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第４章  高次脳機能の生理学的基礎 

 

 

 

 

１． ニューロンの活動 

 

１．１ 静止膜電位 

 中枢神経系における情報処理はニューロンの電気活動が基本である。ニューロンに限ら

ず全ての細胞において細胞膜の内側は外側より電気的に負の状態になっている。これを静

止膜電位という。静止膜電位の生じる理由は細胞膜内外のイオン濃度の違いである。細胞

外にはナトリウムが多く、カリウムが少ない。細胞内では逆にカリウムが多く、ナトリウ

ムが少ない。カリウムは細胞が静止状態でも膜を通過出来るので濃度差によって細胞外へ

流れ出る。カリウムはプラスイオンであるので、これはプラスの電価の流出を意味し、膜

内が膜外に対して負の電位を持つことになる。この電位は膜外からプラスの電荷、すなわ

ちカリウムを取り入れる働きをするので、あるレベルで濃度差により流出するカリウムと

電位差により流入するカリウムとが平衡状態に達し、細胞内外のカリウム濃度差は一定に

なる。この時の電位差がカリウム平衡電位である。同様の仕組みでナトリウムも平衡電位

を成立させるが、ナトリウムは細胞膜を自由に通過出来ないので、ナトリウム平衡電位は

ゼロに近い。従って静止膜電位はカリウム平衡電位にほぼ等しく、膜内は膜外に対し 70mV

の負の電位を持つことになる。 

 

１． ２ インパルス 

ニューロンの静止膜電位は外部からの電気的、化学的、機械的刺激によって減少する。

これを脱分極という。脱分極が大きくなって一定のレベルに達すると１ミリ秒位の非常に

短い時間内に膜内が膜外に対して+30mV～50mV 程度のプラス電位となり、急速に元に戻

る（図４－１）。これをニューロンのスパイク電位またはインパルスという。インパルス

発生に必要な脱分極を臨界脱分極という。インパルスは脱分極が臨界脱分極のレベルに達

するまで発生しないが（図４－１、ａ、ｂ）、一度発生すると最大の大きさで発生する（図
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４－１、ｃ）。これをインパルスの「全か無かの法則」という。 

 

 

 

図４－１ 臨界脱分極とインパルスの発生 

 

インパルスの発生は次ぎの機序による。ニューロンの細胞膜に刺激が加えられると細胞

膜のイオンチャネル 1が開いてナトリウムイオンが急速に細胞内に流入する。ナトリウム

イオンもプラスの電荷を持つ陽イオンであるので、膜電位がプラスの方向に変化する。イ

ンパルスが発生し最大値に達した膜電位はその後急速にマイナスの方向に減少する。これ

を再分極という。マイナスの方向に向かった膜電位は静止膜電位を越えて、さらにマイナ

スの方向に変化する。これを後過分極という。さらに時間が経過すると膜電位は静止膜電

位の水準にまで戻りニューロンの活動は終了する。この過程において細胞内に流入したナ

トリウムはナトリウムポンプという機構によって細胞外に排出される。 

                            

ニューロンはインパルスを発生すると、上記の過程が全て終了するまで刺激には反応し

なくなる。これを不応期という。 

 

 
1 細胞膜内外の電位差を利用してイオンの流入、流出を制御するタンパク。 
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２．インパルスの伝導 

 

ニューロンの軸索で発生したインパルスは減衰することなく軸索を伝わりその末端にま

で達する。これをインパルスの興奮伝導という。 

 興奮伝導は軸索の活動部分とその周囲の静止部分との間に電位差が生じることから始ま

る。図４－２に示すように、活動部位では膜内外の電位差が逆転しているため、膜内は周

囲よりプラスになり膜外はマイナスになる。そのため膜内では活動部位から静止部位に向

かって膜を横切って電流が流れる。この電流は膜外では静止部位から活動部位へと電流が

流れ膜を横切って元に戻る。これを活動電流という。活動部位に隣接する静止部位は活動

電流が刺激となって脱分極を起こし、それが臨界脱分極を越えるとインパルスを発生する。

その結果生じる活動電流がさらに次の静止部位の刺激となる。この過程が繰り返されるこ

とによって興奮が軸索を伝わっていく。活動電流は活動部位の両側に流れるが、既にイン

パルスを発生した部位は興奮性が低下しているため活動電流によって再度興奮しない。そ

のためインパルスは一方向にのみ伝導されることになる。 

 有髄線維では、髄鞘は電気的に絶縁体であるため、活動電位はランヴィエ絞輪から隣の

絞輪へと流れる。つまりインパルスはとびとびに伝導されていく。これを跳躍伝導という。

跳躍伝導は伝導速度を速める。有髄線維の伝導速度は無髄線維の 30 倍にも達する。 

 

   

            図４－２ 活動電流とインパルスの興奮伝導 
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３．シナプスにおける情報伝達 

 

３．１ 化学シナプス 

  第３章で述べたごとく、シナプス前ニューロンの軸索終末とシナプス後ニューロンの細

胞体や樹状突起は互いに直接接触することはなく、シナプス間隙によって隔てられている。

シナプスにおいてシナプス前ニューロンからの電気的情報は化学的情報に姿を変えてシナ

プス後ニューロンに伝達される。そのメカニズムは以下のごとくである（図４－３）。  

 

図４－３ シナプスにおける情報伝達  

 

シナプス前ニューロンでインパルスが発生すると軸索を伝って軸索終末部まで到達す

る。するとインパルスが引き金となって軸索終末部に脱分極が起こり、細胞膜内の電位が

細胞膜外の電位より高くなる。脱分極によってここに集中している電位依存性カルシウ

ム・イオンチャネル（細胞膜の小孔、カルシウムイオンのみが通過出来る）が一時的に開

く。すると細胞外のカルシウムイオン濃度は細胞質内濃度の約一千倍なので、カルシウム

イオンは開いたチャネルを通って軸索終末にどっと流れ込む。これにより軸索末端のカル

シウムイオン濃度が上昇する。これがきっかけとなってシナプス小胞が細胞膜と融合し、
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シナプス小胞内に蓄えられている神経伝達物質がエキソサイトシス 2方式で放出される。  

神経伝達物質はシナプス間隙をすみやかに拡散し、シナプス後ニューロンの神経伝達物

質依存性イオンチャネルに結合して電気的変化を引き起こす。神経伝達物質依存性チャネ

ルは、細胞外部からの化学シグナルを電気シグナルに迅速に変換するよう特殊化している。

このチャネルは後シナプス細胞の細胞膜に集中しており、神経伝達物質の結合によって一

時的に開き、カリウムイオンとナトリウムイオンの透過性が同時に増大する。そのため膜

電位はカリウム平衡電位とナトリウム平衡電位の中間のレベルに移行する。その値は静止

膜電位よりややプラスであるためシナプス後膜は脱分極を起こすことになる。この脱分極

は興奮性後シナプス電位（EPSP）と呼ばれる。局所的な膜の透過性の変化の大きさはシ

ナプスから放出される神経伝達物質の量と滞在時間に比例する。EPSP を発生させるシナ

プスはシナプス後ニューロンの興奮性を増大させるので興奮性シナプスと呼ばれる。興奮

性シナプスで作動する神経伝達物質を興奮性神経伝達物質という。  

シナプス後ニューロンの興奮性を低下させるシナプスも存在する。抑制性シナプスであ

る。抑制性シナプスでは、神経伝達物質がシナプス後膜に到着すると、細胞膜のカリウム

イオンと塩素イオンの透過性が選択的に増大する。カリウム平衡電位は静止膜電位より多

少マイナス側にあり、塩素イオン平衡電位は静止膜電位にほぼ等しいので、膜電位はマイ

ナス側に変化することになる。結果としてシナプス後膜では過分極が生じる。この過分極

は抑制性シナプス後電位（IPSP）と呼ばれる。抑制性シナプスで作動する神経伝達物質を

抑制性神経伝達物質という。  

分泌された神経伝達物質はシナプス間隙に存在する特異的な酵素によりすぐに分解され

るか、あるいはそれを分泌したニューロンやその周辺のグリア細胞に取り込まれてすばや

く消滅する。この再取り込みに働くのはナトリウム依存性神経伝達物質運搬体タンパクで

ある。神経伝達物質が迅速に除去されるおかげで、シナプスでのシグナル伝達は空間的に

も時間的にも正確に行うことが出来、近くのニューロンに影響せず、次の神経伝達物質の

放出までにシナプス間隙がクリアされていて、繰り返し送られてくる速いシグナルを随時

シナプス後ニューロンに伝達出来る。このような化学シナプスは、ニューロン間でギャッ

プ結合を介して直接に電気シグナルを伝える電気シナプスよりも多様で適応性に富んでい

                             
2 開口放出。①神経伝達物質を含むシナプス小胞の膜が細胞膜と接着、②接着部位に２枚

の膜を貫通する小孔が開き両方の膜が連続した膜となる、③小孔からシナプス小胞の内容

が拡散し細胞膜外に出る、の順序で神経伝達物質が放出される。 
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る。  

３．２ 電気シナプス 

 電気シナプスはギャップ結合を介したシグナル伝達である。ギャップ結合は向かい合っ

て近接したニューロンの細胞膜間にできる結合で、結合したニューロンの細胞膜を直接つ

なげている。隣接する細胞膜の間隙は約２～４nm しかない。この間隙をチャネル形成タン

パク分子が橋渡しをしており、無機イオンやその他の小さい水溶性分子が細胞質から細胞

質へと直接通過する。ニューロン同士は電気的にも代謝的にも共役した状態になり、これ

によってシグナル伝達が行われる。 

 電気シナプスはザリガニの神経節ニューロンで発見された。当初脊椎動物には存在しな

いとされた。しかし、ごく最近、哺乳類の脳、しかも進化的に最も新しい領域とされる大

脳新皮質にもこの電気シナプスが存在することがわかり注目を集めている。 

  

３．３ 加重と促通  

 ニューロンの相互作用は一対一という単純なものではない。一つのニューロンには多数

の軸索がシナプスを形成している。その数は数千から一万にも達すると言われる。逆に一

つのニューロンの軸索は多方面に枝分かれして多数のニューロンとシナプスを形成する。

ニューロン間の相互作用は極めて複雑となる。一つのニューロン上にある多数のシナプス

が同時に興奮性神経伝達物質を放出する場合、発生する EPSP の大きさは個々のシナプス

が単独に発生させる EPSP の代数和にほぼ等しくなる。これを EPSP の空間的加重という。

個々のシナプスの EPSP がシナプス後ニューロンの臨界脱分極に達しない場合でも、空間

的加重による EPSP の和が臨界脱分極を越えていればインパルスが発生する。シナプス前

ニューロンの活動がシナプス後ニューロンにインパルスを発生させない場合でも、シナプ

ス後ニューロンの興奮性を高める働きをしていることになる。この時、他のシナプス前ニ

ューロンも同時に活動すれば空間的加重によってインパルスが発生する。これをインパル

ス発生の促通という。  

また、一つのシナプス前ニューロンが短い時間内に繰り返し活動し、はじめの EPSP が

消失しないうちに次ぎの EPSP が発生すれば脱分極が加算され、シナプス後ニューロンが

インパルスを発生する確率が高くなる。これを時間的加重という。  

 IPSP も EPSP と同じく加重を示す。その働きは逆方向の電位変化である EPSP を相殺

することによってシナプス後ニューロンの興奮性を弱めることである。これをシナプス後
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抑制という。  

４．大脳皮質の機能単位 

 

大脳皮質第一次感覚野に極細い電極（微小電極）を挿入する。たまたま電極がニューロ

ンの近傍にあればそのニューロンのインパルスを記録することが出来る。いろいろな刺激

を提示しながらニューロンの反応を記録すると、大脳皮質の表面に伸びた細長い円柱状の

領域内に並んだニューロンはどの層にあってもよく似た刺激に反応することが明らかにさ

れた。例えばＤ・Ｈ・ヒューベルとＴ・Ｎ・ヴィーゼルは次の実験結果を報告した。彼ら

はサルの第一次視覚野（V１）の皮質表面に対して直角に刺入した電極によって次々に捉

えられるニューロンがどのような刺激に反応するかを検討した。通常こうした実験では、

一方の目は閉じて片方だけを開けておき、左右それぞれの眼の受容野 3を別々にプロット

することが行われる。これにより各ニューロンがどちらか一方の眼の刺激だけに反応する

のか、あるいはどちらの眼の刺激にも反応するのか、また後者の場合、左右どちらの眼の

方がより強い反応を起こすのか、などを明らかにすることが出来る。さらにこうして明ら

かにされた受容野に様々な刺激を提示することによって、このニューロンの最適刺激（ニ

ューロンを最も強く反応させる刺激）を調べることも出来る。第一次視覚野の皮質表面に

垂直に電極を刺し進めていくと、次々に捉えられるニューロンは全て同じ傾きの線分に反

応した（方位選択性）。また全てのニューロンが一方の眼のみに反応するか、あるいは一

方の眼に対する反応が他方の眼に対する反応よりはるかに強かった（眼球優位性）。この

ように同じ働きをするニューロンがたくさん円柱状（直径 0.5ｍｍ程度）に集まったもの

をヒューベルらは機能円柱（コラム）と呼んだ。同じ機能円柱中でのニューロンの反応を

調べると、機能円柱に含まれるニューロンが全て共通した方位選択性を持つか、あるいは

共通した眼球優位性を持つかたちになっているようにみえる。こうした機能円柱は方位選

択コラム、眼球球優位コラムと呼ばれている。これに対して電極を斜めに刺し進めていく

場合、50～100μｍのわずかな間隔で次々に捉えられるニューロンの最適方位はきわめて規

則的に変化していく。連続したニューロンの最適方位が規則的に変化するなかで、眼球優

位は同じ眼のままに保たれており、あるところで突然他方の眼に変化する。しかし、この

場合でも最適方位の変化はそのまま途切れることなく続いている。彼らはさらに、眼球優

                             
3 視覚野のニューロンは視野の特定の領域に提示された刺激にのみ反応する。あるニュー

ロンが反応する視野領域を受容野という。 
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位コラムと方位選択コラムの関係を調べ、二つのコラムは互いに直交していると報告した。

彼らは、左右の目に対応する一対の眼球優位コラムと全ての方位（360°）の方位選択性

コラムによって構成されるコラムの区画をハイパーコラムと呼び、第一次視覚野における

視覚情報処理の最小単位と考えた。右眼に対して優位に反応し、次に左眼に対して優位に

反応して再び右眼優位に戻るまでには、電極は少なくとも 0.8mm程進む。この距離が眼球

優位ハイパーコラムの大きさに相当する。同じように、最適方位が 18 種類の方位すべて

（360°）をカバーするまでに電極は 1mm進む必要があり、これが方位選択ハイパーコラ

ムの大きさである。  

ヒューベルらは、その後ミトコンドリア中に含まれる物質チトクロームオキシダーゼを

染め出す方法で、第一次視覚野に規則的な斑点模様（ブロブ） を見つけた。このブロブは

第一次視覚野の浅い層（II 層、III 層）で最も鮮明で、深い層（Ⅳ層、Ⅵ層）でも認めら

れた。ブロブに含まれるニューロンの活動は線分の傾きに対する選択性を持たず、色や明

るさに選択性を示した。ブロブも大脳皮質の表面に垂直な構造を持つ。ブロブを含むこれ

ら３種類の構造（コラム、ハイパーコラム、ブロブ）の位置関係は、ヒューベルらによっ

て図４－４のように模式化された。 

 

図４－４ ヒューベルによるサル第一次視覚野機能円柱の模式図：Ｒ、Ｌはそれぞれ右

目、左目から情報を受け取る領域（眼球優位コラム）。これと直交して方位選択性コラ

ムが配列する。丸い筒状に描かれているのはブロブ。右横の数値は大脳皮質の層の番号。 
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ハイパーコラムの形状についてはその後の研究によって多少の修正が必要となった。

Ｋ・オーバーメイヤーらは、電圧レベルの微妙な変化に応じて色相が変わる物質を第一次

視覚野の表面に塗布し、脳表面から見た活動部位の分布を記録した。図４－５は、その結

果から描かれた第一次視覚野におけるハイパーコラムの模式図である。図の太い線は眼球

優位コラムの境界、細い線は方位選択性コラムの境界を 30 度ごとに示した。細い線が平

行である部分はヒューベルのモデルに一致する。方位選択性コラムがモデルに一致するの

は眼球優位性コラムの境界付近のみである。他の部位ではモデルのように単純に平行に走

っておらず、あらゆる傾きのコラムが風車のように一点に集中したり、連続して変化せず

にある傾きの隣に 90 度近く違った傾きのコラムが並んだり、馬の鞍のような分布をして

いる場所がある。眼球優位コラムの中心付近（太い線間）では細い線は一点に集中するよ

うに配列していた。 

 

図４－５ オーバーメイヤーらによるサル第一次視覚野における機能円柱の分布 

 

コラムはどの様な機序で成立するか。Ｊ・Ｓ・ランドらによればサル第一次視覚野の構
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造は図４－６に示すごとくである。薄い灰色は単一のコラムである。斜線は方位選択性ハ

イパーコラムである。この中に含まれるニューロンの方位選択性を重ねると全ての方位を

カバーすることが出来る。濃い灰色は外側膝状体（LGN）からの投射がある層を示す。LGN

からの投射はⅣＣ層に集中する。ⅣＣ層中央にある星状細胞（白円）は特定の傾きの刺激

に選択的に反応し、その出力をⅣＢ層に出す。ⅣＢ層の細胞（黒円）は側抑制（特定の傾

き以外の刺激に反応するニューロンの活動を抑制する）の機序によって方位選択性をさら

に高め、Ⅱ／Ⅲ層に出力する。Ⅱ／Ⅲ層のニューロン（白三角）は他の皮質に投射する（白

三角から出る矢印）と同時に第一次視覚野や他の皮質からのフィードバックを受ける（白

三角に向かう矢印）。このような機序によってコラムの方位選択制が成立すると考えられ

ている。  

 

       図４－６ ランドらによるサル第一次視覚野の模式図 

右欄の数字は皮質層  
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 コラムはサルの第一次体性感覚野、第一次聴覚野、さらに第一次運動野でも見いだされ

た。第一次体性感覚野には手指の特定の部位に反応するコラムが存在する。図４－７で、

左上の図に数字で示したコラムの受容野は左下の図の数字に対応する。コラムの皮質上の

分布と手指の受容野の分布がよく対応している。この領野のニューロンには刺激に対し速

く順応して反応しなくなるニューロン（RA）と順応が遅いニューロン（SA）がある。RA

と SA はいずれもコラムを形成し、皮質上に交互に分布している（図４－７、右下）。第

一次聴覚野では狭い周波数帯域の音にのみ反応するコラムが存在する。運動野では特定の

筋肉の活動を支配するコラムが観察されている。  

 

 

図４－７ サル体性感覚野のコラム 

 

連合野にもコラムが存在する。ヒトやサルでは中側頭回の一部であるMT野の損傷で運

動知覚が障害される 4。サルMT野では特定方向の運動に反応するニューロンが皮質表面に

垂直に配列している。下部側頭葉は顔の知覚に関与する領野であるが、この部位には顔に

反応するニューロンが群をなして存在することが報告されている。前頭連合野には記憶課

題遂行時に活動を増大させるニューロンがコラムを形成している。  

以上から、コラムは生理学的に見た大脳皮質機能の基本単位と考えられる。コラムにつ

                             
4 第９章参照。 
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いて詳しい検討を行ったＶ・Ｂ・マウントキャッスルは次のように述べている。 

 成熱した大脳皮質を構成する基本ユニットはミニコラムである。ミニコラムの中には 80

から 100 個のニューロンがあり、このニューロン集団の中にはニューロンの主なタイプが

すべて含まれている。ミニコラムは、皮質のⅡ層からⅥ層を垂直に走っており、ミニコラ

ム内のニューロンは垂直方向に密に連結されている。これらのミニコラムは、内部の線維

結合と視床からの皮質求心性線維と皮質間線維の両方がバッチ状に成長して入り込むこと

によって形成されている。 

 数百本のミニコラムが水平方向に結びつけられ、成熟した皮質のコラムを形成する。コ

ラムの大きさは 300μm から 600μm で、このサイズは哺乳類の大脳皮質に共通している。

種によって皮質の表面積が３桁も違うのと対照的である。進化における大脳皮質の拡大は、

主に表面積の増大、すなわち皮質を構成するコラムの数の増加によって達成されたのであ

り、コラムのサイズが拡大したわけではない。 

 コラムにより、右眼あるいは左眼などの刺激変数に対する反応が間歇的に反復される。

これを再帰性マッピングという。再帰性マッピングにより刺激変数を皮質の二次元表面に

再現することが可能となる。隣り合うコラムは僅かに異なる刺激変数を処理し、僅かに異

なる部位に出力している。すなわち部分的に重なり合いながらある程度独立した処理を行

っている。大脳皮質の厚さは 1.5mm～4mm、コラムの幅は 0.5mm～1mm で、その中には

数百～数千個のニューロンがある。このようなコラムが多数集まって一つの機能単位すな

わちモジュールを構成し、多数のモジュールが協力して特定課題の遂行に関与していると

考えられる。  

 

５．大脳皮質の機能特性 

 

５．１ 多重再現  

 本章第４節で検討したように、大脳皮質の機能単位はコラムである。例えば図４－７に

示すように、特定の身体部位は特定の皮質領野に再現される。では、その身体部位の体性

感覚は全てその領野のみに再現されるのか。そうではない。図４－８に示すように、サル

では同じ身体部位は第一次体性感覚野に繰り返し再現される。これを体性感覚の多重再現

という。同様の多重表現は第一次運動野においても認められている。末梢の感覚・運動機

能と皮質領野との間に一対一対応はない。  
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図４－８ サル第一次体性感覚野における身体部位の多重表現  

 

５．２ 大脳皮質機能の可塑性  

 サルでは手の感覚は正中神経を介して第一次体性感覚野に伝達される。拇指、示指およ

び中指の手掌側の感覚は正中神経が支配する。正中神経を切断すると、大脳皮質３野およ

び２野のニューロンは正中神経が支配する部位の皮膚刺激に反応しなくなる。その代わり

多くのニューロンは手指の手甲側の刺激に反応するようになる。さらに本来正中神経支配

領域以外の皮膚刺激に反応する皮質領野が正中神経対応皮質領野にまで拡大する。最終的

には正中神経対応皮質領野全てを占めるに至る。すなわち皮質における身体部位再現の大

幅な変化が生じる。この事実は皮質の機能分化は固定的なものではなく、可塑性を有する
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力動的なものであることを意味する。皮質の構造や機能が環境要因の影響を受けることは

多くの研究によって明らかにされている。広いケージ内で回転車などの遊具を与えられた

ラットの第一次運動野は狭いケージ内でいかなる遊具も与えられないラットより厚くなる

ことが報告されている。  

ヒトにおいても、大脳皮質領野が従来考えられていたより大きい可塑性が存在すること

を示す以下の事実が明らかにされている。  

１）運動野～四肢の特定部位の運動を繰り返し行うとそれに対応する皮質運動野の面積

が拡大する。逆に外傷などにより四肢の一部が欠損すると対応する運動野の領域が縮小す

る、あるいは他の四肢部位の運動に対応して活動するようになる。  

 ２）体性感覚野～手指の感覚を剥奪すると対応する第一次体性感覚野が縮小する。右利

きヴァイオリニストの左手指対応第一次感覚野の活動性は非音楽家のそれより大きい。彼

らにとって左手で弦を押さえることが重要であることに起因すると考えられる。点字を使

用する視覚障害者では手指対応第一次体性感覚野の面積が増大している。第一次体性感覚

野では前腕対応領野と顔面対応領野が隣り合っている。前腕が切断されると顔面刺激に前

腕対応領野が反応するようになる。その結果、前腕切断者は顔面が刺激された場合上腕が

刺激されたような感覚を持つ場合がある。この変化は受傷後 24 時間以内に出現すると報

告されている。  

 ３）視覚野～先天盲では第一次視覚野が触刺激に反応する。健常者でも目隠しをして５

日間程度視覚が剥奪されると第一次視覚野が触刺激に反応するようになる。PET による検

討でも、先天盲では触刺激時第一次視覚野、視覚連合野の活動性が増大する。健常者では

この所見は認められない。視覚障害者では点字読解時第一次視覚野の活動性が増大する。  

 ４）聴覚野～音楽家の聴覚野は複雑な音刺激に対し非音楽家より強く反応する。先天聾

の第一次聴覚野は視覚刺激に反応する。  

 

５．３ フィードバック機構  

 かつては脳における情報の流れは一方向的であり、感覚系では末梢から中枢へ、運動系

では中枢から末梢への経路のみが存在すると考えられた。多くの生理学的研究は中枢と末

梢間には閉回路が存在し、情報は一方向に流れるのではなく、その逆方向の流れ、すなわ

ちフィードバック機構が存在することを明らかにした。  

視床特殊投射核群は大脳皮質に感覚情報を送るが、逆に皮質からこれらの核へも投射が

４-14 

 



第４章 

ある。この投射は特殊投射核群の出力を調整する機能を有している。出力が弱ければ活動

性を高め、出力が強ければ活動性を抑制する。常に大脳皮質への入力情報量を最適化する

機能が存在する。  

視床連合核群は大脳皮質連合野に広範に投射するが連合野からも広範な投射を受ける。

大脳皮質連合野の活動水準は大脳皮質連合野→視床連合核群→大脳皮質連合野の閉回路に

よって維持されている。従って視床連合核群が損傷された場合、大脳皮質に損傷がなくて

も高次脳機能障害が生じる場合がある。  

運動系にもフィードバック機構は存在する。大脳基底核は大脳皮質運動野から投射を受

けるが逆に大脳皮質運動野に投射している。この投射は基本的に抑制性であり、大脳皮質

運動野の活動性を抑える役割を果たしている。大脳基底核の抑制機能が障害されると筋肉

の緊張が異常に高まり不随意運動が出現する。パーキンソン病 5はその一例である。  

 

５．４ 平行処理  

感覚情報は視床特殊投射核群から大脳皮質第一次感覚野に投射され、順次様相連合野、

通様相連合野へと情報伝達され、最後に運動野に到達して筋肉活動として出力される。確

かにこの経路は感覚情報処理の基本であるが、これが全てではない。第９章で詳しく述べ

るが、隠れた視覚では第一次視覚野が損傷されているにも拘わらず刺激位置の同定が可能

である。これは第一次視覚野を介さない視覚情報処理回路が存在することを意味する。実

際、視床から直接視覚連合野あるいはより高次の通様相連合野への投射があることが解剖

学的にも確認されている。感覚情報は複数の大脳皮質領野に投射され、それぞれの領野で

独自の処理が行われている。これを感覚情報の平行処理という。Ｂ・コルブとＩ・Ｑ・ウ

ィショーはこれを図式的に図４－９のごとく表現した。この図の意味するところは以下の

ごとくである。  

特定の感覚様相の処理に関係する領野は多数存在する。その中で IV 層がよく発達した

領野は感覚情報処理のいわば「核」になる領野、すなわち第一次感覚野である。この領野

は視床特殊投射核群の最も主たる投射野である。しかし特殊投射核は第一次感覚野だけに

投射するのではない。また特殊投射核だけが感覚情報の中継核でもない。サルの視覚系を

例にとれば、網膜からの情報は特殊投射核である外側膝状体を経て第一次視覚野である１

７野に投射される。外側膝状体からは中脳の上丘に投射があり、上丘からは視床枕に線維

                             
5 第１４章参照。 
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連絡がある。さらに外側膝状体は第二次視覚野である側頭葉 TEO 野（ヒト２１野に相当）

にも投射する。一方、視床枕も TEO 野に投射する。TEO 野へは１７野から直接の投射と

１８野を介する間接的投射もある。このように視覚情報は複数の経路で平行処理されて

TEO 野に送られる。  

他の感覚系でも同様の平行処理がなされることが明らかにされている。その意味で、第

一次感覚野、様相連合野、通様相連合野の区別はあくまで相対的なものである。  

 

 

図４－９ 大脳皮質における感覚情報の平行処理  

 

５．５ 機能系  

 以上述べたように、大脳皮質では特定の感覚様相の処理に多くの領野が関係し、並行的

に処理が行われている。そこから当然機能系の概念が生まれてくる。アメリカの生理心理

学者Ｍ・ミッシュキンは視覚情報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かう情報の流れで処理されるとして「腹側系」、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「背側系」と名付けた。こ

の考えは多くの研究者によって支持され 6 、研究は大きく発展した。現在ではサルの視覚

                             
6 ただし、現在ではミッシュキンの最初の提案とは多少異なり、背側系は熟練した動作の

視覚的制御に関係し、腹側系は視覚入力と視覚表象との統合に関係すると考える研究者が

多い（例えばミルナーとグッダルなど）。背側系と腹側系について詳細は第９章参照。 
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系について図４－１０に示すような複雑なモデルが提案されている。サルの場合、30 以上

の脳の領野が視覚情報の処理に関与していると考えられている。他の感覚系についても同

じように多数の領野が関係している。言語、思考などのより高次な脳機能については推し

て知るべしと言えよう。要するに高次脳機能は極めて多くの脳領野間の複雑な相互作用に

よって営まれている。  

 

           図４－１０ サルの二つの視覚情報処理系  

赤は腹側系、緑は背側系  

 

６．グリア細胞の生理学 

 

 かつて神経生理学の教科書では、グリア細胞の機能として、①ニューロン同士を連結す

る、②血液からの栄養をニューロンに受け渡す、③老廃物を除去する、④軸索の髄鞘を形

成する、などがあげられていた。すなわち、グリア細胞は中枢神経系における情報処理に

は積極的に関与しないと考えられていたのである。1980 年代後半からアストロサイトが相

互に情報伝達を行っていることを示唆する研究が発表され、その後グリア細胞の機能につ
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いて次々に新たな事実が明らかにされた。 

1986 年、オグラらはアストロサイト由来のクローン細胞にセロトニンを与えると過分極

が生ずることを見出した。この過分極はカルシウム濃度に依存するカリウムチャネルの開

口によると結論づけた。その後彼らはラット海馬の培養細胞の細胞内カルシウムを計測し、

グルタミン酸の投与により激しくカルシウム濃度が変動する細胞を見出し、これがアスト

ロサイトであることを確認した。アストロサイトにはグルタミン酸以外にもアセチルコリ

ン、アデノシン三リン酸、セロトニン、ドーパミンなどほとんどすべての神経伝達物質 7

に反応する可能性があること確認された。さらにアトロサイトを機械的に刺激すると周辺

のアストロサイトにカルシウムウエーブが広がっていくことが明らかにされた。その広が

りにはアストロサイト同士を結合しているギャップ結合 8 を介した細胞内情報伝達物質

（イノシトール３リン酸）の移動やアストロサイトから遊離されたアデノシン３リン酸

（ATP）を介した伝達が関わっていることが明らかにされた。その伝導速度は 10～100μ

ｍ／秒でニューロンのそれに比べたら比較にならないほど遅い。しかし遅いとはいえアス

トロサイト間でこのような情報伝達が行われていることは注目に値する。アストロサイト

以外のグリア細胞，ミクログリアやオリゴデンドロサイトにもそれぞれに特徴的なカルシ

ウム濃度応答があることが明らかにされている。  

  

 
 

                             
7 神経伝達物質については第５章参照。 
8 本章第３節参照。 
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図４－１１ トライパータイトシナプス（３者間シナプス）  

グリア細胞間に相互作用が存在するだけでなく、グリア細胞とニューロン間にも相互作

用が存在する。第５章で詳しく検討するように、グルタミン酸は哺乳類中枢神経系におい

て約 80％のニューロンが用いる主要な興奮性神経伝達物質であり、記憶・学習などの高次

脳機能に重要な役割を果たしている。しかし、その機能的な重要性の反面、興奮毒性とい

う概念で表されるように、過剰なグルタミン酸はニューロン障害作用を持ち、様々な神経

変性疾患に伴う細胞死の原因となる。従って、シナプス間隙におけるグルタミン酸濃度は

厳密に制御されなければならない。シナプスにおけるグルタミン酸の動態は図４－１１の

ように考えられている。シナプス前終末から放出されたグルタミン酸はシナプス後ニュー

ロンのグルタミン酸受容体に結合しその効果を発揮するが、伝達終了後シナプス間隙のグ

ルタミン酸はアストロサイトおよびシナプス後ニューロンの細胞膜に存在するグルタミン

酸トランスポーターにより細胞内に取り込まれる。アストロサイトに取り込まれたグルタ

ミン酸はグルタミン合成酵素によりグルタミンに変換され、グリア細胞外に放出されグル

タミン→グルタミン酸サイクルを経て、再びシナプス小胞に蓄えられる。すなわちアスト

ロサイトはシナプス間隙におけるグルタミン酸の動態に深く関与している。このシナプス

前ニューロン、シナプス後ニューロン、アストロサイト間の情報伝達を「トライパータイ

トシナプス（３者間シナプス）」という。  

グリア細胞は記憶の形成や保持に密接に関係している可能性がある。統合失調症や認知

症などの発症にグリア細胞が関与しているとの説も提出されている。 

 

７．生理学から見た機能局在 

  

 脳の活動は最終的にはニューロンの活動に還元される。ニューロンの活動は静止してい

るかインパルスを発生させているかのどちらかである。最近のコンピュータは極めて複雑

な情報処理を行う。コンピュータの構成単位は半導体である。半導体の活動は電気を流す

か流さないかのどちらかである。情報処理システムとして脳とコンピュータはよく似てい

る。コンピュータの飛躍的発展は集積回路 (IC)の開発によるところが大きい。集積回路に

対応するのが脳のコラムである。コラムの大きさはいずれの領野でも同じであり、哺乳類

では動物の種によらず一定である。これらの事実はコラムが大脳皮質の基本的な機能単位

であることを意味する。大脳皮質領野間に機能的差異があるとすれば、そこに存在するコ
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ラムの活動に違いがあるはずである。機能局在を論じるためには各領野にどのようなコラ

ムが存在するかを明らかにすることが不可欠である。  

 第２章において述べたように、神経心理学における高次脳機能の局在は最終的にはモジ

ュールのレベルで論じられるべきである。大脳皮質の機能単位がコラムであるとすれば、

モジュールを担う解剖学的実体はコラムということになる。実際、ヒトでもコラムの存在

が確認されている。Ｒ・Ｓ・メモンらは、被験者の右目もしくは左目を赤および紫の LED

で刺激し、その時の第一次視覚野の反応を fMRI により記録した。MRI の分解能は

0.55×0.55×4mm で、コラムの大きさにほぼ対応する。図４－１２がその結果であって、

赤は左目への反応、紫は右目への反応である。コラムの分布の状態が明瞭に示されている。

言語、認識などの高次脳機能を担う通様相連合野のコラムに関する研究の進展が期待され

る。  

 

             

 

      図４－１２ fMRI で捉えられたヒト第一次視覚野のコラム  

 

 図４－１０は生理学的研究に基づくサルの視覚系のモデルである。視覚情報処理に 30

を越える多数の皮質領野が関与している。他の感覚様相でも事情は同じであろう。さらに

高次脳機能全般についても同様であろう。逆に皮質領野の側から見ると、これは各領野が

特定の感覚様相の処理さらには特定の高次脳機能だけに関与しているのではないことを意

味する。各領野の機能を特徴付けているのは処理の対象ではなく処理の様式である。この
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ことを裏付ける興味深い事実が報告されている。国立生理学研究所の定藤らは視覚障害者

を対象として点字解読時の活動性を PET によって測定した。体性感覚野が活性化された

が同時に１７野も活性化された。これは１７野が視覚という感覚様相を越えたより一般的

な刺激の形態情報の処理に関与していることを示している。これまで１７野を第一次視覚

野として取り扱って来たが、この表現は必ずしも正しくない。１７野の本来の機能は形態

処理であり、形態は一般には視覚を通じて提示されるため、専ら視覚処理に特化した領野

のような印象を与えるのかも知れない。表３－１のごとく、感覚様相や高次脳機能の名称

によって大脳皮質領野の機能を記述することは必ずしも正しくないのである。このような

名称は機能系に関して用いられるべきである。  

それにしても図４－１０は複雑である。これはサルの視覚系であり、ヒトの視覚系はも

っと複雑であろう。疑いもなく言語や問題解決に関する機能系はさらに複雑である。現在

神経心理学者が持っている研究手段、症例研究と画像解析、によってこの複雑な系を解明

出来るか否か甚だ心許ない。動物研究は有力であるが、言語や複雑な問題解決の神経機構

の解明においてはその価値は限られている。機能系の解明に関して我々は明らかに第１章

で示した図１－７の状況にある。   
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