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第３章 高次脳機能の解剖学的基礎  

 

 

 

 

１．神経系の微細構造 

 

１．１ ニューロン 

 神経系は末梢神経系と中枢神経系に分けられる。末梢神経系はさらに末梢体神経系と末

梢自律神経系に分けられる。前者は運動、感覚のようないわゆる動物機能に関係し、後者

は呼吸、循環のようないわゆる植物機能に関係する。 

中枢神経系は脊髄と脳に分けられる。他の身体組織と同じく中枢神経系も細胞から構成

されている。ニューロン（神経細胞）とグリア細胞（神経膠細胞）である。図３－１は電

子顕微鏡（電顕）で捉えたニューロンの実際の姿である。これをごく模式的に示すと図３

－２のごとくである。ニューロンは大きく細胞体、樹状突起、軸索に分かれる。細胞体に

は核、ゴルジ体、リボゾームなど生命維持活動に必要な細胞器官が存在する。樹状突起は

細胞の回りに茂みのように枝を伸ばしており、他のニューロンからの情報を受容する働き

をする。軸索は細胞体より長く伸びて他のニューロンに情報を伝える働きをする。 

神経線維、すなわち軸索には２種類ある。髄鞘とよばれる膜によって包まれている有髄

線維と髄鞘のない無髄線維である。髄鞘はミエリン細胞の細胞膜が軸索の周囲にロールペ

ーパー状に巻き付いた多層の構造物である。末梢神経系では髄鞘はシュワン細胞が作る。

髄鞘は電気抵抗が高い絶縁体である。髄鞘には 1~3mm 程の間隔で切れ目がある。これを

ランヴィエ絞輪といい、電気抵抗が非常に低い。 

 

１．２ シナプス（図３－２） 

軸索は長く伸びて他のニューロンにまで達するが、軸索とニューロンは直接接触するこ

とはない。シナプスと呼ばれる独特の構造を形成する。軸索は終末部で枝分かれしシナプ

ス釦とよばれる小さな膨らみを形成して他のニューロンの細胞体や樹状突起と接する。シ

ナプス釦には直径 20～40μｍのシナプス小胞（袋状の構造物、スパイン）が多数集まって
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いる。情報を与える細胞（シナプス前ニューロン）の軸索終末の細胞膜（シナプス前膜）

と情報を受け取る細胞（シナプス後細胞）の細胞膜（シナプス後膜）とは直接接触しては

いない。両者の間には狭い（約 20μｍ）シナプス間隙と呼ばれる狭い間隙がある。シナプ

ス小胞にはニューロン間の情報伝達に関係する神経伝達物質が蓄えられている 1。 

  

 

図３－１ ニューロンの電子顕微鏡写真 

 

                             
1 詳細は第４章、第５章参照。 
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           図３－２ ニューロンとシナプスの模式図 

           

１．３ グリア細胞 

 脳にはニューロンよりはるかに多数（約１０倍）のグリア細胞が存在する。希突起状膠

細胞（オリゴデンドログリア、オリゴデンドロサイト）、小膠細胞（ミクログリア）、星

状膠細胞（アストログリア、アストロサイト）、の３種がある（図３－３） 2。 

オリゴデンドログリアはニューロンの軸索の髄鞘を構成する。ミクログリアは中枢神経

系の環境の変化を察知するセンサーの役割を果たす。障害や疾病などの環境の変化にいち

早く対応し、脳の恒常性を維持する役割を果たす。 

アストロサイトはその名のとおり星状をなす。四方八方に突起を出しニューロンおよび

脳の毛細血管を取り囲んでいる。アストロサイトの平均体積は約 66,000μｍ３で、その体

                             
2 最近、「ポリデンドロサイト」が第四のグリア細胞として認識されるようになった。ポ

リデンドロサイトは「中枢神経系の実質内で NG2 プロテオグリカン（タンパクとグリコ

サミノグリカンが結合した分子、細胞膜存在）を発現する細胞」と定義される。アストロ

サイトのマーカーである GFAP や GLAST を発現せず、ミクログリアのマーカーである

F4/80 や CD11b も発現しない点でこれらのグリア細胞と区別される。さらにポリデンドロ

サイトはオリゴデンドログリアに分化する能力を有するが、分化した時点で NG2 プロテ

オグリカンの発現は失われる。これらの事実からポリデンドロサイトは他のグリア細胞と

は異なる細胞種として認識されるようになった。ポリデンドロサイトは胎生期に活発に分

裂を繰り返し、成体においても高い分裂能力を維持し続ける。そこでポリデンドロサイト

は種々の脳腫瘍形成の発端となる脳腫瘍母細胞（脳腫瘍幹細胞）である可能性が指摘され

ている。 
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積に対する表面積の比は約 26μｍ２／μｍ３にもなっている。従って、1 個のアストロサイ

トの表面積はおよそ 2ｍｍ２にも達する膨大なものである。その薄い膜が作る空間にニュー

ロンからの樹状突起が入り込んでおり、別のニューロンから伸びてきた軸索との間にシナ

プスを作る。成熟ラット海馬では、アストロサイト 100μｍ３あたりに約 200 個のシナプス

が存在するとの報告に従えば、一つのアストロサイトが作り出す空間の中におよそ

140,000 個ものシナプスが含まれていることになる。ニューロン側にスポンジ状に広がっ

ているアストロサイトの末端は別のアストロサイトに絡み合うことはなく、1 個のアスト

ロサイトの領域を作りだしている。それが互いに広い範囲で接触した状態になっているの

である。一方、アストロサイトから伸びる突起の一方は血管に伸びてこれを包み込んでい

る。ここでその突起は別のアストロサイトの突起と接触している。  

ニューロンは生後基本的には分

裂しないが 3 、グリア細胞は盛ん

に分裂する。グリアすなわち膠と

いう名称の通りニューロンの間隙

を満たして支持細胞として働き、

ニューロンの栄養、代謝に関係し

ている。  

                            

当初グリア細胞は中枢神経系の

情報伝達処理には関係しないと考

えさられていたが、近年の研究で

はグリア細胞にも電気活動が存在

することが明らかにされつつあり、

記憶などの高次脳機能にも関与し

ている可能性が指摘されている 4 。 

 

 

 

 
3 近年、発達期はもちろん、発達終了後の中枢神経系のニューロンも分裂しうるという報

告が多数なされている。 
4 第４章参照。 
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２．中枢神経系 

 

２．１ 中枢神経系の発生 

 受精卵が分裂を続けて胚になるとその背面に神経管が出来る。神経管は脊髄管と脳管に

分かれる。脊髄管は脊髄になる。脳管にはしだいに三つのふくらみが出来、前方から前脳、

中脳、菱脳となる。菱脳はさらに後脳と髄脳に分かれ、前者から小脳と橋が生じ、後者は

延髄となる。中脳はあまり変化せずに終わる。前脳は次第に分化して終脳と間脳になり、

さらに前者が大脳になり、後者は視床上部、視床および視床下部となる（図３－４）。 

 

図３－４ 中枢神経系の発生学的分類 

 

２．２ 脊髄 

中枢神経系は大きく脊髄と脳に分かれる（図３－５）。脊髄は脳に続く棒状の構造で内

部はニューロンの集まりである灰白質（灰色に見える）、外側は神経線維の集まりである

白質（白くみえる）によって構成される。脊髄は脳と末梢の臓器を結ぶ神経線維の伝導路

である。 

 

２．３ 脳の概要 

脳は固い頭蓋骨に囲まれた空所にあり、硬膜、蜘蛛膜、軟膜の三重の膜に囲まれ、さら

に髄液という液体の中に浮いている。脳は延髄、橋、中脳、小脳、間脳、大脳に大別され
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る（図３－５）。 

 

 

 

図３－５ 中枢神経系 

 

２．４ 脳幹 

延髄、橋、中脳は機能的、構造的に関連が深く、一括して脳幹と呼ばれている。脳幹は

構造的に二つの側面を有している。一つは大脳、小脳から末梢に向かう神経線維（下行路）

および末梢から大脳、小脳に向かう神経線維（上行路）の走行路としての側面である。運

動、感覚に関する様々の線維がここを通り、あるものはこの位置で左右交叉する。第二の

側面は機能中枢としての側面である。脳幹には多数の神経核が存在する。神経核とは多数

のニューロンが塊状に埋もれた状態である。脳幹にある神経核（脳神経核）のあるものは

呼吸、循環、消化などの生命機能の維持に関与している（自律神経性脳神経）。あるもの

は運動（運動性脳神経）や感覚（感覚性脳神経）に関与している。脳幹にはニューロンと

神経線維とが網の目のように絡みあった構造があり、脳幹網様体という。意識の維持や覚

醒―睡眠サイクルの維持に関与している。 

 

２．５ 小脳 

小脳は重さ 130 グラムほどで大部分は大脳により覆われている。小脳は左右に大きく張

り出した小脳半球と真ん中のくびれた虫部に分けられる。半球、虫部ともその表面に多数

の襞があり、それによって幾つかの領野（脳回）に分けられる。小脳の表面にはニューロ
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ンが集まり、中心部には神経線維が樹状に拡がっている。前者を皮質、後者を髄質という。

髄質の内部にはいくつかの核（小脳核）が埋もれている。いずれも小脳に入出力する線維

の中継点である。小脳は身体平衡、協応動作などの運動機能において重要な機能を果たし

ている。最近では記憶などの高次脳機能にも関係していることが明らかにされている。 

 

２．６ 間脳 

間脳は中脳の前方にあってその外側は完全に大脳に覆われている。間脳はさらに視床、

視床上部、視床下部、視床後部に分かれる。いずれも多数の神経核から構成されている。

特に高次脳機能と関連が深い構造が視床である。 

視床（図３－６、図３－７、図３－８）は構造的ならびに機能的に三つの群に分けられ

る。第一の群は視覚、聴覚、体性感覚などの情報を大脳に伝達する機能を有し、大脳皮質

中継核群あるいは特殊投射核群と呼ばれている。第二の群は脳幹網様体の延長と考えられ、

大脳の広範な領野に線維を送っている。大脳の全体的活動性を統御し意識水準の維持に重

要な役割を果たしている。非特殊核群と呼ばれている。第三の群は大脳皮質連合野（後述）

と密接な線維連絡を有し、高次脳機能に深く関与している。連合核群と呼ばれている。 

 

 

図３－６ 視床の構造  

上段：上部、中断：中央部、下段：下部 
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図３－７ 視床を構成する諸核 

 

 

図３－８ 視床諸核の線維連絡 
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２．７ 大脳（図３－９、図３－１０、図３－１１） 

 大脳の横経は 12～14cm、縦経は 16～18cm、重さは約 1,400ｇである。大脳縦裂と呼ば

れる深い溝によって左右対称の二つの部分に分けられ、それぞれ右大脳半球、左大脳半球

と呼ばれる。大脳の前端を前頭極、後端を後頭極という。大脳半球の表面にはたくさんの

溝があり、複雑なしわが刻まれている。この溝を大脳溝、溝の間の高まりを大脳回という。

大脳の外側面にそって外側溝またはシルビウス溝と呼ばれる深い溝があり、また外側溝と

約 70 度の角度で交わっている深い溝、中心溝がある。この二つの溝によって大脳は大き

く四つの領域、脳葉に分けられる。外側溝の上方で中心溝の前方を前頭葉、外側溝の上方

で中心溝の後方を頭頂葉、外側溝の下方を側頭葉、頭頂葉の下方で側頭葉の後方が後頭葉

である。外側溝の奥には大脳皮質が複雑に折り重なった部位があり、島と呼ばれている。

各脳葉はさらに小さな溝によって複数の領野に区分される。  

前頭葉には  中心溝と平行してその前方に中心前溝が走っている。中心前溝と中心溝に挟

まれて中心前回がある。前頭葉には二つの深い溝、上および下前頭溝によって、上、中、

下前頭回あるいは第一、第二、第三前頭回と呼ばれる三つの脳回が形成されている。前頭

葉の下面には眼窩回、直回がある。  

 
                         

図３－９ 大脳半球外側面  
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図３－１０ 大脳半球内側面  

 

  

図３－１１ 大脳半球底面  
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頭頂葉は中心溝の後方から頭頂後頭溝に至る領域である。頭頂葉は中心溝と平行に走る

中心後溝によって中心後回（前方）と頭頂小葉（後方）に分かれ、後者は中心後溝からほ

ぼ直角に後方に走る頭頂間溝によって上および下頭頂小葉に分かれる。後者はさらに外側

溝の後端を囲む縁上回と上側頭溝の後端を囲む角回に分かれる。 

頭頂後頭溝より後方は後頭葉である。後頭葉で最も目立つ脳溝は鳥距溝で大脳半球内側

面を走る。鳥距溝の上面を楔部、下面を舌状回という。 

側頭葉は大脳半球の外腹側部をなす。上および中側頭溝によって上、中、下側頭回ある

いは第一、第二、第三側頭回が分けられる。側頭葉の腹側は紡錘状回となり、外側は下側

頭溝に、内側は側腹溝に挟まれている。 

 大脳半球の腹側には脳梁がある。両大脳半球を連絡する線維の束である。脳梁は前方か

ら、脳梁吻、脳梁膝、脳梁幹、脳梁膨大、に分けられる（図３－２１）。 

 大脳半球内側にある帯状回、海馬傍回、鈎および海馬、透明中核、扁桃体などは相互に

密接な線維連絡があり機能的にも関連が深いので、一括して大脳辺縁系と呼ばれている（図

３－１２）。摂食行動、性行動、情動、動因、植物機能（呼吸、循環、消化、内分泌）な

どと関連が深く、記憶や意思決定などの高次脳機能にも関連を有する。 

 

 

図３－１２ 大脳辺縁系 

 

大脳基底核は大脳の中に埋もれた神経核群で尾状核、被殻、淡蒼球に分かれる（図３－

１３）。尾状核と被殻は大脳から発達した新しい核で新線条体（もしくは単に線条体）、
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淡蒼球は間脳から発達した古い核で旧線条体と呼ばれる。被殻と淡蒼球を合わせてレンズ

核という。主として運動機能に関係するが、高次脳機能にも関与している。 

 

図３－１３ 大脳基底核 

右は水平断（頭部の長軸方向に水平）、左は前額断（顔面に平行） 

 

３．大脳皮質 

 

３．１ 細胞構築  

 大脳の表面にはニューロンが集まっており大脳皮質と言う。皮質の下には神経線維が走

っており大脳白質という。大脳皮質の面積は約 2,500 平方センチメートルである。その大

部分は脳溝の中に折り畳まれており、表面から見えるのは約その三分の一である。大脳皮

質の厚さは領野により異なるが 1mm～4.5mm である。  

 大脳皮質を構成する細胞はニューロンであるが、その大きさや形は皮質領野によって異

なるだけでなく、同じ領野にも種々のニューロンが存在する。ニューロンは大きさと軸索

の長さによって二つに分けられる。ゴルジⅠ型ニューロンは形が大きく、軸索は長くて髄

鞘で包まれている。軸索は遠方まで伸び、大脳の他の領野や他の脳諸構造にまで到達する。

ゴルジⅡ型ニューロンは形が小さく、軸索は短く無髄であり同じ領野に終わる。  

ニューロンはその形態によって種々に分類される（図３－１４）。皮質で最も特徴的な

ニューロンは錐体細胞（Ｐ１、Ｐ２）である。二等辺三角形の形を示し、その頂上から脳表

面に達する頂上樹状突起が出る。頂上樹状突起のほかに、ほぼ水平に走る数本の基底樹状

突起が細胞体から出て細胞体近傍で分枝する。錐体細胞基部からは軸索が生じて下行し、
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皮質深層に終わるかまたは連絡線維として皮質深層を貫通し他の領野へ投射する。錐体細

胞は大きな核と細胞の代謝に関係する粗面小胞体の集りであるニッスル顆粒をもち、通常

小、中、大型に区分される。細胞体の高さは小型で 10～12μm、大型で 45～50μm である。

運動野である中心前回にみられるベッツの巨大細胞は 100μm 以上の高さをもつ。 

 カハールの水平細胞と呼ばれるニューロンは小型の紡錘細胞で皮質の最表層にみられ、

長い軸索は水平にかなり長い距離を走り同じ層で分枝する。  

星状細胞はその軸索の形態によって、顆粒細胞（Ｓ１）、ダブルバスケット細胞（Ｓ２）、

大型バスケット細胞（Ｓ３）、紡錘細胞（Ｓ４）、ダブルブーケ細胞（Ｓ５）などに分類さ

れる（図３－１４）。細胞の直径は 4～8μm、錐体細胞に比して小型である。形態は多角

形ないし三角形で細胞質は少ない。あらゆる方向に出る数本の樹状突起と細胞体の近傍で

分枝する 1 本の短い軸索をもつ。大型の星状細胞は白質に達する長い軸索をもつ。一部の

星状細胞は表面に向かう頂上樹状突起をもつ点で錐体細胞に似ている。星状細胞のうち紡

錘細胞は主に皮質最深層にみられ、長軸は表面に対し垂直である。細胞の両極から樹状突

起が出、下の樹状突起は層内で分枝し、上の樹状突起は表面にまで上昇する。軸索は細胞

体の中央ないし下部より出て投射線維として白質に入る。星状細胞の一種であるマルチノ

ッチ細胞は大脳皮質すべての層にみられる小型三角形の細胞で、軸索は表面に向かう。一

部の線維は同じ層で分枝し外は他のいくつかの層に至る。  

これらの細胞は皮質全体に均質に分布しておらず、重層する水平な層に配列している。

各層は細胞の型、密度、配列によって区別される（図３－１５）。これを大脳皮質の細胞

構築という。この細胞構築の違いおよび系統発生から、大脳皮質は①新皮質または等皮質、

②古皮質、③旧皮質に分けられる。古皮質と旧皮質を合わせて異皮質と呼ぶ。発生過程に

おいて少なくても一度は６層構造（後述）を示す領野が等皮質であり、発生のいかなる時

期にも６層構造を示さない領野が異皮質である。系統発生的には等皮質が最も新しいので

新皮質と呼ばれ、異皮質は最も古い旧皮質とその次に古い古皮質に分かれる。嗅皮質や梨

状皮質、扁桃体などは旧皮質であり、透明中核、梁下野、海馬などは古皮質である。大脳

半球表面の 90％を占める新皮質ないし等皮質では、六つの基本的層が識別され、それらの

層のいくつかはさらに亜層に分けられる。すなわち、図３－１５（中）に示すように、新

皮質では軟膜表面から下の白質に向かって次の６層が区別される。Ⅰ層：分子層、Ⅱ層：

外顆粒層、Ⅲ層：外錐体層、Ⅳ層：内顆粒層、Ⅴ層：内錐体細胞層、Ⅵ  層：多形細胞層（紡

錘細胞層）の６層である。各層の特徴は以下のごとくである。  
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           図３－１４  大脳皮質を構成する様々の細胞  

 

Ⅰ層：分子層～最も表面にある層。細胞は少ない。小さいグリア細胞が散在し、表面に

平行に神経線維が走っている。ニューロンは存在しないのが原則だが、時には皮質表面に

平行に横たわる小さいニューロンを見ることがある。これが前述したカハールの水平細胞

である。 

 Ⅱ層：外顆粒層～分子層の下にある比較的薄い層である。小さい（6～10μm）錐体細胞

と星状細胞が密に並んでいる。 

 Ⅲ層：外錐体層～比較的厚い層で、中型／大型（20～40μm）の錐体細胞が樹状突起を

上に向けて規則正しく並ぶ。細胞密度は比較的小さい。上層から下層にいくにつれて細胞

がだんだん大きくなることより、小錐体細胞層、中錐体細胞層、大錐体細胞層、に分ける

ことが可能である。 

 Ⅳ層：内顆粒層～構造はⅡ層と同じである。    

 Ⅴ層：内錐体細胞層～比較的狭く、細胞数も比較的少ない。中型・大型（50～70μm）

の錐体細胞よりなる。中心前回などには非常に大きな錐体細胞（ベッツの巨大細胞）が存

在する（前述）。    

 Ⅵ層：多形細胞層～細胞数が比較的多い。中型・大型の細胞よりなる。①三角細胞亜層
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～主として三角型の細胞が密に並ぶ、②紡錘細胞亜層～細胞が比較的少なく紡錘細胞から

なる、の２層に分けられる。  

 

 

図３－１５ 大脳皮質の標準的細胞構築  

 

３．２ 髄鞘構築 

 ニューロンの軸索突起は細胞体を離れると集まって神経線維の束となる。六つの細胞層

は線維の配列の方向と量によっても区別される（図３－１５：右）。大脳皮質の線維は放

射状および切線方向に配列する。前者は細い放射線維束となって細胞体から深層へ垂直に
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走る。これには、①錐体細胞、紡錘細胞、星状細胞からの投射線維として皮質を離れる線

維、②他の皮質に投射する求心性の連合線維、がある。マルチノッチ細胞の上行軸索も垂

直の路をとる。切線線維は皮質表面に水平に走る。それらは主として、①求心性連合線維

の終末枝、②水平細胞、顆粒細胞の軸索、③錐体細胞、紡錘細胞からの側副枝の終末枝で

ある。切線線維は皮質各層に均等には分布しておらず、その違いを基に以下のような皮質

有髄構築による分類がなされる（図３－１５：右）。 

 １）接線層～Ⅰ層に対応。深層に錐体細胞、紡錘細胞の終末樹状突起分枝とマルチノッ

チ細胞の軸索終末がみられ、これらの樹状突起と軸索分枝はかなり密な切線線維叢を形成

する。 

 ２）無線維層～Ⅱ層に対応。多数の密に詰まった小型顆粒細胞の頂上樹状突起が分子層

に終わり、軸索は皮質深層に下行する。この層に有髄線維は少ない。 

 ３）上線条層～Ⅲ層に対応。錐体細胞の頂上樹状突起はⅠ層に達するが、大部分の軸索

は主として連合線維ないし交連線維となって白質に入る。 

 ４）外バイヤルジェル層～Ⅳ層に対応。この層にある細胞の多くは層内で分枝する短い

軸索をもつ。それ以外の大型細胞は深層に終わるか白質に入る下行軸索を有する。全層が

密な有髄線維の水平叢によって満たされている。これを外バイヤルジェル帯という。 

 ５）内バイヤルジェル線層～Ⅴ層に対応。大型錐体細胞の頂上樹状突起は分子層まで上

行する。小型錐体細胞の樹状突起はⅣ層にしか達しないか、層内で分枝する。軸索は主に

投射線維となって白質に入るが、左右の大脳半球を結ぶ脳梁線維の一部は小型錐体細胞か

ら供給される。深層の水平線維叢は内バイヤルジェル帯を形成する。 

 ６）下線条層～Ⅵ層に対応。大型錐体細胞は樹状突起を分子層まで送る。小型錐体細胞

のそれは IV 層まで達するか紡錘細胞層内で分枝する。  

Ⅴ、Ⅵ層の錐体細胞、紡錘細胞の樹状突起の多くは内顆粒層で分枝する感覚性視床皮質

線維終末と直接結合する。紡錘細胞の軸索はおもに投射線維として白質に入る。脳回同志

を結合する短い弓状連合線維の一部はⅥ層の深部星状細胞に由来する。多形細胞層は大型

錐体細胞の密に詰まった上層と小型錐体細胞が粗に配列する下層に分けられる。全層にわ

たり白質に出入りする線維束が侵入する。 
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４．大脳皮質領野 

 

 脳以外の臓器では細胞の並び型はどの場所でも同じである。脳の細胞構築像は領野に

よって異なる。図３－１６を見て欲しい。一番左の１は中心前回の細胞構築で、大きな

錐体細胞が各層にわたって認められる。一番右の５は視覚野の細胞構築で、比較的小さ

い錐体細胞や星状細胞が密に存在する。この細胞構築の違いを基に大脳皮質を幾つかの

領野に区分するする試みがなされた。その中で最もよく知られているのがブロードマン

による区分であり、図３－１７に示すように脳を５２の領野に区分した。これはブロー

ドマンの脳地図としてよく知られており、現在でも神経科学研究で広く用いられている。

この外フォン・エコノモの脳地図もよく知られている（図３－１８）。彼は大脳皮質を

109 の領野に区分した。この領野区分を用いている研究者もいる。 

 

 

図３－１６ 大脳皮質の細胞構築 

 １：中心前回、２：側頭葉、３：頭頂葉、４：前頭葉、５：視覚野 
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図３－１７ ブロードマンの脳地図 
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図３－１８ フォン・エコノモの脳地図 
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５．大脳皮質の線維連絡 

 

５．１ 大脳皮質細胞構築と線維連絡  

大脳皮質の線維連絡は、  

１）脊髄、脳幹、間脳、大脳基底核、辺縁系などの皮質下の諸核からの情報を受ける求

心性線維  

２）皮質下の諸核へ情報を出力する遠心性線維  

３）左右大脳半球間を連絡する交連線維  

４）皮質領野間の情報伝達を行う連合線維  

に分けられる。図３－１９、図３－２０は線維連絡の観点から見た大脳皮質細胞構築の模

式図である。脊髄、脳幹、間脳、大脳基底核、辺縁系などの皮質下の諸核からの情報を受

ける求心性線維は基本的に星状細胞に入力する。星状細胞は基本的に介在ニューロン（イ

ンター・ニューロン）、すなわち感覚ニューロンと運動ニューロン間の情報伝達の仲介の

役割をするニューロンである。図３－１９に示すように様々の種類がある。６層全てに存

在するがⅣ層で密度が高い。この傾向は感覚野で特に顕著である（図３－２０）。  

視床からの求心性線維はⅣ層に投射し星状インターニューロン（Ｓ１）に連絡する。交連

線維、連合線維はより表層のニューロンに連絡する。バスケット細胞（Ｓ２）は表層のニュ

ーロンと連絡を有し、そのニューロンの活動を抑制する。より深層に分布する大型バスケッ

ト細胞（Ｓ３）も線維連絡を有するニューロンの機能を抑制する。紡錘細胞（Ｓ４）は主に

Ⅵ層に分布し、興奮性の軸索を投射する。ダブルブーケ細胞は、Ⅳ層のニューロンが求心性

神経によって刺激された時、その興奮を皮質全層に拡げる役割を果たす。  

前述のごとく、視床からの大脳皮質への投射には特殊投射核群からのものと非特殊核群

からのものがある。前者は限局された単一の層、あるいはせいぜい２層に終わることが多

い。Ⅳ層の特に上層に投射する場合が多い。後者は皮質６層のいずれにも投射する。  

大脳皮質の遠心性線維は主として錐体細胞から発する。図３－１９のＰ１およびＰ２はこ

のような錐体細胞の例である。主としてⅡ層、Ⅲ層、Ⅴ層に存在する。特にⅤ層の錐体細

胞は非常に大きく、脳幹および脊髄に投射する。Ⅱ層およびⅢ層の錐体細胞は小型であり

他の皮質領野へ投射する。  
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図３－１９ 大脳皮質線維連絡の模式図

 

   図３－２０ 感覚野、運動野における細胞構築および線維連絡の模式図   

ＮＳ：非特殊投射群よりの入力、Ｓ：特殊投射群よりの入力、Ｃ－Ｃ：連合線維 

    Ｃ－Ｃ（Ｃａ）：交連線維、Ｃ－Ｓ：皮質遠心性線維、Ｃ－Ｔ：皮質視床遠心性線維 

  Ｃ－Ｓｐ：皮質脊髄遠心性線維 
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５．２ 交連線維  

交連線維の主なものは脳梁、海馬交連、前交連である（図３－２１）。脳梁は前頭葉、

頭頂葉、後頭葉、側頭葉、帯状回など大部分の大脳皮質領野の細胞から発し、対応する領

野に投射する。主としてⅢ層から発するが一部Ⅳ層～Ⅵ層からも発する。脳梁には約２億

本の線維があると推定されている。海馬交連は海馬および海馬回より出て対応する部位に

投射する。前交連は嗅脳あるいは海馬傍回を結ぶ線維である。  

 

図３－２１ 交連線維の模式図  

 

５．３ 連合線維 

  連合線維は同一大脳半球内の領野間を連絡する線維である。主としてⅢ層およびⅣ層の

錐体細胞から発する。短いものは皮質内で始まって皮質内に終わる。あるいはいったん皮

質を出て短い区間白質内を走り再び皮質に入る。短い連合線維は直径も細くその同定は困

難である。一方、長い連合線維は明らかな神経路を形成している。皮質―皮質間の線維連

絡の研究は従来動物実験が主流でヒトを対象とした研究は遅れがちであった。最近は、

MRI拡散テンソル画像 5 をはじめとする新たな研究技法が次々と開発され、活発な研究が

行われている。現在までに知られている主な連合線維は以下のごとくである（図３－２２

参照）。  

 １）鈎状束～海馬、扁桃体と前頭葉を結ぶ。  

 ２）上、下後頭前頭束～後頭葉、側頭葉と前頭葉を結ぶ。  
                             
5 第２章参照。 
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 ３）下縦束～後頭葉と側頭葉、頭頂葉と後頭葉を結ぶ。  

 ４）上縦束～前頭葉背内側部と頭頂葉、後頭葉を結ぶ。  

  ５）眼窩前頭束～前頭葉の背側部と腹側部を結ぶ。  

 ６）弓状束～側頭葉と前頭葉を結ぶ。  

 ７）外側後頭束～後頭葉内で背側部と腹側部を結ぶ。  

 

 

図３－２２ 大脳皮質の主な連合線維 

(a)外側面、（ｂ）内側面、（ｃ）前額面 
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５．４ 求心性線維 

５．４．１ 視覚伝導路（図３－２３） 

網膜視細胞から出る視神経は視交叉で半交叉する。左視野に対応する視神経（両眼の右

側の網膜から出た視神経）は右大脳半球に投射し、右視野に対応する視神経（両眼の左側

の網膜から出た視神経）は左大脳半球に投射する。半交叉の後視神経は視索となり、外側

膝状体背側部、視床枕および中脳蓋の上丘に投射する。網膜の上方二分の一は外側膝状体

の内側部に投射し、さらに第一次視覚野である後頭葉の鳥距溝の上部（１７野の上唇）に

投射する。下方二分の一は外側膝状体の外側部に投射し、さらに後頭葉の鳥距溝の下部（１

７野の下唇）に投射する。 

 

図３－２３ 視覚伝導路 

  

５．４．２ 聴覚伝導路（図２－２４） 

内耳の蝸牛から発する聴覚神経はラセン神経節を作った後集まって蝸牛神経となり、脳

幹に入って二分岐し菱形窩底の外側部にある蝸牛神経核背側核と蝸牛神経核腹側核に投射

する。蝸牛神経核背側核から発する第二次ニューロンは外側毛体となって上行する。その

際、半数の線維は同側を、半数の線維は対側を上行する。蝸牛神経核腹側核を起始部とす

る第二次ニューロンは神経線維の集合体である台形体を形成し、上行して対側の外側毛体
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に終わるか台形体内の上オリーブ核（台形体核）に終わる。上オリーブ核からは第三次ニ

ューロンが外側毛体を上行する。外側毛体は中脳下丘に投射する。下丘から発する線維束

は同側の視床の内側膝状体核に終わる。これから発する神経線維は内包を通って大脳皮質

第一次聴覚野に投射している。 

 

図３－２４ 聴覚伝導路 

 

５．４．３ 体性感覚伝導路 

主として皮膚と粘膜からの刺激（触覚、圧覚、痛覚、温覚、冷覚など）と筋、腱、関節

などからの深部刺激の伝導路である。末梢神経内の知覚線維は脊髄神経節の後根細胞の樹

状突起であり、途中で中断されることなく脊髄神経節に入る。脊髄神経節から出る線維（後

根細胞の神経突起）は脊髄神経の後根を通って脊髄に進入し、ここで次のような三つの系

統に分かれる。 

１）脊髄視床路系（図３－２５）～脊髄後角からの二次ニューロンが脊髄側索の外側／

前視床路を通って脊髄毛帶から視床後外腹側核（VPL）に投射する。視床からの三次ニュ
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ーロンは内包を通って大脳皮質第一次体性感覚野に投射する。温覚、痛覚および一部の触

覚の伝導路である。 

 

図３－２５ 脊髄視床路 

 

２）後索（内側毛帯）路系（図３－２６）～延髄後索核からの二次ニューロンが内側毛

帶を上行して視床後外腹側核（VPL）に投射する。上肢からの情報は楔状束核、下肢から

の情報は薄束核で中継される。視床からの三次ニューロンは脊髄視床路と同様に内包を経

て大脳皮質第一次体性感覚野に投射する。大部分の触覚と圧覚、および意識される（関節

受容器からの）深部刺激の伝達に関与する。 

 

図３－２６ 後索路 
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３）脊髄小脳路（図３－２７）～筋、腱および関節からの深部刺激情報の伝導路である。

上肢からの情報は副楔状束核を中継核とする楔状束小脳路（CCT）および同側後角で二次

神経に続く吻側脊髄小脳路（RSCT）を介して伝達される。下肢からの情報はクラーク柱

を中継核とした背側脊髄小脳路（DSCT）および腰髄レベルで交叉して対側の後角に入り

二次ニューロンに続く腹側脊髄小脳路（VSCT）を介して伝達される。基本的に CCT、DSCT

は小脳の中間部に投射、RSCT、VSCT は小脳虫部に投射、そこから視床外側腹側核 (VL)

を経て大脳皮質第一次運動野に至る。前者は外側前庭神経核や脳幹網様核へも投射し、さ

らに錐体外路（後述）によって再び脊髄の前角細胞へ戻ってくるフィードバック回路を形

成する。この経路を介して伝達される情報の多くは意識に上らず、四肢の随意運動や姿勢

反射に関係している。  

 

図３－２７ 脊髄小脳路  

 

５．５ 遠心性線維  

５．５．１ 錐体路（図３－２８） 

大脳皮質の運動領野から発し、脳神経路ないし脊髄神経路を経て骨格筋その他の横紋筋

に至る経路である。錐体路の起始部は大脳皮質中心前回第一次運動野にある。ここから発

する線維は内包、大脳脚、橋縦束を経て延髄の錐体に達する（錐体路の名はこれに由来す
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る）。ここでその大部分は交叉（錐体交叉）して反対側の脊髄側索のなかを下行し順次脊

髄前柱の前角細胞に終わり（錐体側索路）、交叉しい残りの線維は同側の脊髄前索のなか

を下行しつつ順次に交叉し、すぐに反対側の前角細胞に終わる（錐体前索路）。次に脊髄

の前角細胞から始まる線維は前根を通って脊髄神経のなかに入り、途中で中断することな

く末梢に及んで横紋筋に分布する。 

 

 

図３－２８ 錐体路 
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なお錐体路の線維の一部は脳幹の中脳、橋、延髄にある両側の運動性脳神経核に終わる。

すなわち、一側の第一次運動野からの線維は同時に両側の運動性脳経核に接続する。これ

から発する線維はそれぞれの運動性脳神経となって、その支配する横紋筋に投射する。た

だし、口と頬の表情筋を支配する顔面神経核の下部と舌下神経核とは例外で、それぞれ対

側の皮質からのみ支配される。このように錐体路はすべて二段階の伝達ニューロンから形

成されており、必ず一度交叉して反対側の随意筋にゆくことがその特徴である。二つのニ

ューロンをそれぞれ上位ニューロン、下位ニューロンという。錐体路の第一次ニューロン

は大脳皮質から始まって脊髄または脳幹に投射する。前者を皮質脊髄路、後者を皮質延髄

路という。 

  

５．５．２ 錐体外路 

錐体路以外の遠心性線維を錐体外路という。従って、錐体外路という名称の単一の神経

路が存在する訳ではない。錐体外路には様々の神経路がある（図３－２９）。主なものは

以下のごとくである。 

 １）橋および小脳を経由する伝導路～大脳皮質を起始部とする神経線維は線維束をつく

って内包に集まり、さらに大脳脚を通って橋に入り、ここで橋核に終わる。以上が第一次

ニューロンでこれを皮質橋路という。橋核細胞の神経線維は橋の内部を横走して大部分が

反対側に渡り、中小脳脚（橋腕）となって小脳髄質に進入し小脳半球の皮質の顆粒細胞に

投射する。以上が第二次ニューロンでこれを橋（核）小脳路という。顆粒細胞の神経線維

が平行線維であり、小脳の出力細胞であるプルキンエ細胞の樹状突起に終わる。この伝導

路は小脳の運動調節作用を筋系に伝達するものと考えられる。 

２）線条体および淡蒼球を経由する伝導路～大脳皮質前頭葉の運動性ニューロンから出

る神経線維は同側線条体、ついで淡蒼球に入ってそれぞれ中継される。淡蒼球から出る線

維の一部は直接に、他の一部は視床下核と黒質で中継され、同側および反対側の赤核およ

びその付近の網様体に終わる。赤核からの線維は中心被蓋路を通り下オリーブ核に投射す

る。なお赤核から下降する線維の一部は脳幹の網様体にも終わっている（その先-は網様体

脊髄路となって脊髄に下行する）。この経路は筋の緊張や不随意運動などに関係する。      

３）視蓋脊髄路～脳蓋の上丘（視蓋）から発しその大部分は交叉し、一部は交叉せずに

脊髄前索を下行し、線維の終末は順次前角細胞に終わる。上丘は既述の通り視覚伝導路そ
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の他多数の求心性経路と連絡があり、視蓋脊髄路は視覚反射その他の反射弓 6の遠心路を

なすものである。 

４）前庭脊髄路～延髄の外側前庭神経核から発する線維束で、末端はやはり前角細胞の

連絡している。すなわち、上記の核から出る神経線維は同側性に下行して脊髄に入り、前

索のなかを錐体路の前に沿って走っている。この伝導路は前庭神経とともに反射弓を作り、

身体の姿勢の反射的に正しく保つ作用をもつ。 

 

図３－２９ 錐体外路 

 

                             
6 反射に関与する神経回路。 
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６．大脳皮質の機能分類 

 

 大脳皮質は線維連絡から、①主として視床特殊投射核群から感覚情報を受ける領野、②

主として主要な運動路伝導路である錐体路を出す領野、③感覚、運動伝導路とは直接関係

なく、視床連合核群や皮質の他の部位と相互線維連絡をする領野、に分けられる（図３－

８参照）。それぞれ、①感覚野、②運動野、③連合野と呼ばれている。各群の機能は以下

のごとくである（表３－１参照）。 

 

６．１ 感覚野 

 １）第一次体性感覚野～視床体性感覚中継核である後内側腹側核および後外側腹側核か

ら投射を受ける。中心後回および中心傍回周辺領域、ブロードマンの領野では３野、１野、

２野が該当する。３野は触覚に、１野と２野は深部感覚、関節位置感覚に対応する。体部

位局在性があり、下肢は上部に、上肢は中間に、顔面は下部に位置する。 

 ２）第一次視覚野～視床視覚中継核である外側膝状体から投射を受ける。ブロードマン

の領野では１７野が該当する。左右両眼の左視野からの情報は右大脳半球の１７野に、右

視野からの情報は左大脳半球の１７野に投射される。また視野の上部は鳥距溝の上に、下

部は鳥距溝の下に、視野中心部は脳後方に視野周辺部はその前方に投射される。 

 ３）第一次聴覚野～視床聴覚中継核である内側膝状体から投射を受ける。側頭葉内側の

４１野が該当する。左右の耳からの情報は左右いずれの大脳にも投射される。 

４）第一次味覚野～視床味覚中継核である後内側腹側核は３野下部の顔面領域の近傍に

投射する。 

５）第一次嗅覚野～鼻粘膜にある嗅神経は視床を介さず直接第一次嗅覚野である鈎回に

投射する。 

 

６．２ 運動野 

 中心前回を中心とする領域は筋肉運動を司る第一次運動野である。４野が該当する。こ

の領域には巨大な錐体細胞であるベッツ細胞があり、直接脊髄に投射している。これが錐

体路である。錐体路は延髄で大部分が左右交叉する。身体部位対応があり下方から上方に

向かって頚部、上肢、体幹、下肢の順に並ぶ。 
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表３－１ 大脳皮質の機能分類とブロードマンの領野（図３－１７）との対応関係 

    ブローカの領野   機能         解剖学的領野    

       １      体性感覚野     中心後回、中心傍回後部  

       ２      体性感覚野          中心後回、中心傍回後部  

       ３      体性感覚野     中心溝後壁  

       ４      運動野       中心前回、中心傍回前部 

       ５      体性感覚連合野    中心後回  

       ６      運動連合野     上、中前頭回後部、中心前回後部 

       ７      体性感覚連合野   上頭頂小葉 

       ８       前頭眼野      上、中前頭回後部 

       ９      前頭連合野     上前頭回 

      １０      前頭連合野     前頭極  

      １１      前頭連合野     下前頭回前部 

    １２      前頭連合野     下前頭回中央部 

      １３      前頭連合野１     眼窩部  

      １４      前頭連合野１     眼窩部   

      １５      未定義 

      １６      未定義 

      １７      視覚野（有線領）  後頭極（内側は鳥距溝周辺）   

      １８      視覚連合野     後頭葉外側 

      １９      視覚連合野      後頭葉外側   

      ２０      視覚連合野     下側頭回   

      ２１      視覚連合野     中側頭回 

     ２２      聴覚連合野２     上側頭回  

       ２３       辺縁系       帯状回  

      ２４      辺縁系       帯状回  

      ２５      辺縁系       梁下野 

   ２６      辺縁系       小帯回   

 １：ブロードマンの原典では未定義であるが、最近の研究を参考に追加 

   ２：後端はウェルニッケ野 
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表３－１ 大脳皮質の機能分類とブロードマンの領野との対応関係（続き） 

     ブローカの領野  機能        解剖学的領野  

       ２７     辺縁系       歯状回   

       ２８     辺縁系       海馬回 

       ２９     辺縁系       帯状回  

       ３０     辺縁系       帯状回  

       ３１     辺縁系       帯状回    

       ３２     辺縁系       帯状回  

       ３３     辺縁系       帯状回  

       ３４     辺縁系       鈎 

       ３５     辺縁系       海馬回の一部 

       ３６     側頭連合野     海馬傍回 

       ３７          視覚連合野     外側側頭後頭回  

       ３８     側頭連合野      側頭葉極  

       ３９     頭頂連合野     角回  

       ４０     頭頂連合野     縁状回   

       ４１     聴覚野       上側頭回内側部  

       ４２     聴覚連合野     上側頭回外側部   

       ４３     味覚野       中心前回・中心後回下端  

       ４４     ブローカ野     下前頭回弁蓋部 

       ４５     ブローカ野     下前頭回三角部 

       ４６     前頭連合野     中前頭回 

       ４７     前頭連合野     前頭葉下面 

       ４８     未定義   

       ４９     未定義 

       ５０     未定義 

       ５１     未定義 

       ５２     聴覚連合野     上側頭回前端 
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６．３ 連合野 

 連合野は大脳皮質の広い面積を占め複雑な情報処理に関与する。高次脳機能に最も関連

の深い部位である。連合野はさらに様相連合野と通（超）様相連合野に分けて論じられる

ことが多い。 

 様相連合野は特定の感覚あるいは運動に関する複雑な情報処理を行う部位である。次の

領野が含まれる。 

 １）体性感覚連合野（第二次体性感覚野）～５野、７野 

２）視覚連合野（第二次視覚野）～１８野、１９野、２０野、２１野、３７野 

 ３）聴覚連合野（第二次聴覚野）～２２野、４２野 

  ４）運動連合野（第二次運動野）～６野 

５）味覚・嗅覚～味覚については島回や５野、嗅覚については前頭葉が関係するとの説

もあるが詳細は不明である。 

通（超）様相連合野は前頭葉の大部分、頭頂葉や側頭葉の一部が含まれる。複数の感覚

様相に同時に関係するような処理（空間移動、言語など）、あるいは感覚様相から独立し

た処理（問題解決、意思決定など）に関係する。 

 

７．脳の循環系 

 

７．１ 脳室系(図３－３０) 

 脳と脊髄はそのまわりを髄液という一種のリンパ液で満たされている。また脳、脊髄と

もその中心部に腔所があり、脳の部分を脳室、脊髄の部分を中心管、あわせて脳室系とい

う。脳室系の内部も髄液で満たされている。髄液は大脳半球の中に広がっている側脳室及

びその下方の第三脳室の脈絡叢で作られる。第三脳室と側脳室とはモンロー孔により交通

している。第三脳室はシルビウス水道を経て第四脳室となり、ここからルシュカ孔、マジ

ェンヂー孔を通って大脳槽に通じている。大脳槽は小脳下面と延髄との間にある腔所でこ

こから髄液は脳および脊髄の表面に向かう。脳や脊髄を濯流した髄液は最終的には静脈洞

から吸収される。 
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図３－３０ 脳室系 

 

７．２ 脳の動脈（図３－３１、図３－３２、図３－３３） 

脳に流入する動脈は内頸動脈と椎骨動脈である。内頸動脈は総頸動脈から分かれて頸動

脈管を経て頭蓋内に入る。内頸動脈の分枝で重要なものは眼窩動脈、後交通動脈、前及び

中大脳動脈である。眼窩動脈は眼裔内に入る動脈である。後交通動脈は視床、視床下部を

環流する。前大脳動脈は多数の穿通枝を出し、大脳眼窩部、線条体、帯状回、脳梁を環流

する。中大脳動脈は線条体、内包、島、中および下前頭回、前頭葉眼窩部の外側、前およ

び後中心回、上および下頭頂葉、中側頭回、後頭葉の一部を環流する。椎骨動脈は頭蓋内
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に入った後左右合して脳底動脈となる。脳底動脈から下小脳動脈、内耳動脈、上小脳動脈、

後大脳動脈が分かれる。二つの小脳動脈は小脳を環流し、内耳動脈は内耳を環流する。後

大脳動脈は視床、視床下部、脳梁膨大、大脳半球側頭葉、後頭葉、頭頂葉下部を環流する。 

 

        

図３－３１ 脳の動脈（１）：側面 
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図３－３２ 脳の動脈（２）底面 

 

７．３ 静脈（図３－３４） 

 脳の静脈は表面静脈と深部静脈に分かれる。表面静脈は上、中、下大脳静脈に分かれる。

上大脳静脈は大脳半球の背側、背外側、および脳梁より上の内側面の血液を集める。中大

脳静脈は大脳半球外面の上方の血液を集める。下大脳静脈は大脳半球外側下半および底面

の血液を集める。大脳深部静脈は脳室周辺部の白質、基底核、および大脳の中心部から血

液を集める。脳硬膜には、①上矢状静脈洞、②下矢状静脈洞、③直静脈洞、④海綿静脈洞、

⑤体静脈洞、⑥横静脈洞、⑦S 状静脈洞などの静脈洞があり、静脈から血液が流出する。 
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図３－３３ 脳動脈の還流領域：上：側面、下：内面 

anterior cerebral artery：前大脳動脈、middle cerebral artery：中大脳動脈  

posterior cerebral artery：後大脳動脈、１：眼窩前頭動脈、２：前ローランド動脈、 

３：ローランド動脈、４；前頭頂動脈、５：後頭頂動脈、６：角回動脈、 

７：後側頭動脈、８：前側頭動脈、９：眼窩動脈、１０：前頭極動脈、 

１１：脳梁動脈、１２：後内前頭動脈、１３：傍脳梁動脈 
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図３－３４ 脳の静脈 
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７．解剖学から見た機能局在 

 

７．１ 大脳皮質領野と機能局在 

 あらゆる臓器において構造と機能は密接に関係している。肺では、気管→主気管支→気

管支→細気管支→終末細気管支→呼吸細気管支→肺胞道→肺胞嚢→肺胞と次第に枝分かれ

し、肺胞の表面を網の目のように走る毛細血管との間でガス交換が行われる。肺胞の数は

両肺で６億と言われている。この構造により毛細血管と空気と接触する面積は極めて広く

なっている（約６０㎡）。脳の基本機能は情報処理である。大脳皮質の細胞構築が領野に

よって異なることは情報処理様式が領野によって異なることを意味する。解剖学の視点か

ら見れば、脳局在の基本単位は大脳皮質領野である。前述のごとく、神経心理学における

脳局在の基本単位はモジュールである。それならば単一の領野は単一のモジュールに対応

するか。現時点では実証データは乏しいが、理論的には両者間に対応関係が成立するはず

である。逆に言うと、解剖学的に単一の領野、より正確に表現すれば細胞構築あるいは髄

鞘構築に関して同一と認められる脳部位について機能局在を論じるべきである。脳損傷者

においては、解剖学的に単一の領野のみが破壊されるということはまずあり得ない。損傷

領野と症状との厳密な対応関係を論じるためには、症例研究と共に動物実験が必要である。

機能画像解析の場合、大脳皮質のどのような細胞構築を有する領野が活性化されたか、さ

らにはどの層のどの細胞が活性化されたかまで解析しないと真の意味での脳局在は論じら

れない。画像解析は確かに進歩したが、真の脳機能局在を論じるにはその精度はまだまだ

不十分である。今後一層の技術開発が期待される。 

 

７．２ 機能系、離断症状  

 古典局在論によれば、中枢の損傷だけでなく、中枢間の線維連絡路の損傷も高次脳機能

障害を引き起こす。すなわち離断症状である。現代における機能系の概念に従えば、多数

の領野の活動が統合されて特定の高次脳機能が営まれる。そうであるなら機能系を構成す

る領野間には線維連絡があるはずである。線維連絡は神経心理学において重要な意味を有

している。しかしながら、従来問題にされてきた線維連絡は多くの場合仮説的なものに留

まっていた。現代における脳の解剖学や構造画像解析の進歩は線維連絡やその損傷の有無

を実証的に検討することを可能にした。かつては高次脳機能障害を示す患者の大脳白質に

損傷があればそれだけで離断症状と見なしていたこともある。今後はどの線維連絡が損傷
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されているのかを明確な解剖学的証拠に基づいて論じることが必要となろう。 

解剖学的に見れば、機能系に含まれる領野間には相互に線維連絡が存在するはずである。

逆に言えば、線維連絡のない領野は機能系を構成しえない。機能系を考える場合、それを

裏付ける解剖学的証拠があるかどうかは非常に重要である。提案された機能系の妥当性の

検証のために解剖学は有力な武器となる。 

古くウェルニッケはその著の副題を「解剖学的基礎に基づく心理学的研究」としたが、

彼が実際に行ったことは「心理学的基礎に基づく解剖学的研究」であると揶揄された。現

代の神経心理学においてもこのような傾向が全くないとは言えない。例えば、機能的な離

断と解剖学的な離断とは別である。ある高次脳機能障害が機能的離断によって説明可能で

あるとしても、そこから直ちに解剖学的離断も存在すると考える研究者がいる。もちろん

これは誤りである。解剖学的離断があるかどうかは実際に脳を検索して見なければ分から

ない。機能系や離断症状を問題にする時には、解剖学的知見に十分留意する必要がある。 
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