
はじめに

James Parkinsonが1817年に“An Essay on

the Shaking Palsy”という論文名で公表した

Paralysis Agitansという名の疾患は現在パーキ

ンソン病（Parkinson’s disease）と呼ばれている．

神経学上で最も有名な疾患の一つではないだろう

か．しかし，この疾患が中脳ドーパミンニューロ

ンの変性により誘発されることが解明されたの

は，Parkinsonの報告から一世紀半も経過した

1960年代のことである．そして20世紀後半から

の急速な神経科学や分子生物学の研究成果の蓄積

により，大脳基底核（以下基底核）の機能と基底

核疾患のメカニズムが次第に解明されてきた．

しかし，研究成果の多くがサル・ネコ・ラット

などの動物実験から得られたものであることを考

慮すると，基礎研究の成績がヒトの脳機能を反映

するのか？という根本的な疑問に直面する．私は，

脳の進化過程を考慮した場合，基礎研究で得られ

た成績は（特定の脳機能に限定すれば），ある程

度ヒトにも当てはまると考えている．この前提に

立脚し，私は臨床成績と動物実験の成績をモザイ

ク状に組み合わせて，基底核の機能と基底核疾患

のメカニズムについて言及しようと思う．そこで，

最初に基底核疾患の病態と基礎研究との関連を端

的に記述した彦坂興秀博士の文章（神経研究の進

歩；39巻2号「あとがき」，1995）を引用したい．

大脳基底核の障害はまず運動機能の障害として

現われる．しかし，その背後には“運動以前”の

問題が存在する．有名な著書“Awakening”の

なかで，オリバー・サックスは脳炎後パーキンソ

ン病の患者の内面をみごとに描いてみせた．これ

は「レナードの朝」という題で映画化されたので，

ご存じの方も多いだろう．オリバー・サックスは

こう書いた．「数えきれないほどの患者が僕にこ

う言う，『私が歩いているんじゃないんだ，歩か

されているんだ』，『私は歩きだすことも止めるこ

ともできない．ただじっとしているか，際限なく

加速するかどちらかなんだ』」．そこには自己意識

と行動の解離がある．みずからの行動はみずから

の脳によって支配されるはずなのにそうならな

い．そんなもどかしさは，パーキンソン氏病だけ

でなく，他の多くの大脳基底核疾患に共通のもの

だろう．

従って，自分の行動が自分の意志に従っている

かのように思えるのは，大脳基底核のおかげらし

い．キーポイントは，大脳基底核の持つ強力な抑

制作用とそれを取り除く脱抑制のメカニズムであ

る．そのメカニズムは，上丘や脚橋被蓋核などの

脳幹に対して働き，また，視床―大脳投射系に対

して働く．このメカニズムの対象の違いによって

コントロールされる運動のタイプは異なる．眼球

運動や歩行であったり，学習された手の運動であ

ったりする．そしてその対象として前頭連合野ま

でを含むことによって，基底核は「意志」さえも

コントロールするようになったのであろう．その

コントロールのための情報を与えるものとして，

辺縁系とその情報を決定する腹側被蓋野や黒質緻

密部のドーパミンが注目されている．行動を決定

するときも，学習するときも，辺縁系に特有の

「快―不快」の情報が規範となるはずだから．
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1．脳の進化と基底核

マクリーンは「有益な祖先の神経機構を継承し，

生存競争に勝つべく新しい構造を積み上げること

により脳が進化した」と考え，脳の三層構造（三

位一体説）を提唱した［1］（図1）．深層（古皮

質）は生きている「生存」のための脳幹・脊髄，

中間層（旧皮質）は逞しく生きる「感情」を支え

る大脳辺縁系，そして表層（新皮質）は旨く生き

て行くための思考や創造など「理性」を支える大

脳皮質である．この三者の統合的な相互作用によ

り高次脳機能が発揮される．即ち，高次脳も生存

や感情という古い脳を土台としている．

運動機能は，爬虫類における腹這運動（主に体

幹運動）～イヌ・ネコにおける四足歩行～ヒトに

おける二足歩行という過程で進化してきた．この

進化を支えているのが抗重力筋と姿勢制御機構の

発達である．この特徴はヒトにおける運動機能の

生後発達においても認められる．ヒトは生後1年

数か月の間に二足歩行を獲得する．そのプロセス

は，頸部～体幹～下肢の伸展，体重の支持，そし

て姿勢制御に必要な神経機構の獲得でもある．即

ち二足歩行の獲得には，抗重力筋の発達と姿勢の

制御が必須である．パーキンソン病において歩行

や姿勢反射，筋緊張の異常が出現することを考慮

すると，基底核は抗重力筋活動や姿勢の制御に強

く関わっていると考えられる．

爬虫類の古線条皮質（基底核の原型）と視葉

（上丘に相当する）は眼球運動に関与する．これ

らは視野に入る像がどこにあるのかを認知するシ

ステムであり，動くもの＝餌という認知機能は爬

虫類において既に存在しており，古線条皮質の出

力は脳幹を経由して眼球運動や捕食行動を発現さ

せる［2, 3］．ヒトやサルなど高等な霊長類では大

脳皮質が高度に発達し，その過程で基底核は辺縁

系や大脳皮質とも密な線維連絡を持つ様になっ

た．精神機能や高次脳機能の制御にはこれらの線

維連絡が重要な役割を持つ［4］．即ち脳の進化に

伴い，基底核は脳幹に加えて辺縁系や大脳皮質の

活動をも調節する様になり，情動や繊細な運動機

能，そして高次脳機能を制御する様になった．こ
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図1．ポール・マクリーンが提唱した脳の三層構造
生命維持に必要な古皮質（爬虫類型脳）と呼ばれる基部は，睡眠・覚醒，呼
吸，体温調節など基本的な脳機能を司り，感覚入力の中継地点の役目を担う．
次の旧皮質（旧哺乳類型脳）は辺縁系に対応する．固体や種の維持に不可欠
な本能行動を促進し，望ましい状態にそれらを調整する．この部位では，記
憶や情動に関連した神経機構も発達し，社会と接する中で一層体内の調節機
能を高めてゆく．最後に形成された新皮質（新哺乳類型脳）では，これらの
機能ばかりでなく，連想・抽象・創造・理性などの能力も調整し，新しい難
局に立ち向かう力を養っている．また，小脳も進化を遂げた．そして思考・
言語・記憶・情動の機能に一役を果たすに至った．



のことは基底核疾患において運動障害のみなら

ず，精神障害や高次脳機能障害が誘発されること

に反映される．

2．基底核の機能構造

2―1；基底核の構築（図2）

基底核は大脳半球の深部に存在する．基底核は

内包により尾状核とレンズ核（被殻・淡蒼球）に

分けられ，内側には視床が存在する．尾状核の尾

部は辺縁系の一部である扁桃体へと連続する．

基底核は，（新）線条体（Neostriatum），淡蒼

球（Globus pallidus），黒質（Substantia nigra），

視床下核（Subthalamic nucleus）の4領域に分

られる．線条体は尾状核（Caudate nucleus）と

被殻（Putamen）とからなり，淡蒼球は，内節

（Internal segment；GPi）と外節（External

segment；GPe）とからなる．黒質（Substantia

nigra）は，緻密部（pars compacta；SNc）と網

様部（pars reticulata；SNr）とに分けられる．

線条体は大脳皮質の広範な領域から入力を受け

る．淡蒼球内節と黒質網様部は基底核の出力核で

ある．その出力はγ-アミノ酪酸（gamma -

aminobutylic acid；GABA）を神経伝達物質と

する抑制性投射である．視床下核，淡蒼球外節，

黒質緻密部は基底核内の各々の神経核と線維連絡

を持ち，基底核内の神経回路活動を修飾する．黒

質緻密部は，腹側被蓋野（Ventral tegmental nu-

cleus；VTA）や後赤核領域（Retrorubral field）

と共に神経伝達物質としてドーパミンを有してい

る．

2―2；線条体の微細構造と神経細胞群

線条体は均一の構造に見えるが，マトリックス

（Matrix）とパッチ（Patch）という2つのコンパ

ートメントに分けられ，各々の領域は次の様な入

出力系の特徴を持っている．①マトリックスは主
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図2．基底核の構造
A；基底核の側面．大脳皮質を透過させて基底核の位置を示した．大脳半球の深部に存在する基底核は脳幹の上
方に位置している．基底核の内側には視床が存在する．
B；大脳半球の前額断面（AのB線における断面図）．基底核は内包によってレンズ核（淡蒼球と被殻）と尾状核
とに分けられている．C；Bにおける枠の拡大図．主な基底核の構造物を示している．詳細は本文参照．



に大脳皮質のIII層とVa層から，パッチはVb層

とVI層からの投射を受ける．②新皮質はパッチ

よりもマトリックスに多く投射し，その他の皮質

はパッチに多く投射する．③マトリックスに分布

する投射ニューロンは淡蒼球や黒質網様部に投射

し，パッチに分布する投射ニューロンは主に黒質

緻密部に投射する［5―8］．

線条体の80～95％の細胞は線条体外へ線維を

送る投射ニューロンであり，GABAを伝達物質

とする中型の有棘細胞（Medium spiny neurons）

である．5～20％の細胞は線条体内の介在細胞で

ある．マウスやラットに比べて霊長類（サル）で

は投射細胞の比率は低い［9］．投射細胞は次の2

群に大別される．一群はGABAとエンケファリ

ン（Enkephalin）やニューロテンシン（Neu-

rotensin）を含有し，ドーパミンD2受容体を持

つ．これらのニューロンは淡蒼球外節に投射して

間接路を構成する．もう一群の細胞はGABAと

サブスタンスP（Substance P）やダイノルフィ

ン（Dynorphine）を含有し，ドーパミンD1受容

体を有する．そして淡蒼球内節や黒質網様部に投

射して直接路を構成する［10, 11］．

介在細胞には，①大型のコリン作動性ニューロ

ン，②中型でソマトスタチン（Somatostatin），

ニューロペプチドY（Neuropeptide Y），一酸化

窒素（Nitric oxide）を持つニューロン，③中型

でGABAを伝達物質とし，カルシウム結合蛋白

質であるパルブアルブミン（Parvalbumin）を含

有するニューロンなどが存在する［10］．中でも

コリン作動性ニューロンについての解析が進んで

いる．中脳からのドーパミン作動性投射とコリン

作動性ニューロンとの相互作用が投射ニューロン

の活動を調節する上で重要であり，基底核疾患で

はこの相互作用がしばしば破綻する［11―13］．

3．基底核の入出力と神経回路の機能

基底核の機能を理解する上で重要なポイント

は，①基底核への入出力系とその作用，②基底核

内神経回路の仕組み，③ドーパミン作動系の働き，

の3点である．

3―1；基底核の入出力系の概略（図3）

大脳皮質領域から線条体への入力系を皮質線条

体投射（Corticostriatal projections）と呼ぶ．異

なった皮質領域に由来する情報は，それぞれ基底

核の異なった部位で処理された後に，出力核から

視床を介してもとの大脳皮質領域に戻る（視床─

大脳皮質投射；Thalamocortical projection）．こ

れらを併せて大脳皮質―基底核ループ（Cortico-

basal ganglia loop）と呼ぶ．また基底核の出力は

脳幹の活動を調節する（基底核―脳幹系；Basal

ganglia-brainstem system）．即ち，基底核は2つ

のルートを用いて運動を制御する．大脳皮質―基

底核ループで修飾された情報は，皮質核路や皮質

脊髄路を，そして，基底核―脳幹系は脳幹からの

下行路をそれぞれ経由して行動を制御する［3］．

歩行運動を例にとれば，前者は歩行の開始や停

止・障害物を避ける随意的運動過程に，後者は歩

行時のリズミカルな手足の動作や筋緊張の調節な

ど随意運動に随伴する自動的（無意識な）運動過

程に関与する［14］．

3―2；大脳皮質―基底核ループ（図4，図5）

大脳皮質―基底核ループには次の4種類が存在

する．サルを用いた研究により各々のループの構

造や機能が明らかになってきた．ここでは，各ル

ープの概略を示すに留めるが，詳細については

Alexander et al.［15］やMiddleton and Strick

［4］などの総説を参照して頂きたい．

（1）運動系ループ（Motor loop）；大脳皮質運動

関連領域（一次運動野，補足運動野，運動前野，

前補足運動野，帯状皮質運動野）と主に被殻とを

結ぶループは運動機能に関与する．各々の領域は

運動の遂行に際して異なる機能を担う．このルー

プにおける基底核出力は，主に淡蒼球内節から視

床腹側核群（外側腹側核や前腹側核）を経由して

補足運動野・運動前野・一次運動野へと戻る．運

動系ループにはサブループが存在する．一次運動

野から始まるサブループは運動遂行（運動量や運

動速度）に，運動前野・補足運動野と基底核とを

結ぶサブループは運動プログラムや運動準備など

に関与すると考えられている．また，運動系ルー
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プには体部位局在が存在し，体の各々の部位の運

動は体部位局在に基づく個々のループで調節され

る［16］（図4B）．

（2）前頭前野系ループ（Prefrontal loop）；前頭

連合野と尾状核・被殻吻側部を結ぶ前頭前野系ル

ープは認知情報や記憶（特にワーキングメモリ

ー；Working memory）を有効に活用し，意志

の発動や行動計画，注意，社会行動などの高次脳

機能の発現に関与する．淡蒼球内節と黒質網様部

からの出力は，視床背内側核や前腹側核を経由し

て前頭連合野や運動前野に戻る．

（3）辺縁系ループ（Limbic loop）；辺縁皮質は

側座核を中心とする尾状核の腹側部に投射し，黒

質網様部からの入力を受ける．側座核は辺縁系

（扁桃体，海馬，視床下部，側頭葉など）からの

興奮性入力や腹側被蓋野からのドーパミン作動性

入力も受けている．辺縁皮質と前頭前野には強い

線維連絡があり，このループは前頭前野系ループ

と共に，認知情報の評価，情動や感情の表出，意

欲などの高次脳機能や精神活動に関与する．

（4）眼球運動ループ（Oculomotor loop）；眼球

運動領域（前頭眼野・補足眼野；図4A）と尾状

核とを結ぶループは眼球運動に関与する．このル

ープで処理された情報は，眼球運動領域から上丘

や橋の注視中枢へ送られると共に，黒質網様部か

ら上丘への線維投射を介して眼球運動を制御す

る．特に後者はサッケード（Saccade；視野の中

の物体に視線を向ける速い眼球運動）の発現に関

与する．基底核による運動調節メカニズムは，尾

状核～黒質網様部～上丘系において最も解析が進

んでおり［3］，この系におけるニューロン活動の

動作原理が，大脳皮質─基底核ループや基底核─

脳幹系の機能を解明する上での基盤となってい

る．

117LECTURES●

図3．大脳皮質―基底核ループと基底核―脳幹系
基底核は大脳皮質から入力を受ける．基底核からのGABA作動性出力は，
視床を介して大脳皮質の活動（大脳皮質―基底核ループ）と脳幹の活動（基
底核―脳幹系）を制御する．大脳皮質から皮質脊髄路系を経由し脳幹に存在
する歩行運動や筋緊張を調節するシステムは，大脳皮質からのグルタミン酸
作動性の興奮性投射と基底核からのGABA作動性の抑制性投射の2重支配
を受ける．詳細は本文参照．



各々のループは独立して並列的な情報処理をす

ると考えられている．しかし，ループ間での相互

作用が基底核内において存在するのか否かは必ず

しも明確になっていない．

3―3；基底核―脳幹系

基底核から脳幹への投射は，脳幹内の運動パタ

ーン形成機構を介して発現する（生得的な）運動

の調節に関与する．上丘への投射は眼球運動に，

脚橋被蓋核領域への投射は筋緊張や歩行運動に，

延髄網様体への投射は咀嚼運動や嚥下運動などの

口腔顔面運動を調節する［17］．

（1）筋緊張の調節

中脳被蓋に存在する脚橋被蓋核（Pedunculo-

pontine tegmental nucleus；PPN）は筋緊張の

制御に関与する［18］．筋緊張の抑制系は脚橋被

蓋核のコリン作動性ニューロンに始まり，橋・延

髄網様体脊髄路を下行する．さらに脊髄の抑制性

介在細胞（Ib介在細胞を含む）を経由してα運動

細胞・γ運動細胞・介在細胞群を抑制する［19］．

一方，モノアミン作動性下行路（青斑核脊髄路・

縫線核脊髄路）は筋緊張の促通系として働く．抑

制系は促通系の活動を抑制する［20］．脚橋被蓋

核は淡蒼球内節や黒質網様部から豊富な線維投射

を受けており［21］，基底核は抑制系の活動を調

節すると共に，二次的に促通系の活動を変化させ

ることで筋緊張を制御すると考えられる（図7A，

図9A参照）．
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図4．大脳皮質―基底核ループ
A；線条体に投射する大脳皮質領域．ACA；前帯状領域，DLPC；背外側前頭皮質，FEF；前頭眼野，LOFC；
外側眼窩前頭皮質，MC；一次運動野，MOFC；内側眼窩前頭皮質，PMC；運動前野，SEF；補足眼野，
SMA；補足運動野．
B；運動系ループ回路における体部位再現性．一次運動野の上肢，顔，下肢領域からの線維は，被殻（Putamen），
淡蒼球外節（GPe），淡蒼球内節（GPi），視床下核（STN）視床のそれぞれ独立した領域と接続する．VLo；視床
外側腹側核吻側部，VApc；視床前腹側核小細胞領域，CM；視床正中核．



（2）歩行運動の調節

ネコやラット，サルの脚橋被蓋核の近傍には歩

行誘発野が存在し，歩行運動の開始や遂行に関与

する［22］．Masdeuら［23］は，中脳被蓋の微

小脳梗塞により歩行と起立のみが不能になった臨

床例を報告し，ヒトにおいても歩行誘発野が存在

することを示した．黒質網様部から歩行誘発領域

へのGABA作動性投射は，歩行運動の開始や停

止・歩行リズム・歩行速度などを調節する［18］．

（3）大脳皮質と基底核による二重支配

上丘や中脳被蓋（筋緊張抑制野や歩行誘発野な

どを含む）には基底核からの抑制入力に加えて，

大脳皮質からの興奮性入力も収束する．従って脳

幹の運動システムは大脳皮質―基底核ループを経

由する随意的制御と基底核―脳幹系による自動的

制御の双方を受けると考えることができる．行動

の発現に際して，大脳皮質―基底核ループで構成

される行動プランや運動プログラムが適切な運動

に変換される過程には基底核―脳幹系による無意

識の調節が働くと推測される．そして基底核疾患

における多くの運動障害の背景には，この二つの

システムの機能異常が存在する．

3―4；大脳基底核内の神経回路

大脳皮質から受け取った情報は，基底核内の神

経回路によりどの様に修飾されて出力されるのだ

ろうか？　基底核の中で視床下核ニューロンがグ

ルタミン酸作動性，黒質緻密部ニューロンがドー

パミン作動性である以外は全てGABA作動性

（抑制性）である．出力核である淡蒼球内節や黒

質網様部のGABA作動性ニューロンは数10～

200Hzで発射しており［24, 25］，その発射頻度は

次の3経路により調節されている（図5A）．

①ハイパー直接路（Hyper-direct pathway）；

大脳皮質から興奮性入力を受ける視床下核ニュー

ロンが，出力核のGABA作動性ニューロンに単

シナプス性に投射する経路．この経路は最も短時

間で出力ニューロンに到達し，その発射頻度を増
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図5．基底核の神経回路（A）とその働き（B）
A；基底核の神経回路（Alexanderら［15］より改変）興奮性ニューロンは
白で，抑制性ニューロンは黒で示している．glu；グルタミン酸，GABA；
γアミノ酪酸，DA；ドーパミン．D1，D2；ドーパミンD1，D2受容体．
B；モデルより考えられる機能（Nambu et al.［26］，南部［27］より改変）．
ハイパー直接路（大脳皮質―視床下核―淡蒼球路），直接路，間接路を介し
た入力により，視床―大脳皮質ニューロンや脳幹のニューロンに誘発される
時間的・空間的な興奮性の変化を模式的に示した．



加させるため基底核の抑制性出力は亢進する．

②直接路（Direct pathway）；GABAとサブ

スタンスPを持つ線条体ニューロンが出力核に単

シナプス性に投射する経路．ドーパミンはD1受

容体を介してこの線条体ニューロン群を興奮させ

るため直接路の活動は亢進する．その結果，基底

核の抑制性出力は減少する．

③間接路（Indirect pathway）；GABAとエ

ンケファリンを持つ線条体ニューロンが多シナプ

ス性に淡蒼球外節のGABA作動性ニューロンと

視床下核のグルタミン酸作動性ニューロンを介し

て出力核に投射する経路．この経路が働くと基底

核の出力は増加する．ドーパミンはD2受容体を

介してこれらの細胞を抑制するので間接路の活動

は低下し，基底核の出力は減少する．

それでは，これらの3経路はどの様な仕組みで

基底核からの出力をコントロールするのであろう

か（図5B）．大脳皮質からの信号はまずハイパー

直接路を興奮させ，視床―大脳皮質投射ニューロ

ンや脳幹ニューロンを広く抑制する（a）．次に直

接路を経由する信号が出力核に到達する．直接路

は基底核出力を減少させる（脱抑制）ため標的ニ

ューロンが活動する（b）．最後に間接路の信号

が出力核に到達して，標的ニューロンの活動は再

び抑制される（c）．運動系ループでは，出力核ニ

ューロンに対するハイパー直接路～直接路～間接

路による一連の時間的・空間的な調節作用は，大

脳皮質における不必要な運動プログラムの発現を

抑制すると共に，必要な運動プログラムを正確な

タイミングで遂行するために有用であると考えら

れる［26］．

3―5；ドーパミン作動系

中脳ドーパミン作動性ニューロンは，黒質緻密

部，腹側被蓋野，後赤核領域に存在する（図6A）．

黒質緻密部からは被殻や尾状核に（黒質線条体投

射），腹側被蓋野からは前頭連合野（中脳皮質投

射）や側座核，辺縁系（中脳辺縁系投射）に［28］，

後赤核領域からは延髄網様体に投射がある［29］．

（1）ドーパミンによる基底核神経回路の調節（図

5A）

ドーパミンは直接路と間接路の起始ニューロン

に対して反対の作用を持つ［30］．運動系ループ

を例にとると，ドーパミンにより直接路は活動し，

間接路は抑制されるため基底核の出力は低下する

ので運動は増加する．一方，ドーパミンが減少す

ると直接路の活動は低下し，間接路の活動は亢進

する．その結果，基底核の出力は増加し，運動は

減少する．従ってドーパミンレベルの変化により，

視床─大脳投射系や脳幹のニューロン群の興奮性

は強く修飾される．

（2）ドーパミンと高次脳機能

中脳ドーパミン作動系は中脳皮質投射や中脳辺

縁系投射，そして黒質線条体投射を介して，各領

域のニューロン活動を修飾し，我々の行動パフォ

ーマンスに大きな影響を及ぼす．特に，報酬が最

大になるような行動や思考の文脈性の形成にドー

パミンが強く関与すると考えられる［31］（強化

学習）．我々が特定の環境の中で最も適切な

Strategyを学習し［32］（順序手続き学習），新

たな環境を創造する上でドーパミンは重要な役割

を演じている．

統合失調症（精神分裂病）では，中脳皮質投射

の活動は低下し，中脳辺縁系投射の活動は亢進す

る．前者は前頭葉の機能低下をもたらし，後者は

辺縁系に作用して幻覚や妄想などを誘発する．こ

の疾患の治療にはドーパミン阻害剤を用いるため

パーキンソン病様の症状が出現することがある．

ドーパミンは運動機能のみならず精神機能にも多

大な影響をもたらしている．

4．基底核疾患のメカニズム

基底核疾患は筋緊張亢進・運動減少症Hyper-

tonus-Hypokinetic syndromes（パーキンソン病）

と筋緊張低下・運動増加症Hypotonus-Hyperki-

netic syndromes（ハンチントン舞踏病やバリス

ムス）に大別される．これまでの説明をもとに，

主にパーキンソン病の病態を考察してみよう．

4―1；パーキンソン病

パーキンソン病では，黒質緻密部のドーパミン

ニューロンが変性・脱落する（図6B）．線条体に
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おけるドーパミンの減少は，直接路の活動低下と

間接路の亢進を誘発し，基底核からのGABA作

動性出力が増加する［14, 16, 34］（図7A）．その

結果，次に示す様々な運動機能障害や，認知，学

習などの高次脳機能，さらに精神活動や睡眠の障

害などが誘発されると考えられる［35］．

（1）安静時振戦（Resting tremor）

振戦は4～6Hzの周波数で安静時に出現するこ

とが多い．手指の振戦は丸薬を丸める動作に似て

おりPill rollingと呼ばれる．振戦に同期して発射

するニューロンがパーキンソン病患者の視床

Vim核やパーキンソン病モデル動物の淡蒼球，

視床下核で記録されている［36, 37］．ドーパミン

減少に伴う基底核内神経回路の活動異常が視床下

核と淡蒼球外節での発振現象を誘発し，その出力

が視床―大脳投射系～皮質脊髄路系や脳幹からの

下行路を介して手足の振るえを誘発するのであろ

う（図7B）．

（2）無動（Akinesia）

無動症はパーキンソン病に見られる随意運動障

害の総称として使用される傾向がある．類語に寡

動（Hypokinesia）や動作緩慢（Bradykinesia）

がある．これらは基底核からの抑制出力の亢進に

より運動系ループの活動が低下するために誘発さ

れる．動作の開始困難（無動）と動作緩慢は，

各々運動準備と運動遂行に関連するサブループの

異常により誘発される可能性がある．前頭前野ル

ープや辺縁系ループの活動低下に伴う意思発動の

減少や抑うつ傾向も無動症の一要因である．仮面

様顔貌Mask-like faceや小字症Micrographiaも

無動を反映する症状と考えられている．

パーキンソン病では，すくみ足，小刻歩行，歩

行速度の減少，歩幅の減少などの歩行障害が高率

に出現する［38, 39］．一方，床に横縞模様をつけ

ると患者はスムーズに歩くことができる．これを

逆説性歩行（Kinesie Paradoxale）と呼び，その
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図6．中脳ドーパミン系
A；中脳ドーパミンニューロンは，黒質緻密部，腹側被蓋野，後赤核領域に存在する．黒質緻密部のドーパミン
ニューロンは，主に被殻と尾状核に投射する（黒質線条体投射）．腹側被蓋野のニューロンは，前頭連合野（中脳
皮質投射）と視床下部や扁桃体・海馬など辺縁系へ（中脳辺縁系投射）投射する．後赤核領域のニューロンは延
髄網様体へ投射する．
B；a．正常の中脳前額断面組織像．赤核と大脳脚の間に黒質と腹側被蓋野が存在する．b，cはそれぞれ，正常
及びパーキンソン病の中脳断面図（剖検例）．正常ではニューロメラニンを含有するドーパミンニューロンが顕著
であるが，パーキンソン病では，これが著名に減少している．Greenfield著，Brain Story［33］より引用．



際外側運動前野の血流が有意に増加することがわ

かった［40］．即ち，歩行障害には運動プログラ

ミングの異常があり，特定の視覚入力が外側運動

前野を賦活することにより歩行のプログラムが駆

動されて歩き易くなると推測される．また，ネコ

を用いた研究により，黒質網様部から歩行誘発領

域への抑制出力の増加により，歩行開始の遅延，

歩行速度の減少，歩幅の減少などパーキンソン病

と類似する歩行パターンが誘発された［18］．従

って歩行障害は，大脳皮質─基底核ループと基底

核─脳幹系の双方の異常により誘発されると考え

られる．

（3）筋固縮（Muscular rigidity）

パーキンソン病の筋固縮は，他動的に関節を屈

曲伸展させると鉛様の抵抗があるため鉛様固縮

（Lead pipe rigidity）であるとか，歯車を回す際

のガタガタという抵抗を生じることから歯車様固

縮（Cogwheel rigidity）などと表現される．α運

動細胞の活動亢進［41］や静的γ運動細胞の興奮

性増加に伴う緊張性伸張反射の亢進［42］により

筋固縮が誘発される．α運動細胞やγ運動細胞の

興奮性の異常は，先に記述した筋緊張抑制系と促
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図7．パーキンソン病における運動系ループ回路の活動
A；パーキンソン病では基底核出力が亢進し，視床―大脳皮質投射や脳幹の活動が抑制され，運動量や運動速度
の減少（寡動・動作緩慢）や，歩行運動や筋緊張の異常が出現する．さらに淡蒼球外節と視床下核ニューロンの
発振現象は皮質脊髄路を介して振戦を誘発すると考えられる．詳細な説明は本文を参照．
B；Growerが描写したパーキンソン病患者の異常立位姿勢．姿勢異常は立位で強調される．典型的な立位姿勢は
頭部を前方に突き出し体幹上部を前屈させ，身体全体がやや前方に傾く．下肢は股関節・膝関節ともに軽度屈曲，
上肢は軽度回内し，肩関節は軽度内転，肘関節は軽度屈曲する．



通系のアンバランスにより誘発される．筋緊張の

抑制には抑制性Ib介在細胞が関与する［19］．パ

ーキンソン病では抑制性Ib介在細胞の活動が低

下しており，これにより運動細胞の興奮性は増加

して，筋緊張が亢進している可能性がある［43］．

（4）姿勢反射障害（Postural disturbances）

パーキンソン病では体幹筋の運動も障害され

て，特徴的な姿勢異常（図7B）と姿勢反射障害

が出現する．また立ち直り反射が強く障害される．

前方から前胸部を押すと後方に転倒し易くなり，

後方突進現象が出現することもある．病状が進行

すると，その場で丸太のように転倒することもあ

る．体幹筋の機能障害により寝返りも困難となる．

これは姿勢反射障害と相まって，この疾患の長期

経過で日常生活上の困難をきたす最大の要因とな

る．

姿勢反射の基本的な神経機構は脳幹に存在する

ので，運動系ループと基底核―脳幹系の異常が姿

勢反射障害に関与すると思われる．進行したパー

キンソン病では脳幹網様体のニューロンも変性す

る［44］ため，これが姿勢反射障害に直接関与し

ている可能性もある．

（5）高次脳機能や精神機能の障害

パーキンソン病では，認知機能，手続き記憶，

学習などの高次脳機能障害［45］や，思考の遅延

や抑うつ傾向，幻覚などの精神症状も出現する

［46］．病状が進行すると知能障害も出現する［47］．

高次脳機能障害や精神障害には，大脳皮質─基底

核ループの障害に加えて，ドーパミン欠乏そのも

のが関与する．病状の進行に伴って腹側被蓋野の

ドーパミン細胞も変性・脱落するため，前頭前野

や辺縁系の機能も低下する．

進行したパーキンソン病では，脳幹内のコリン

作動系（脚橋被蓋核），ノルアドレナリン作動系

（青斑核），セロトニン作動系（縫線核）のニュー

ロンも脱落する［44］．その結果，不眠やレム睡

眠の減少，レム睡眠時異常行動症候群（REM be-

havioral disorders；RBD）などの睡眠障害が誘

発されると考えられている［48］．神経伝達物質

の低下は覚醒レベルの低下や抑うつ状態，周囲に

対する関心や注意機能も低下させる．外界からの

情報取得や大脳皮質連合野における情報処理過程

の障害も，この疾患における高次脳機能障害や精

神機能障害の背景に存在し，皮質下痴呆あるいは

偽痴呆と呼ばれる状態を誘発すると推測される．

4―2；パーキンソン病の治療（ドーパミン補充

療法・定位脳手術；図8）

パーキンソン病の治療で重要なものに，ドーパ

ミンの補充療法と定位脳手術がある．しかし，双

方の治療上のコンセプトには根本的な違いがあ

る．前者は枯渇したドーパミンを補うことで基底

核の機能を回復させることが主眼である．後者は，

基底核内の異常活動をinterventionし，過剰な基

底核出力を低減させるのが目的である．例えば，

視床下核や淡蒼球内節の過剰な活動をブロックす

れば，大脳皮質や脳幹の活動は回復し，大脳皮質

や脳幹のニューロンは正常の活動を取り戻すこと

ができる．しかし，基底核の活動を正常な状態に

戻すことを目指してはいない．

図8Aaは，楢林博士が用いた定位脳手術装置

である．振戦に同期して発射する視床Vim核ニ

ューロンを同定後，直径2～3mmの電気凝固巣

を作成することにより（Thalamotomy；図8Ab）

振戦は消失し，スムーズに円を描くことが出来る

ようになった［49］（図8Ac）．

近年，脳深部刺激法（Deep brain stimulation;

DBS）が盛んに施行されている（図8Ba-b）．視

床下核に50Hz～200Hzの連続電気刺激を加え，

亢進しているニューロン活動をブロックするのが

この治療の目的である［50］．刺激頻度の増加に

伴い，手の振るえは消失し，円を大きく，それも

スムーズに描くことができる様になった［51］

（図8Bd）．

前世紀の末よりドーパミン産生細胞の線条体内

への移植治療［52］やドーパミンニューロンの保

護［53］を視野に入れた新たな治療手法も考案さ

れている．その一方で，パーキンソン病の全ゲノ

ムスクリーニングが終了し，この疾患の発症には

複数遺伝子が関与する証拠も提示された［54］．

この疾患に対する遺伝子治療や，個々の患者の遺

伝子型に合わせたオーダーメード治療も可能にな

123LECTURES●



124 ●日生誌　Vol. 65，No. 4･5 2003

図8．パーキンソン病の脳外科的治療
A；定位脳手術（視床破壊術；Thalamotomy）．a．楢林博士が用いた定位脳手術
装置．右上に脳深部に電極を進めるマニピュレータが装備されている．電極で脳内
のニューロン活動を記録しつつ，視床Vim核において振戦に同期して発射するニュ
ーロンを同定する．b．視床Vim核破壊術を施行したパーキンソン病患者の剖検脳．
内包の内側で視床の腹外側部（Vim核）には2～3mmの破壊巣（Microlesion）が
同定できる（黒矢印）．c．手術前には振戦のために円をスムーズに描くことができ
なかったが，術後は円をスムーズに描くことができる様になった．楢林博太郎著
「錐体外路系への歩み（2001）」より引用
B；脳深部刺激法．a．左視床下核に直径1mm程度の電極を埋め込む．b．前額断
面脳標本における視床下核（STN）の位置．c．1本の電極には2mm間隔で4個の
刺激電極を装備されている．d．視床下核刺激の効果．刺激前には，振戦のため円
をスムーズに描くことができない．視床下核への刺激頻度を増加させるに伴い，ス
ムーズに円を描くことができるようになった．谷口　真（2001）より引用



る日が近いのかも知れない．

4―3；基底核疾患による運動障害の体系的理解

（図9）

これまで解説してきた内容を踏まえて，基底核

疾患についての体系的な解釈を試みてみよう．

（1）基底核内の神経回路網の活動変化と運動の異

常

パーキンソン病では，定常的に基底核出力が亢

進している．その結果，運動量・運動速度の低下
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図9．基底核疾患における筋緊張と運動量の異常を説明するモデル
A；基底核は視床―皮質投射を介して運動量と運動速度を，基底核―脳幹系を
介して筋緊張を調節する．筋緊張の抑制系は促通系の活動を抑制する．正常で
は基底核の出力が適切に保たれており，随意運動時の運動量や運動速度，そし
て筋緊張は適切なレベルに保たれる（a）．パーキンソン病では，基底核出力が
亢進するため，大脳皮質の活動が低下して運動量は減少し，運動速度は低下す
る．また筋緊張抑制系の活動が低下するため，促通系の活動が亢進し，筋緊張
が増加する（b）．ハンチントン舞踏病では，反対に基底核出力が減少するた
めに，運動量・運動速度の増加や筋緊張の低下が誘発される．
B；基底核による運動自由度の調節．基底核から大脳皮質への投射は運動量・
運動速度を，抑制系（脳幹）への出力は筋緊張を反映する．それぞれを縦軸と
横軸にすると，運動と筋緊張を指標とした運動自由度の広がりを示すグラフを
描くことができる．正常では基底核の出力が可変的であるため，運動の自由度
が大きい（a）．しかし，基底核出力が亢進すると運動自由度の枠は右上に移動
して運動減少と筋緊張亢進（b；パーキンソン病）を誘発する．一方，基底核
出力の低下により枠は左下に移動する．その結果，運動増加と筋緊張低下
（c；ハンチントン舞踏病）が誘発される．両疾患の臨床症状は正反対である
にも関わらず，「運動自由度の減少」が双方の疾患に共通している．



（無動）や筋固縮が誘発される（図9Ab）．一方，

ハンチントン舞踏病やバリズムでは，間接路の機

能低下に伴う基底核出力の減少により運動量や運

動速度は増加（運動亢進）し，筋緊張は低下する

（図9Ac）．また，これらの疾患では，基底核出力

が定常的に増加あるいは減少するばかりでなく，

ハイパー直接路～直接路～間接路による基底核出

力の時間的─空間的調節が適切に作動しないと考

えられる．例えば，パーキンソン病では，必要な

運動プログラムを適切なタイミングで実行できな

いために動作の開始困難（無動）が生ずる．また

ハンチントン舞踏病やバリズムにおける不随意運

動は，不必要な運動プログラムや運動指令を抑制

できないために誘発されると考えられる．

（2）基底核による脳活動自由度の調節とその障害

（図9B）

図9Bのグラフは，運動と筋緊張の関係を示し

たものである．基底核から皮質運動関連領域への

出力は運動量や運動速度を反映する（縦軸）．ま

た基底核から筋緊張抑制系への出力は筋緊張を反

映する（横軸）．正常では基底核の出力は可変的

であり，運動量・運動速度・筋緊張，各々のパラ

メーターが変化できる自由度が大きい（図9Ba）．

しかし，パーキンソン病における基底核出力の増

加により大脳皮質や脳幹のニューロン活動の自由

度は制限される．その結果，筋緊張は高いレベル

の範囲内でのみ変化する．また運動量や運動速度

も増加することができなくなる．即ち運動の自由

度が減少し，これは，枠が右上に移動して，かつ

その範囲が縮小することに反映される（図9Bb）．

逆に，ハンチントン舞踏病では，筋緊張低下と運

動亢進が誘発されるが，運動自由度はパーキンソ

ン病と同様に減少している（図9Bc）．即ち，基

底核は運動自由度の設定に関与しており，基底核

疾患では運動自由度の障害が出現すると考えられ

る．

このようなコンセプトが普遍的に成立すると仮

定するならば，基底核の出力は運動系ループのみ

ならず，前頭前野系ループや辺縁系ループの活動

自由度を調節することにより，高次脳機能や精神

機能の発現をコントロールすると推測することが

できる．パーキンソン病における「小字症」や

「歩幅の減少」は運動機能と精神活動の自由度が，

「無関心」や「仮面様顔貌」は注意機能や情動機

能の自由度が，各々低下している結果なのかも知

れない．
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図10．基底核機能のまとめ．詳細は本文参照．



5；基底核の機能；まとめ（図10）

我々の行動は，認知情報の評価・情動や感情の

表出・意欲～意思の発動・行動計画～運動プログ

ラム・運動準備・運動遂行という一連のプロセス

で発現する．その際，辺縁系における認知情報の

評価付けが重要であり，その規範として「快・不

快」の情報が大きな意味を持つ．辺縁系で決定さ

れる「行動の基準」に基づいて，前頭連合野では

社会的範囲内での行動計画が練られ，運動関連領

域における運動プログラムの作成や運動準備を経

て一次運動野から随意運動の指令が脳幹・脊髄へ

と送られる．基底核は，各々の大脳皮質─基底核

ループを介して，この一連のプロセスに関与して

いる．また，基底核─脳幹系は随意運動に随伴す

る姿勢や筋緊張などの自動的な調節に関与する．

基底核内の神経回路の活動動態は，これらの大脳

皮質や脳幹の機能を適切に発現させるための時間

的・空間的な枠組みを与えている．そして，重要

なことは，上記のいずれの過程にも中脳ドーパミ

ン作動系が関与していることである．

複雑な順序運動はこれを反復することにより無

意識な手続き運動へと変換され，この過程には基

底核が重要な役割を担う［32］．反対に我々は，

通常意識に上らない自動的運動（歩行や筋緊張の

調節）を意識的に調節することもできる．基底核

はあたかも，運動の随意性と自動性とを自在に操

っているかの様である．我々は歩きながら様々な

思考を巡らせ，新たなプランを練ることができる．

基底核はもはや意識的な制御を必要としなくなっ

た一連の運動制御過程を皮質下の神経機構に任せ

てしまうことで，我々の意識や注意，そして能力

を新たな方向へ導く役割（創造への寄与）を担っ

ているのかも知れない．さらに適切な行動や思考

の文脈性の獲得と形成にはドーパミンが深く関与

している．大脳基底核の研究で高名なMarsden

は，基底核の機能を，「学習された運動計画の自

動的な実行に関与する」と推定した［41］．基底

核疾患の運動障害の背後には，この様な高次脳機

能の異常が存在すると考えられる．
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