性がある。右

大脳半球損傷例では右または左視野の刺激に注意するように教示すると教示された視野の

刺激の検知率は大きく向上する。刺激の検出が「トップ・ダウン」で行われていることを

示唆している。オリベリらは右大脳半球損傷に伴い視覚的消失を呈した患者の左大脳半球

（健側）に経頭蓋磁気刺激（TMS）を与えた。前頭葉に TMS を与えると左側刺激の消失

は軽快した。デゥ・シャトンらは脳腫瘍手術中の患者を対象とした研究において、前頭葉

と後頭葉を結ぶ連合線維である上縦束を刺激すると、線分二等分課題で最大の右側偏位を

生じさせることを明らかにした。これらの情報を総合すると VSN は以下の機序出生じる。  

１）VSN には視空間表象の歪みがある。これには二つの要因が関係している。一つは右

頭頂・後頭葉領野及び右側頭・後頭葉領野の損傷である。これらの領野が視覚表象の生成

や保持に関係することは既に述べた。視覚系は背側系と腹側系に分かれ、前者は熟練した

動作の視覚的制御に関係し、後者は視覚入力の視覚表象への統合に関係する。すなわち、

動作の視覚的統御に必要な視覚表象である視空間表象の生成や保持は右頭頂・後頭葉領野

に関係し、事物に関する視覚表象の生成や保持は右側頭・後頭葉領野に関係する。これら

の領野の損傷は視空間表象および事物表象の歪みを生じさせる。VSN における視空間表象

の歪みに関係する第二の要因は末梢的な感覚障害である。左半盲があれば左視野からの情

報は大幅に減弱する。左視野からの情報はまず右大脳半球で処理される。左半盲がなくて

も右大脳半球に損傷があれば左視野の情報処理は多少なりとも障害される。視覚表象は外

界からの情報を基に生成される。左視野からの情報が減弱すれば結果として左半側からの

視覚入力に対応する視空間表象の歪みはより大きくなる。従って、右頭頂・後頭葉領野の

損傷は視空間表象、特に左視空間表象の歪み、右側頭・後頭葉領野の損傷は事物表象、特

にその左半側の歪みを生じさせる。  

２）我々の認識は「トップ・ダウン処理」で行われる。「物が見える」のではなく「物

を見る」のである。予め設定した「基準枠」に外界からの刺激を位置づける働きが認識で

ある。最も重要な基準枠の一つが視空間表象である。我々の認識は外界刺激を視空間表象

に位置づけることによって成立する。視覚表象に歪みがあれば対応する外界刺激を適切に

位置づけることが出来ず正しい認識が出来なくなる。この認識の歪みが特に半側視野に顕
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著に生じた場合半側無視となる。頭頂葉では視空間表象が形成されるが、そこへの外界刺

激の位置づけには前頭葉が関与している。第２１章で詳しく述べるが空間作業記憶（SWM）

には前頭葉が深く関与している。外界刺激を SWM に一時的に保持し頭頂葉にある視空間

表象に結合させることにより認識は成立する。前頭葉、特に右上前頭回および右中前頭回

が刺激の視空間情報と事物情報を統合する機能を有することは種々の実験的研究から明ら

かにされている。前頭葉損傷や前頭葉―頭頂葉間連合の離断によって視空間情報と事物情

報の統合が障害されることによっても VSN が生じる。歪んだ視空間表象に合わせて外界

刺激が歪んで認識される。あるいは歪んだ視空間表象に合わない外界刺激は認識されない。

これが VSN である。VSN は機能が失われた「陰性症状」ではなく、機能が異常をきたし

た「陽性症状」である。  

 ３）視空間表象に歪みがなくてもVSNが生じる場合がある。それは次の理由による。第

２１章で詳しく述べるが、作業記憶は外界刺激を一時的に保持するだけでなく長期記憶 71

の一部を再生し保持する機能をも有する。これは頭頂葉に存在する視空間表象の活性化を

意味する。前頭葉―頭頂葉間の離断があれば長期記憶の活性化に対応するSWMが形成され

なくなる。この場合、視空間表象自体に歪みはなくても視空間表象に外界刺激を適切に位

置づけることが出来なくなりVSNが生じる。  

 ４）網膜の上方二分の一（下側視野に対応）は後頭葉の鳥距溝の上部（１７野の上唇）

に投射する。下方二分の一（上側視野に対応）は後頭葉の鳥距溝の下部（１７野の下唇）

に投射する。頭頂葉には近空間（身体側）あるいは遠空間（身体の向こう側）に特異的に

反応するニューロンがある。これらの領野の損傷は上下視空間あるいは奥行き空間の視空

間表象の生成を障害し、対応する無視症状を生じさせる。  

５）右側頭・後頭葉領野の損傷は事物表象、特にその左半側の歪みを生じさせる。左半

側が歪んだ事物表象に合わせて事物認識がなされた場合外界中心半側無視が生じる。  

６）かくのごとく、VSN では外界刺激が受容されないのではなく、適切な視覚表象が形

成されないかあるいは既存の視覚表象に合致しないために認識から排除されている。意識

的処理は障害されて無意識的処理は保たれている理由である。  

７）他の感覚様相における無視症状も同様の機序で生じる。すなわち、①当該様相の区

間表象の歪み、②外界刺激の空間表象への位置づけの障害、の二つが無視症状の機序であ

る。  
                                                  
71 獲得した知識・技能を長期的に保持する機構および保持内容。詳細は第１１章参照。  
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８）前頭葉の基本的機能は外界への働きかけ、すなわち運動である。運動は一定の空間

的枠組の中で遂行される。歪んだ空間的枠組で遂行されるために生じてくる運動の障害が

運動領域における無視症候群である。  

  

７．６．３ トップ・ダウン処理仮説の解剖学的基礎  

以上の考えが正しいとすれば、VSN は前頭葉―頭頂葉間連絡路の（解剖学的あるいは機

能的）離断によって生じるはずである。実際、この仮説を裏付ける研究結果が報告されて

いる。  

詳細は第１９章で述べるが、前頭葉と脳後方領野を結ぶ連合線維には上縦束（SLF）お

よび後頭前頭束（IFIO）がある。これらの連合線維の存在は当初サルを対象とした研究に

から明らかにされ、ヒトにおいても同様の線維連絡の存在が推定されたのであるが、拡散

強調MRI 72による研究によりその存在が実証されつつある（図９－３０）。SLFは３種に

分類される。そのうちSLFIIは下頭頂葉尾側（ヒトでは角回に対応）および頭頂・後頭接

合野と前頭葉背外側部を結ぶ。SLFIIIは下頭頂葉吻側（ヒトでは縁上回に対応）と運動前

野腹側（６野）および前頭前野（４４野、４５野、４６野）を結ぶ。IFIOは前頭葉と後頭

葉を直接連絡する線維である。  

 

 

 

図９－３０ 拡散強調 MRI 画像より再構成された前頭葉と脳後方視覚野の線維連絡  

青：SLFII、金：SLFIII、赤：IFIO 

  

 
                                                  
72 第２章参照。  
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これらの連合線維の損傷に伴う VSN 症例が報告されている。バートロメオらは VSN を

①外界空間に限定された無視症状、②自己身体に限定された無視症状に分類し、三つの臨

床解剖学的研究を対象に損傷部位に関するメタ解析を行った。無視症状に共通する損傷部

位は SLF 走行領野に一致し、外界空間に限定された無視症状に共通する損傷部位は SLFII

と SLFIII の境界領野に一致していた（図９―３１）。  

 ウルバンスキイらは４例の右大脳半球損傷例を対象に拡散強調 MRI により神経伝導路

を検索した。VSN を示さない症例では前頭葉―後方領野の交連線維は明瞭に認められたが、

VSN を示す症例ではその存在は不明瞭であった。  

  

 

 

図９－３１ 半側無視の責任病巣のメタ解析  

 半側無視に共通する損傷部位（赤）は上縦束（SLFII、SLFIII）の走行領野と一致する  

が弓状束（AF）の走行とは一致しない。  

 

 さらにショッテンらは次の知見を報告している。彼らは 2 例の脳腫瘍患者の腫瘍摘除

手術時、線分二等分課題遂行中の患者の脳の様々の部位を電気刺激してその影響を検討し

た。図９－３２は 28 歳の男性患者 SB の結果である。SB は縁上回（SMG）および側頭葉

尾側（cSTG）の電気刺激で二等分点は右方向へ変位した。他の部位の刺激（Control１）

では変位は生じなかった。腫瘍摘除後、手術野の底部（図９－３２、Ａの 42 の部位）の

刺激（O-OFF１、0-OFF2）で最大の右方向変位が認められた。白質近傍の皮質および皮
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質下の刺激（Control2）の刺激では変位は生じなかった。縁上回皮質下白質の刺激

（Control3）でも変位は生じなかった。術後の拡散強調 MRI の結果、最大の変位を示し

た脳刺激部位は上縦束に対応することが明らかになった (図９－３２、C、D)。  

以上より前頭葉―頭頂葉離断によって VSN が生じることは明らかである。VSN の機序

に関する筆者のトップ・ダウン仮説は臨床解剖学的に裏付けられた。  

 

   

図９－３２ 脳電気刺激に伴う線分二等分成績の変化  

Ａ：手術野および電気刺激部位、Ｂ：線分二等分点の変位、Ｃ、Ｄ：手術野と神経伝導路

の MRI 
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