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要旨：ヒト胎児の神経発達を知るためには超音波断層映像などの観察から推察する以外にない. これ

を行うのに神経発達の解剖学的知識は不可欠である. また, 発達のメカニズムを知るためには動物実

験も必要となるが, ヒト特異性が存在することを知っていなければ結果を正しく解釈することはで

きない. 本研究では, ヒトとラットについて発達イベントが生じる時期を比較することで, ヒトの発

達を特徴づける. 神経発達に関わるさまざまな発達イベントを比較すると, 多くの発達イベントのタ

イムラインが, ラットのものを維持していることがわかった. 一方で, いくつかの発達イベントで発

達の遅れが存在することがわかった. 特に興味深いのは網膜や脊髄などの末梢の神経回路の発達に

遅れが存在することである. 一方で, 脳幹部の感覚中継核や内臓系の神経核では発達の遅れが存在し

なかった. つまり, 脳幹部の神経回路はラットの発達をほぼ維持し, 皮質や小脳, 脊髄などで発達の

遅れが存在するのである. これらの発達の遅れは, 視覚・聴覚・触覚などの外受容感覚の生後の可塑

性を高めるようにタイムラインがずれている. また, ヒトの発達のタイムラインを調べるとGeneral 

Movementsなどの妊娠初期に見られる自発運動は, 外受容感覚が発達する以前から開始することが

わかった. このような外受容感覚が発達する前から生じる運動がどのような機能的意義を持つのか

について, 内臓を含む全身性の感覚運動ループの学習という仮説を立て検討を行った. 大脳皮質など

の可塑性についてさまざまな知見が明らかになっているが, 可塑性は大脳や小脳に限局されるもの

ではない. 神経システムを理解するためには, 脳幹や末梢まで含めたシステム全体がどのように振る

舞うか考察することが重要である. 

1. はじめに 

胎児期からの初期運動発達を正しく理解するためには, 発達初期の神経解剖学的な知識が不可欠

である. 胎児期は発達の途中であり, 成人で存在する神経結合がなかったり, 感覚器が未熟であった

りなど, 大きな違いがある. ヒト胎児の神経発達は, 超音波断層映像による運動評価や生理指標の観

察から推察せざるを得ない. これを行うためには, いつどのような発達的変化があるのか理解する必

要がある. 

初期神経発達に関しては, SidemanとRakicのレビュー[247]など優れたものがあるが, 前脳, 中脳, 菱

脳など部位ごとに発達を捉えるものが多い. 解剖学的には, 細胞がいつどこで生成するかは極めて重

要であるが, 観察によって得られる振舞いと神経発達とのギャップを埋めるためには, システムがど

のように発達するか整理する必要がある. そこで, 本稿では, システムごとの発達の概観を示し, シ

ステム全体の発達について考察することを目的とする. 

ヒトの初期神経発達を研究するための方法は, 死後解剖が基本である. 古くは銀染色, 近年では免

疫染色が多用される. ヒトの発達を知るためには, ヒトによる実験が不可欠であるが, 制約が多く, 



実験動物に頼らざるを得ない. 実験動物でヒトの知見を補う際に留意すべきなのは, ヒトと実験動物

との間には差異があるということである. 次節では, 実験動物としてよく用いられるラットとヒトの

発達のタイムラインを比較することで, ヒトとラットとの差異を明らかにする. 続いて, ヒトの神経

発達をモダリティごとに概観し, 最後に考察を加える. 

2. ラットとの比較 

発達に関する種間の違いやヒト特異性は議論されることが少ない. 近年, Rakicが大脳皮質の発達の

ヒト特異性に関するレビューを書いている[221]が, その中で, 同様の言及をしている. しかし, 実験

動物でヒトの発達理解を補うためには, 違いについても認識する必要がある. 

Clancyらは実験動物とヒトの発達のタイムラインを変換する表を作成している[55]が, ヒトのデータ

がない発達イベントが大半(77/92=8.3 割)を占め, マウス, 猫, サルなど他の実験動物で補間しており, 

ヒトの発達の特異性について考察するには信頼性に疑問がある. 本研究では, 比較可能なヒトとラッ

トのデータを独自に集め, まとめることにする. また, 神経由来の組織ではない項目も, 神経発達と

関係するものは取り入れることとする. 結果, 70のヒトのデータが存在する発達イベントを集めるこ

とができた. ラットを選定したのは, 哺乳類であること, 多くの実験結果が存在することが理由であ

る. 細胞構築の違いや, サイズの制約による確認困難, 実験方法の違い, 観察者の違いによって, 対応

付けは本質的に困難であるが, その中でも, 比較し得るもののみを選定して表にまとめた. 表1 にヒ

トとラットの発達のタイムテーブルを示す. なお, マウスのデータのみ発見できた場合はClancy ら

の変換表[55]を用いて変換し, 表1にmと表記した. 

ヒトの発達のタイムラインをラットと比較し, 発達イベントに関して, I. normal groupとII. prolonged 

groupに分類した. 後者はラットと比較したときに, 発達に遅れが存在するグループである. 図1 に示

す通り, Group I はラットとヒトとで直線上にプロットされ, ラットの発達のタイムラインを引き延

ばしただけである. 神経発生の開始や内臓系, 脳神経系, 聴覚, 前庭神経系の神経核の発達など多く

の神経学的イベントはこの群に入る. Group II は, Group I が作る直線から発達時期に大きな遅れが生

じている. 大脳皮質や小脳の発達, 脊髄・網膜など末梢部の発達, 視床下部の成熟, 髄鞘化など, 前脳

を中心とした神経ネットワークの成熟に関するものが多い. このようなタイムラインの変化は, 大脳

皮質や小脳の細胞数の増加が原因と考えられるが, 発達途上の神経システムがラットとは異なる振舞

いをする可能性を示す. また, 発達の遅れを許容する「システム間の独立性」を示唆するものである. 

分類には恣意性が含まれる. しかし, 大脳皮質では, ラットでは報告されていない一過性のsubpial 

granular layerが12WGから存在する[99]. 小脳でも, 一過性の構造としてLamina dissecansが報告されて

いる[222]. 網膜でも, ラットには確認されない一過性のChievitz層が存在する[30]. 脊髄には, ラット

には存在しない大脳皮質からモータニューロンへの投射が存在する[162]. このような解剖学的に知

られる特異性は分類の根拠となるものである. 

3. モダリティごとの発達の概観 

ヒトの発達タイムライン上の特異性を認識した上で, 次に, ヒトの神経系の発達についてモダリティ



ごとに調べる. ヒトの運動・感覚の機能発達を知るためには, 神経組織だけでなく, 関連組織や行動に

ついても調べる必要がある. また, 近年, 髄鞘化のメカニズムに活動依存性のあることが報告され[20, 

78], 髄鞘化についても運動・感覚の成熟度の指標として注目する必要がある. すでによいレビューが

存在する部位については, それを元に構成し, まとまったものがない部分については, 独自にまとめ

るという方針とした. また, 先駆的な研究を紹介するというよりは, より確実性の高い知見を引用し

ている. 

視覚) ヒトの網膜では, 6.5WG(Week of Gestation)には視神経が確認され, 10-12WGには視神経細胞層

と内網状層が区別できる. 13.5-15WGまで細胞の増加が見られ, 視神経層と光受容細胞層で12WG か

らシナプスが観察される[251]. 視神経細胞の数は16-17WGをピークに, 29WGまでに成人と同程度ま

で減少する[218]. 7WGには視交叉が完成し, 視床に視神経が到達する[58]. 上丘の層構造は11WG か

ら発達し, 16WGには完成する. 網膜から上丘への投射は13-20WGに表層, 深層の順に発達する[220]. 

軸索形成やシナプスの形成と関わる神経成長物質GAP-43[64]反応性は上丘で13WGから見られ , 

21WGまでに減少しはじめる[220]. 視床から皮質への投射は, 24WGまではサブプレート層で待機し, 

26WGから28WGの間に皮質層へ侵入した軸索がシナプス形成を開始する[38, 151]. サブプレート層は

生後1ヶ月までに確認できなくなる[152].  

23-24WGには目を開けることができるようになる[111, 157]が, その頻度は低く, 胎内ではまばたき

は１時間に平均6.2回観察される程度である[215]. 早産児において, 午後の早い時間帯の2時間に開眼

時間を計測した結果によると, 30-31WGでは平均5.8 分であり, 満期までに増加し平均26.5分となる

[185]. 被検者数が少ないが, 24時間計測した結果で, 早産児で28WGに開眼頻度のピークが存在する

との報告もあり[226], 照明条件・看護条件によっても変化すると考えられる. 網膜の光受容細胞であ

る桿体細胞は26WG頃に中心窩の周辺から光受容部である外節が確認され[113], 中心窩の錐体細胞外

節が確認されるのは36WG以降である[114]. 光受容細胞の発達は周辺部から中心窩に向うというサル

と異なるパターンを示し[113], 成熟の速度も遅く, 中心窩で錐体細胞の外節が内節の長さと同程度と

なるのに生後11ヶ月までの期間を要し, その後も外節は発達する[114]. 皮質のV1 からV2 への結合

は生後9日から生後4ヶ月までの間に発達するのに対し, V2 からV1 への投射は, 生後7週から見られ, 

生後4ヶ月でも未熟である[37]. 髄鞘化については, 視索では36WGから開始し生後3ヶ月にほぼ完成

する[140, 283]. (早産では31WGで髄鞘が確認されている[140]). 視床から皮質への投射の髄鞘化は, 

40WGから開始し生後4ヶ月にほぼ完成する[283]. 

上丘は開眼の直前までに眼球との接続をほぼ完成させ, GAP-43反応は減少する. このタイムライン

はラットでも同様である. ラットではP12頃の開眼時期にシナプス可塑性や軸索の刈り込みと関係す

るNADPH-d反応の増加が見られる[266]. この反応は, まぶた縫合によって視覚パターンを制限して

も変化はないが, 網膜からの神経活動をなくすことで減少することから, 網膜からの活動に依存した

可塑性が存在する[266]. ヒトは胎内で開眼するが, ヒト上丘のNADPH-dの発達的変化が同様かは報

告がない. 上丘に成体でもNADPH-d陽性の介在ニューロンが存在する[119]ことは, 何らかの可塑性

を意味するかもしれない. また, ヒト含め哺乳類の成体網膜のアマクリン細胞でもNADPH-d陽性が

確認されている[144]. 被検者が少ないが, ヒト胎児で10WGから30WGにかけて網膜のNADPH-d 陽



性ニューロンが増加するという報告がある[176]. 近年, 皮質下の視覚処理によって顔認識などが可能

であるとする知見が報告されているが[135], ヒトの上丘では, (鳥類にはあるが) 他の哺乳類で報告が

ない浅灰白層中間域の水平方向介在ニューロンが報告されており[119], 処理能力の向上に寄与して

いる可能性がある. 

V1 の眼優位コラム(Ocular dominance column) は視覚経験と独立に構成される[62]. 視覚経験の前

に完成される種々の構造について, 網膜からの自発発火の寄与が指摘されている[3]. 一方で, 眼球を

除去しても正常に発達するとの報告[61] と, 麻酔による神経活動の抑制で発達に異常が生じるとの

報告[126]があり, 網膜の自発発火が眼優位コラムの発達にどのように寄与するかははっきりしない. 

網膜の自発発火が上丘や視床でのretinotopic mapの精緻化に寄与することが知られている[167, 280]. 

マウスでは, 開眼直前まで見られる網膜の自発発火が, 開眼後に生じるretinotopic mapの精緻化に寄

与することが知られ[167], 前述した, ラットで開眼後に生じる自発発火依存のNADPH-d反応の増加

[266]と関係すると思われる. また, 初期のコラム構造の発達にGABA活動の重要性を指摘する報告

[115], 皮質形成時期のMarginal Zoneに存在するCajal-Retzius細胞とGABA介在ニューロンの両方の分

布がBDNF(brain-driven neurotrophic factor)によって調節されることが重要であるとの報告がある[4]. 

眼優位コラムが視覚経験に依存して変化すること, この変化には臨界期(critical period)が存在する

ことはよく知られている[274]. 近年, マウスで方位コラムの可塑性と臨界期についても確認された

[286]. 眼優位コラムの可塑性は, 視床皮質路(Layer IV)の変化によるものでなく, 水平方向の接続によ

るものである[263]. Layer II/III におけるlong-term depression(LTD)が関与することも示されている

[118]. また, 眼優位コラムの経験依存の変化は, REM睡眠の剥奪, PGO波(Ponto-geniculo-occipital) の

抑制によって加速されることから, REM睡眠中のPGO波が経験依存の変化に対して逆方向の変化を生

み出すことが示唆されている[171]. これらの臨界期の開始はGABA回路によって活動依存に調整され

ており, 経験によって変化する[83]. また, GABA活動の成熟と関係あるKCC2輸送体は, 皮質では

29WGから満期にかけて急速に発達する[264]. ヒトでは臨界期は生後数年とされ[115], グルコース消

費量の増加時期[54], V1 のLaye II/III の水平投射の成熟時期[38]と一致する. 

体性感覚 ) 頭尾原則と称される通り, 筋や神経終末の発達は, 舌から開始し, 常に手, 腕の発達が足, 

脚に先行する[117]. 筋の発達の概要は以下のとおりである. 複数の筋芽細胞が集まり多核の筋管細胞

が構成され結合組織によって骨格に接続される. その後, 筋管細胞の中の核が周辺部に集まり, 筋線

維が分化する. 筋線維を構成するミオシンの種類は, ミオシンH鎖によって11種類に分類される[235]. 

大きくは速筋と遅筋とに分類され, その分化は, 筋活動, 負荷, 甲状腺ホルモンの影響を受ける[19, 

235]. 筋には, 神経の発火パターンを検知するセンサが存在し[177], 神経活動が筋のミオシンの種類

に影響を与えることが報告されている[28]. 筋管細胞は少なくとも2回の増殖時期があり, 1回目の増

殖で作られた一次筋管の数がモータニューロンの数を決定すると考えられている[180, 260].	 	 四肢

の筋管細胞が筋線維を作りはじめるのは7.5-8WGである[117]. 脚の筋は, 7-8WGには神経支配を受け

ていない[85, 116]. 大腿筋と肋間筋を調べた結果では, 初期の筋管表面にはAChのレセプタが全面に

存在し, 10WGより前から領域が減少し始める[116]. 筋管(筋線維)は16WGまでは複数の神経から支配

されるが, 25WGまでに1つに絞られ, 31WGから神経終板が形成され, 生後1年をかけて成熟する[116]. 



発達初期のミオシンは胎児型のslow-twitch型とfast-twitch型が存在するが[75], 15WG頃からfast-twitch

型の割合が増加し[73, 74, 255], 26WGには9割に達する[74, 255]. 30WG以降成熟したslow-twitch型が増

加し[74], 例えばヒラメ筋は, 生後18ヶ月までに成人と同じ割合まで増加する[77]. 他の骨格筋でも5

ヶ月以下の乳児は, 3～16歳と比較して有意にslow-twitch型が少ない[77]. 

脊髄神経節(DRG)は, 体性感覚ニューロンの中継点であり, 伝導速度の異なるAα, Aβ, Aδ, C線維が

あり, Aα線維は固有感覚を, Aβ線維は低閾値機械受容器の情報を, Aδ, C線維は痛覚を含む体性感覚全

般の情報を受容する. 実験動物では, DRGニューロンは, 大型ニューロン, 小型ニューロンの順で増

殖し, それぞれがどの感覚器を支配し[109, 193], 脊髄のどのLaminaeに接続されるかが決定[242]され

た後, 大型から順に軸索がターゲットに向って成長する[172]. 腹側の大型のニューロンがまず固有感

覚器, 皮膚に投射し, その後背内側にも広がる小型ニューロンが皮膚に投射する[109, 123]. 実験動物

では, DRGにオーバーラップのある体部位マップが構成され[40, 273], それは細胞死の前に完成して

いる[240]. これらのメカニズムはヒトにも共通と考えられる[136, 244]. 

筋紡錘はbag1 線維, bag2 線維, chain線維からなり, bag2 線維は一次筋管から, bag1 線維とchain 線維

は二次筋管から分化する[270]. 筋紡錘の数は, 投射するIa 線維の数に依存し[270], 筋紡錘の分化には

モータニューロンや筋活動でなく[156] , 感覚ニューロンの投射が不可欠である[288]. ヒトでは, 

10-11WGにbag線維と二次筋管のペアが観察され, 14-16WGには一次筋管の周囲により多くの小型の

筋管が観察され, 18-20WGには成人で見られるような複数のbag線維とchain線維のセットが観察され

る[210]. γニューロンは11WGに確認でき, 14WGからシュワン細胞が見られ15WGにかけて発達する

[63]. この時期(15-16WG)までに伸張反射がはっきり見られるようになり[252], 把握反応も見られる

ようになる[130]のは, γニューロンの発達と関連すると思われる. ちなみに, 把握反射はMerkel細胞以

外の低閾値機械受容器と固有感覚が関与する2シナプス性の反射であると報告されている[35]. 腱器

官については, 8WG頃から手で確認されているが[45], いつ頃から機能するかは不明である[252]. 

次に圧力受容器の発達についてまとめる. Merkel細胞は全身の皮膚に存在する低閾値機械受容器

(Slow adapting type I)である. Merkel細胞は, 神経支配が始まる前に現れる[89]. 手の平は7WG, 有毛部

は9WGにはMerkel細胞が確認される[143, 187]. Merkel細胞への神経支配の開始時期について, 電子顕

微鏡による観察では手の平で8-9WGとする報告もあるが[191], 染色を用いた実験では12WG以降と報

告されている[120, 198]. 手の平の皮膚に対する反射が11WGから生じると報告されているのは[120, 

124], Aβ感覚線維がMerkel細胞なしで機械受容可能である[168]ためと考えられる. 皮膚刺激に対する

反応は, 7.5WGに口から開始し, 手の平, 足裏と続き, 13-14WGまでに全身で反応が見られるようにな

る[120, 130]. Merkel細胞の数は8-13WGの間に急増し[143], 23WGまでに神経支配が完成する[198]. 

手指や足裏に存在するパチニ小体は13WG頃から見られ, 出生前に構造的変化を経, 出生後も大き

さの変化が見られる[44]. Meissner小体(Rapid adapting)は, コリンエステラーゼ活性を調べた結果によ

ると16-20WG に発達し, 出生後にも成長する[24]. 毛球は12-15WGに発達し, 19WGまでに産毛が体

表に見えはじめる[122]. 毛包の神経支配は,	 22WG以降に発達する[207]. Ruffini小体(Slow adapting 

type II)の発達についてはヒトもラットも報告がない. 

NGF(Nerve Growth Factor)受容体免疫染色によると, DRGの発達は, 胸部では9WGから, 腰部では



11WG以降に大型の細胞より染色され, 20WGまでにより小型の細胞も染色される[253]. 20WGにおい

てなお強く染色されるが, それ以降の変化については調べられていない. これは, DRGから筋, 皮膚

への投射時期と一致する. 

DRGから脊髄灰白質への投射については, DiI染色によって, 8WGまでにいくつかのモータニューロ

ンへの投射が見られ, 11-19WGにかけて増加するとの報告がある[150]. 平行してLaminae III, IVへの低

閾値機械受容感覚の投射も発達する[150]. 免疫染色によると, 7.5WGには脊髄中間質に線維が確認さ

れ, 8.5-9WGには多くのモータニューロンへの投射が確認される[56]. また, 9-11WG にモータニュー

ロンへのシナプスが増加するとの報告がある[203]. このように, 末梢の感覚器の発達と神経支配に先

行して, 脊髄内在回路の構築が開始する[174, 247]. 

DRGから延髄までの体性感覚経路である楔状束(上半身の情報)と薄束(下半身の情報)は, 楔状束が

8WG頃から発達し9WGには延髄の楔状束核に到達, 薄束は楔状束に遅れて発達, 共に16-18WGまで

に完成する[128, 253]. 楔状束は14WG 頃までに髄鞘化を開始し, 22-24WGまでに増加, 出生時には完

成する[140]. 一方, 薄束は23WG頃から髄鞘化を開始するが, 出生時, 楔状束ほどは強く染色されな

い[140]. 

楔状束核や薄束核は脊髄からの投射の完成に先行して発達を開始し, 6WGの終りには見られ, この

頃には視床や小脳へ線維が到達する[275]. 延髄から視床や赤核へ体性感覚情報を伝える内側毛帯の

髄鞘化は楔状束や薄束に遅れて24WGから開始するが, 完了には生後1 年を要する[283]. 視床から皮

質への投射については, 視覚とほぼ同時期に行われる[151]. サブプレート層の消失に視覚野より多く

の時間を要するのは, サブプレート層が厚く, 皮質間結合が豊富であるためと考えられる[152]. 視床

から体性感覚野への投射の髄鞘化は36-40WGに開始し, 生後1 年で完了する[283]. 体性感覚野の神経

線維は生後1ヶ月でも未熟であり, 生後3ヶ月までに発達する[57]. 

体性感覚野の可塑性については, ラットやマウスで, ヒゲの感覚が投射するバレルでよく研究され

ている. P0-4(視床から皮質層への投射時期)にヒゲの感覚器を破壊することでバレルが乱れるが, P0 

で最も可塑性が高く, P4までに急速に失われる[92]. P0-4 の可塑性は神経に影響を与えないようにヒ

ゲを抜いた場合でも生じる[91]ことから, 自発活動でなく, 経験依存による可塑性であり, 変化は一

過性ではない. Layer IVニューロンの投射に影響が生じるが, その変化は体部位再現を破壊するほど

大きなものではない[91]. 痛みを感じないようにヒゲを切った場合でも変化が生じる[248]ことから, 

痛覚によるC線維の活動だけでは説明できない. なお, 発達初期の痛覚経験が痛覚過敏や鈍麻を引き

起こすことが知られている[87]. ヒトでは視床皮質路が発達する26WGから34WG[151]が対応すると

いえる. ラットでP4以降に生じる体性感覚野の可塑性は, 視覚野と同様に視床皮質路ではなく, Layer 

II/III のニューロンが関与する[90]. Layer II/III は, P4以前のLayer IVより大きな可塑性を有する[91]. 

痛覚 )	 痛覚について精力的に研究がなされている[87]が, ヒトの発達について解剖学的には不明な

点も多い. それは, 痛覚回路の発達が妊娠中期から後期にかけてなされると考えられるが, 20WG以降

の胎児を用いた解剖学研究が極めて少ないためである. 8WGから19WGのヒトの脊髄DRGについて

DiI染色した結果によると, 19WGまでにAβ線維の投射は確認できるが, Aδ線維およびC線維のLaminae 

I, II への投射(Lissauer’s tract)は確認されない[150]. ラットではDiI染色でこの投射の発達が確認され



ているので手法による問題ではないと考えられる[186]. ラットではDRGからLaminae I, II への投射

はE19.5からP0に発達するが[86, 186], 同時期にEnkephalin免疫反応がLaminae I, II で強くなるという

報告がある[241]. ヒト脊髄のEnkephalin免疫蛍光染色では, Laminae I, II で18WGから25WGの間に染

色される細胞が現れる[46]. 実験動物でDRGからの投射が大型のものから発達するということ[109, 

193], ヒトでDRGをNGF染色したとき20WGにおいて小型ニューロンが強く染色されること[253], ヒ

トで毛根への神経支配が22WG以降であること[207]など総合的に判断すると, ヒトでは18-25WGの間

にAδ, C線維の脊髄への投射が開始すると考えるのが妥当である. 一般に, DRGから脊髄への投射が, 

末梢への投射に先立つ[276]ことから, Aδ, C 線維の皮膚への投射も18WG 以降であると考えられる.  

Lissauer’s tractの髄鞘化が36WG以降で見られることも, これを裏付ける[140]. 一方, 痛覚を伝達する

脊髄視床路の髄鞘化は20WGには開始している[103]と報告されているが, 後述のように発達初期は

Aβ線維が痛覚受容回路に接続していることから, 低閾値機械受容器の影響が考えられる. 痛覚に関連

するといわれる島皮質の髄鞘化は, 生後1ヶ月以降にLayer I から開始する[57]. 

脊髄反射の1つである侵害刺激を避けるための屈曲反射(withdrawal reflex)は, 初期には低閾値機械

受容器が接続するAβ線維により働き, 発達に伴い, 侵害刺激を受容するC線維が関与するようになる

[87]. この過程には中枢からの下行性シグナルが関与すると考えられている[149]. ヒト早産児では

27.5WGから35WGの間, 足裏の屈曲反射受容野が下腿全域に及び, 閾値は1gを下回る[10]. この時期

は, 反射の順化より鋭敏化が生じる傾向がある[88]. このような閾値の低下と受容野の拡大が見られ

る時期は, Aβ線維が機械受容器への神経支配を発達させる時期22-35WGとオーバーラップし[207], こ

の現象は出生後週齢でなく受胎後週齢に依存することが知られる[88]. 妊娠後期の胎児は屈曲反射が

優位に働いているということを考慮にいれて運動を観察する必要がある. 

実験動物の屈曲反射の受容野は, 接触部位と筋線維の力の伝達効率で最適化(ロボティクスでいう

ところのヤコビアン)・モジュール化されており[236], ラットではP3Wまでに脊髄回路の再構成によっ

て獲得される[108]. この受容野の生後学習は, 感覚刺激に独立に生成されるActive sleep中の自発活動

と低閾値機械受容器のフィードバックによってなされると考えられている[268]. このActive sleep中

の自発活動は, 痛覚に関係する脊髄Laminae I にある自発活動ニューロン[163]が関与するかもしれな

い[148]. また, ラットで大脳皮質の体性感覚野バレルの受容野がC線維の破壊により拡大することが

知られており[269], C線維の発達は体性感覚野の受容野にも影響することが知られる. C線維の発達時

期であるP2-3W[87]に屈曲反射の受容野の学習が行われることから, 屈曲反射の受容野の学習にもC

線維が関与すると考えられる[148]. 

ヒトでC線維の発達が18-25WG以降であるとすると, ラットの発達時期から予測されるよりも発達

時期に遅れがあることになる(Group II). ラットでは新生児期から脊髄Laminae II に抑制性ニューロ

ンが存在するが, 興奮性のシグナルによって適切に制御されていないことが屈曲反射の受容野の拡大

を説明すると考えられており, C線維および下行性の興奮性シグナルが反射の抑制や受容野の縮小に

関わると考えられている[87]. ヒトでも35WGの時点で屈曲反射の抑制は見られないこと, 屈曲反射

の受容野の精緻化が35WG以降に開始すること[10]はC線維が未熟であることを示唆する. ヒトでC線

維の発達が遅れることによって, 屈曲反射の脊髄レベルの受容野学習や体性感覚野における受容野の



可塑性が高まる時期が出生間際に移動しているといえる. 

聴覚・前庭 ) 聴覚の発達については詳しいレビューがある[190]. 4WGから内耳神経節が確認でき, 

5WGには内耳神経節と脳幹との接続が, 9WGには内耳神経節と蝸牛との接続が確認できる. 蝸牛の二

回転半の構造が8WGに見られる. 9WGにはコルチ器に微絨毛が確認でき, これらは10-13WGに不動毛

に生え変わる. この生え変りの時期に内耳神経と蝸牛との間のシナプス形成が見られる. これに先立

つ7-8WGに脳幹神経核とそれらの間の接続が形成され, 9-13WGには蝸牛神経核, 上オリーブ, 下丘, 

内側膝状体の間の接続が形成される. 15WGに鼓室階が形成され, 20WGには耳管が開き, 22WG には

蝸牛で髄鞘が見られる. 不動毛は24-26WGに成熟する. 音刺激に対する反応は24-25WGから確認され

る[25]. 内耳神経(聴覚)の髄鞘化について, Keeneは24WGには見られるとし[140], Mooreらは26WGか

ら見られると報告している[189]. Schwann細胞が22WGから見られることから[189], Keene はSchwann

細胞とグリアを区別していないと思われる. 28WGには下丘から視床への投射に髄鞘が見られる. 

軸索形成とシナプス生成に関係するGAP-43染色によると, 19WGですでに下丘や上オリーブで反応

が弱く, 生後5ヶ月には見られないと報告[145]されている. 聴覚系神経核間の主な結合は, 耳管が開

いて聴覚刺激を受容し得るようになる前に完成すると考えられる. 一方, 下丘では18WG頃からニュ

ーロンやグリアの数の増加が見られ, この増加は生後まで続く[243]. 体積も22WG頃から増加する

[243]. おそらく, 局所回路による機能発達は, 聴覚刺激が得られるようになる20WG以降に経験依存

に進行するものと思われる. 腹側の蝸牛神経核は出生後もGAP-43で強く染色される[145]のは, 生後

も可塑性が存在することを意味する. 

AChE染色によると , 20-24WGに視床からMarginal Zoneとサブプレート層への投射が見られ , 

24-26WGに皮質層へ侵入する[155]. 聴覚は早期に機能するが, 視床皮質路の髄鞘化は生後7週から開

始し[33], 生後4年間続く[283].	 ニューロフィラメント染色によると, 聴覚野の軸索の成熟は, 生後4

ヶ月まではLayer I でしか見られない. Layer IIIc-VIは生後1 年から3 年で成熟し, Layer II-IIIb は生後

11-12年までに成熟する[188]. 皮質のLayer I は発達期のMarginal Zoneであり, 生体のサルでは, 内側

膝状体の大細胞領域からの投射を受ける[110]. 内側膝状体の大細胞領域は, 下丘からマルチモーダル

な情報を受ける領域である[127]. Layer I のReelinは皮質の層構造の形成に寄与[65], Cajal-Retzius細胞

とGABA介在ニューロンはコラム構造と層構造の形成に寄与する[4]など, 皮質形成に重要なLayer I 

であるが, ヒトで遺伝的に大きな変化が報告され[216], 霊長類でLayer I の複雑性が増していること

が報告されている[223]. 聴覚野の成熟が極めて遅いことと, マルチモーダルな情報を受ける層から成

熟するということは, 人の言語獲得を考える上で興味深い. 

ヒトの前庭の発達については研究が少ない. ヒトの骨迷路は他の霊長類と形態的差異が知られるが, 

17-19WGには大きさ, 形態とも成熟する[134]. 耳石器の上皮に, 7WGにはhair bundleは見られないが, 

8WGには見られ, その後発達する[69]. 9-13WGの間に発達の停止する期間がある[69]. 10WG から耳

石膜が上皮を覆い, 26WGまで耳石膜の領域, 重量の増加が見られる[282]. 耳石の成熟および量の増

加は胎児期から出生後まで続く[232, 230]. 神経節(Scaroa ganglion)は9WGまでにはすでに見られ, 

13WGには髄鞘が見られる[70]. 神経節も9-13WGの間に発達が停止する[70]. 7WGには上皮で神経が

見られ, 8WGまでに分化した有毛細胞にシナプスを作る[233]. 前庭神経核は12WGには神経が未熟で



ある[97]. 21WGから細胞構築的に2つの神経核(Lateral, Medial)に分けることができる[97]. ヒトの前庭

神経核はさらに細かく分類でき, 神経化学的に他の動物と異なるが[18], これらの発達に関する情報

はない. 前庭神経核では, 生後2ヶ月までにGAP-43は見られなくなる[145]ため, 出生後の可塑性は低

いものと思われる. 前庭神経は視床を介して, 島, 体性感覚野などのさまざまな領域に信号を送るが

[165], その発達について報告がない. 内耳神経の髄鞘化は14WGに開始し26WGまでに完成する[140]. 

前庭小脳は24WGから32WGに髄鞘化する[283]. 

聴覚および前庭の発達は早く, ほとんどラットのタイムテーブルを維持している(Group I). 一方で, 

皮質のLayer IVの成熟は視覚や体性感覚と比較しても極めて遅い(Group II). 

味覚・嗅覚) 嗅覚受容細胞には, 単一の嗅覚受容体遺伝子が選択的に発現し, 異なる組み合わせで糸

球と接続するが, この接続には, 外部刺激に依存しない未熟状態における自発活動が重要である

[196]. 

ヒトでは, 鼻の構造は4-7WGに急速に発達する[142]. 6WGまでに, Olfactory Bulbが分化し, 7WGま

でには, 扁桃体との間の接続が見られる[195]. 同時期に扁桃体と視床下部との間の接続も見られる

[195]. 嗅上皮の分化は14WGまでにほぼ完成するが, Olfactory Marker Protein免疫染色によると, 嗅覚

受容体の成熟は28WGから開始し, 32WGでもその数は少ない[53]. 一方, 17WGまでに少量の成熟した

嗅覚受容体が存在するとの報告もある[278]. 

フェロモンを検出する鋤鼻器は, 7.5WGには分化しており[278], 12-23WGに神経線維が存在する[27]. 

胎児期には視床下部への投射が存在するとされる[278]. 20WGの胎児で受容器が機能していることが

明らかになっているが[259], 36WGの胎児では神経が確認されないとの報告があり, 脳への投射は胎

児期のみに存在するようである[27]. 

味覚は味蕾によって検知される. 味蕾は3種の細胞の複合体であり, Type I は支持細胞, Type II は

甘味, 苦味, 旨味などを受容する受容細胞, Type III は酸味を受容しシナプスを有する前シナプス細

胞である[228]. これらの細胞はさまざまな伝達物質を介して情報伝達を行い, 情報処理の結果を脳に

送る[47, 228]. 味蕾の発達は神経支配とは独立に開始する[139]. マウスでは, 味蕾の発達と維持に神

経支配が重要であるという報告がある[132]. 

6-7WGにはすでに舌に神経が見られる [117, 279]. 味蕾との間のシナプスは8WGから見られ , 

12-13WGに最大となる. 12WGまでには3種の細胞へ分化する. 味孔の発達は10WG頃から開始し, ほ

とんどの味孔は14-15WGまでに開く[279]. 15WGに粘液が確認され, 構造的に成熟状態となる[29, 279]. 

孤束核の吻側部に味覚線維が投射する[209]が, この部分の発達については報告がない. 

味覚の発達もラットの発達を維持している. 鋤鼻器の発達もラットの発達を維持しているが, ヒト

では胎児期に退化してしまう. 一方で嗅覚の成熟は発達に遅れが生じているが, 胎児期から機能して

いると考えられる. 

内臓・内分泌系) 肺の発達は, 形態により, 腺様期(Pseudoglandular stage), 細管状期(Canalicular stage), 

嚢状期 (Saccular stage), 肺胞期 (Alveolar stage) からなり , ヒトではそれぞれ , 5-17WG, 17-26WG, 

24WG-birth, birth-である[39]. 嚢状期から肺サーファクタントが形成されるが, 胎児期には肺胞はま

だ少なく, 生後発達する. 形成過程の肺(7.5-8WG)にはすでに平滑筋や神経支配が確認される[250]. 



豊富に神経叢が存在し, 肺の発達に伴い新な神経支配が可能となっている[250]. 肋間筋は大腿部の筋

と同様の発達をし, 8WGから神経支配を受ける[116]. 出生時, 肋間筋や横隔膜の神経終板は四肢と比

較してよく発達している[117]. また, 呼吸様運動は, 10-11WGから見られる[67]. 

心臓への神経支配は7WG頃から見られる[199]. 心筋のミオシンH鎖の分布は8WG頃までにほぼ完

成する[272]. 心拍は5WG頃から確認され, 12WGまでにA波, E波が確認できるようになる[161]. 

幽門の神経支配は12WGにすでに見られる[1]. 胃の蠕動運動は14WG頃から見られ, 24WG頃までは

散発的に起きるが, その後はクラスタを形成する[234]. 迷走神経は4-5WGの間に神経堤細胞が後腸ま

で移動し, 7WGから神経細胞に分化する[95]. 12WGには前腸でアウエルバッハ神経叢が見られ, 14WG

には後腸にも神経叢が見られる[96]. 粘膜筋層に筋線維が見られるのも前腸で12WG, 後腸で14WGで

ある[96]. このように迷走神経の発達は頭尾原則に従う. 

迷走神経背側核は13WGまでに密集した神経細胞が見られ, 25WGまでに成人と同様の亜核に分化

する[51]. 迷走神経の髄鞘化は, 出生後も続くが, その変化は小さい[213]. 孤束核は, 9-13WGの間に

いくつかの亜核に分化し, 21-25WGの間に成人と同様に分化する[50]. 16-21WGに細胞死と関係がある

NADPH-d染色の報告がある[107]. 舌下神経核はもっとも早くに発達を開始する. 5WGには舌下神経

が投射を開始する[275]. 舌下神経核のGAP-43染色は, 19WGですでに弱く, 21-26WGの期間は確認さ

れないが, 36WG以降再び弱く染色される[145]. 舌下神経核は, 32WG以降発達が加速するとの報告も

あり[197], 皮質からの投射と随意的な舌運動に関係すると思われる. 舌下神経, 迷走神経, 舌咽神経

は14WGから髄鞘が見られる[140]. 嚥下や発声に関係する疑核では, 8.5-9WGに神経細胞が見られ, 

10WG にサブグループが確認できるようになり, 12.5WG までにすべての神経細胞が成熟する[34]. 

橋結合腕傍核, PAG(periaqueductal gray) の初期の発達に関する知見はない. PAGについては, 19WG以

降の神経伝達物質の受容体に関する知見がある[224]. PAGは成人でNADPH-d陽性細胞が報告されて

いるが[154], 16-18WGまでにNADPH-d陽性反応が報告されている[107]. 嘔吐中枢といわれる最後野

は, 16WGには分化した神経細胞が見られる. 飲水やホルモンバランスと関係するとされる脳弓下器

官の発達は, 17WGから未分化な状態が見られ, 40WGまでに多くのグリアが見られるが未成熟である

[43]. 孤束核のGAP-43染色は13WGから21WGの間に急激に弱くなる[50]. それでも, 内臓に関わる神

経核(孤束核, 迷走神経腹側核, 橋結合腕傍核, 青斑核)は成人に至るまで脳幹の中では際立って強く

染色される[145]. また, 網様体が生後長い時間をかけて髄鞘化することも注目に値する[283]. このよ

うに, 脳幹部の内臓系神経核は妊娠中期には成熟するが, その後も, ある程度高い可塑性を維持して

いると考えられる. 

視床下部の発達についてまとめる. 自律神経機能をもつ外側帯は, 16WGには成熟した神経細胞が

見られる[153]. 扁桃体と接続する腹内側核は, 10WGには神経細胞が見られ, 13WGには亜核に分化す

る. 16WGにGAP-43陽性細胞が見られるのは, 扁桃体との接続形成のためと考えられる[153]. 性行動

に関係する正中視束前核は, 16WGには成熟した神経細胞が見られる[153]. この核は, 生後2-4年で細

胞数が増加し, その後, 性差が生じる[256]. 乳頭体で亜核(Medial, Lateral)が確認できるのが16WG 以

降である[153]. ホメオスタシス維持に関わる室傍核は, 18-23WGにNeurophysins陽性ニューロンが見

られ, 23WGまでに亜核に分化する[153]. 食欲調整に関わる弓状核は, 18WGまでに成熟した神経細胞



が見られ, Neuropeptide Yは21WGから見られる[153]. サーカディアンリズムに関わる視交叉上核は, 

23WGまで分化しない[153]. vasopresin反応性の細胞は31WGまで見られず, 生後1-1.5年かけて増加す

る[257]. 

扁桃体は8WGまでに, cortical, anterior, basolateral, medialに分ることができる[194]. 13WGまでに扁桃

体からの種々の接続線維がDTI(Diffusion Tensor Imaging)で確認できる[265]. 8WGから海馬の原基が見

られる[194]. 10.5-11WGまでにアンモン角の領域区分が見られ, 13.5WGまでにすべてのLayer が見ら

れる[129]. 海馬台, CA1, CA2-3, 歯状回の順で成熟する[15]. 25-32WGまでにCA2-3は成熟し, 32WGに

はCA4が確認でき, 歯状回の成熟は34WG以降である[15]. 細胞構築的には生後9ヶ月で成熟する[15]. 

39WGより髄鞘化が脳弓への経路で見られ, 生後も続く. 思春期に歯状回との接続線維の髄鞘化が進

む[15]. 

内臓系の発達・成熟はラットの発達タイムテーブルを維持しているのに対し, 視床下部の成熟はす

べて発達に遅れが生じている(Group II). 視床下部に発達の遅れがあることはウルトラディアンリズ

ムの形成, 睡眠覚醒リズム, 生理データにも影響を与えるのでラットと比較するとき注意が必要であ

る. また, 近年, 胎児期から周産期の経験がさまざまな生理活動に影響することが報告されている

[125]. ラットでは新生児期の日照条件(春条件, 晩夏条件) が体の成長や性的成熟の遅れに影響を与

え, 餌の豊富であることを期待できる春条件でよく成長する[125]. 秋に生れたハタネズミは春に生ま

れるより出生時に毛が厚い[160]. 疫学調査の結果では, ヒトで胎児期初期(28WGまで)に飢饉を経験

した母親は出生体重の小さな子を産む[166]. 出産前の環境がインシュリン抵抗性の発達リスクと関

係する[105]. ラットで出生直後の母親からの接触を伴う愛着行動(なめる, 身繕い)が海馬にエピジェ

ネティックな変化(メチル化)を起こし, その後の恐怖行動を変化させる[271]. 注目すべきは, メチル

化はE20-P1に一度生じるが, 愛着行動が少ない群でP6以降減少することで, 胎内での接触経験が

E20-P1のメチル化向上に寄与している可能性がある. 近年, 胎内でC線維からの低閾値機械刺激が, 

視床下部に働きかけオキシトシンの分泌を制御し, 成長にも影響を与えるという仮説が提案されてい

る[42]. Emotional touch時にC線維が孤束核を介し島皮質に影響を与えることが知られ, C線維が関与す

ることを否定できないが, 屈曲反射が胎児期にはAβ線維が支配的であるなど, 成体と胎児には違いが

あるから安易に結び付けることはできない. 愛着行動の剥奪の影響が最も強いのはラットで生後1 週

間であり[182], C線維の成熟に伴い影響が小さくなる. このことは, C線維はむしろこのメカニズムの

抑制に寄与する可能性があり, ヒトでもC線維が成熟するまでの接触経験が視床下部や海馬の振舞い

をエピジェネティックに変化させ, 社会性にも影響を与え得る. ヒトでC線維の発達が遅いことは, 

影響する期間が長期にわたる可能性もある. 

これらの胎児期から周産期にかけてのホメオスタシスや栄養摂取, 繁殖に関わるさまざまな可塑性

は , 発達初期から生後の環境情報を予測し , 適応するための身体の変化という意味でPredictive 

Adaptive Responses(PAR)[104]と名付けられており, 視床下部を中心としたホルモン分泌が関与すると

考えられている[125]. また, ヒトの在胎期間は副腎皮質ホルモン(CRH)量の増加や母子が異なる種類

を分泌するエストロゲンのバランスなど, 母子間の相互作用によって決定される[249]. このように, 

ヒトの生理作用に関わる仕組みの中には, 胎児期の初期から環境との相互作用によって適応するメカ



ニズムが組込まれており, 出生後の行動にも影響する. そして, 予測的適応と環境とが適合しない場

合に病気や発達の障害リスクとなり得ると考えられている. 

その他運動関連 ) Martinのグループは猫を用いて, 皮質脊髄路の投射の発達について調べ, 出生時, 

軸索が脊髄内で広範囲に投射しているが[164], Activity-dependentに[175], クラスタ化と局在化がなさ

れることを明らかにした. 一方, サルでは発達期に皮質から脊髄への広範な投射は見られない[13]. 

ヒトの皮質脊髄路は, 銀染色による結果では16-17WGに脊髄に到達し[261], GAP-43免疫染色では

26WGからモータニューロンへの投射が開始すると報告されている[82]. 28WGからシナプス結合が存

在するが[82], 軸索投射の局在化は, TMS(Transcranial magnetic stimulation)で筋電が確認できる閾値

が増加する生後2-3ヶ月に生じると考えられている[81]. 皮質脊髄路の髄鞘化は生後1ヶ月頃から始ま

り, 生後8ヶ月まではゆっくり進行し[283], それ以降, 進行する[33]. 運動野は, Layer I は30WG頃ま

でに発達する[169]. 他のLayerは28WG頃から出生前までに発達する[169]. Layer I は運動野が他の領

野に比較してよく発達しており[169], サルで視床を介して大脳基底核からの入力を最も多く受ける

[178]. 運動野の髄鞘化は, 新生児期にBetz細胞から始まり, 生後3ヶ月頃からLayer I で髄鞘化が見ら

れ, 生後6ヶ月にはLayer II やIII でも見られるようになる[57]. 

小脳切片の周囲長は, 13WGから40WGの間に50 倍, 生後7ヶ月でさらに2 倍長くなる[222]. 小脳皮

質の発達は, 3-10WGの間にプルキンエ細胞の原基が作られ, 10WGから外顆粒層が作られる[222]. ヒ

トでは21-30WGまでの間, Lamina dissecansが確認され5 層構造となり, 生後外顆粒層が消失すること

で3層構造となる[222]. Lamina dissecansが消失するころ, 成熟したプルキンエ細胞を確認できるよう

になる[94]. 内顆粒層は, 皮質で32WGから, 虫部で30WGから発達する[94]. 分子層は皮質で38WG 

から, 虫部で30WGから生後8ヶ月まで増加する[94]. 外顆粒層は, 生後2-4ヶ月に激減し, 生後9-13ヶ

月で消失する[94]. GAP-43染色の結果は, 19-20WGでは外顆粒層, 分子層, 白質が染色され, 生後3ヶ月

までに白質で弱くなり, 4 歳および成人では, 分子層, 顆粒層に強く反応が見られる[145]. 

下オリーブ核の原基は, 5-18WGの間に生じて, 妊娠後期まで発達する[14]. 外側小脳半球において, 

下オリーブ核からの登上線維は, 20-22WGに白質に到達し, 25WG頃までに小脳顆粒層に到達, 28WG 

まではプルキンエ細胞と接触しない[170]. 36WGから生後8ヶ月の間にプルキンエ細胞を登上する

[170]. GAP-43染色の結果は, 門を除き, 胎児期から成人に至るまで染色される[145]ことは高い可塑性

を意味する. 

赤核の発達は6WG頃から開始する[247]. 12WGでは未熟な細胞が密集しており[285], 赤核の大細胞

領域が14WGから[59], 下オリーブへ投射する小細胞領域は20WGから満期まで発達する[284]. 赤核は, 

生後5 年まで大きくなる[59]. 

下オリーブから小脳への線維である下小脳脚は, 20WG頃に前庭領域から髄鞘化が開始し, 30WG 

までには成人と同様になる[283]. 小脳から赤核, 視床への経路である上小脳脚は, 23WG頃から髄鞘

が見られ[59], 36WGには視床に到達する. 上小脳脚の髄鞘化は生後8ヶ月まで続く[283]. 大脳皮質か

ら橋を経由して小脳に至る中小脳脚の髄鞘化は生後1ヶ月頃から開始し, 少なくとも生後4 年間は続

く[283]. 小脳脚のGAP-43染色の結果は, 20-26WGですでに弱く, 38WGで無視できるレベルである

[145]. 



ノルアドレナリン, セロトニン系の発達は早く, 5WGから橋, 延髄, 脊髄のレベルで検知される

[254]. セロトニン系は15WGまでに成人と同様の構成が見られ, 20WGまでに複数種類のニューロンが

確認できる[146, 258]. セロトニン系は20WG以降も量的な発達が見られ, 生後も続く[146]. 皮質の発

達と関連して, ラットやマウスで一過性の視床から皮質へのセロトニンニューロンの投射が存在する

ことが知られており[159], ヒトにおいて12-14WGに一過性に見られる内包のセロトニン反応との関

連性が議論されている[267]. この一過性のセロトニン投射はマウスで体性感覚野のバレルの形成に

重要であることが示されている[214]. ラットでは, P2.5-P13に見られが[159], ヒトで内包に見られる

セロトニン反応(12-14WG)と比較すると, この発達イベントがGroup I であるとした場合, 開始時期

はほぼ対応するが終了が早い. 一過性のセロトニン投射は, ラットでは視床皮質路の形成時期と一致

するが, ヒトでは視床皮質路の形成に遅れが存在するため, ヒトの大脳皮質形成においても重要な役

割を担っているのか今後の検討課題である. 

Tyrosine hydroxylase免疫染色によると, ドーパミンニューロンは6.5-10WGの間に脳室帯で生成され, 

神経移動を経て8.5WGから中脳で見られる[93]. 8WGより軸索形成を開始し, 11.2WGまでに多くの軸

索形成が見られる[93]. 10WGには黒質と尾状核との接続が確認できる[231]. 19WGまでに黒質は緻密

部と網様部に分離する[17]. 線状体でD1 受容体, D2 受容体が12WGより見られることが報告されて

いる[31, 32]. 別の報告では,10-13WGでは見られず, D1 受容体は16-19WGから見られ, 37WG-生後3ヶ

月をピークにその後減少し, D2 受容体は19WGからはっきり見られ, 生後1-3ヶ月をピークに生後

9-10年から緩やかに減少するとされる[183]. Dopamine Transporter(DAT)については, DAT mRNAが黒

質で12WGから見られ, 19-20WGで網様部に広がる[17]. 一方, 線状体におけるDAT 免疫染色の陽性

反応は, 32WGから見られ, 生後9-10年でピークに達する[183]. 

脚橋被蓋核はREM睡眠などと関係する神経核で, アセチルコリン含有ニューロンが存在する. 成人

でACh陽性ニューロンはNADPH-d陽性である[154]. 脚橋被蓋核では, NADPH-d陽性反応が16-18WG

までに見られる[107]. 急速眼球運動は20-23WGから満期にかけて増加し[204], 生後減少する[212]. ラ

ットでは, Active Sleepの増加は脚橋被蓋核の発達を反映する[200]. ちなみに, アセチルコリン系, セ

ロトニン系, ノルアドレナリン系に影響し, 睡眠覚醒に関係するorexinについて[206], 脳脊髄液に含

まれる量を調べた研究によると, 28WGまでにorexin-Aは確認され, 生後2-4ヶ月をピークに, その後減

少する[12]. 睡眠の発達は皮質の発達とも関係することから重要な課題である. 

三叉神経など脳神経系の核は最も早期に発達する[275]. 三叉神経節のニューロン新生は5WGまで

に開始し[275], 7.5WGには口で神経叢が見られる[130]. 口は最も早期に触覚刺激に対する反応が確認

される部位である[130]. 

顔面神経核は, 外側が顔面筋の口側を, 内側が後頭部を, 背側が上側を, 腹側が下側を支配する

[245]. 細胞構築は種間で異なり, 耳介の運動が退化したヒトでは, 背側の発達が悪い[246]. 顔面神経

核の発達は, 7WGまでに移動が終わり[275], 12-16WGにかけて亜核が確認できる[208]. 亜核間の体積

の大小関係は, 16WG以降変化せず, 常に腹側核が大きい[246]. 核の大きさは16-20WGの間に急激に

発達し, その後変化は少ない[246]. ほとんどの顔面神経は, 14WGまでに分岐を完成させる[102]. 表面

筋は9-11WGに急激に発達し, 14WGまでに顔面のすべての筋で筋管が見られ, 20WGまでに筋線維と



なり, 出生まで成長する[101]. 12WG頃からSuckingやSwallowingが見られるようになる[67]のは, 顔面

神経系の発達をあらわしている. 顔面神経核では, 19-22WGまでにGAP-43はほとんど見られなくなり

[145], 同時期にNADPH-d陽性であることから[107], この頃までに主な接続は完成するといえる. 顔

面神経の髄鞘化は25WGまでに開始する[283]. 

外眼筋の発達は四肢の筋の発達より遅く, 8WGから一次筋管が生成され, 二次筋管は14WGから生

成される . 22WGまでには成人の眼筋で見られるミオシンH鎖は見られない[211]. 動眼神経核は , 

6.5WGから見られ, 10WGまでに亜核に分化し, Edinger-Westphal核やDarkschewitsch核が確認できる

[60]. Edinger-Westphal核を起始とし, 瞳孔の調整などをする毛様体神経節は11WGから見られる[121]. 

動眼神経の髄鞘化は25WGまでに生じる[283]. ゆっくりとした眼球運動は16WGから見られ, 急速眼

球運動は20WGから見られる[26]. 

まとめると, 小脳や大脳基底核に発達の遅れがあることがわかる(Group II). 皮質脊髄路については, 

ラットにはモータニューロンへの直接投射がないため, 比較に意味がないかもしれないが, Group II 

と考えられる. セロトニンやノルアドレナリンはさまざまな神経発達に関わると考えられており

[146], 早期から発達しているが, 機能的成熟に関しては現在のところわかっていない. 

4. 神経発達に関する考察 

発達にはよく知られるように頭尾原則が存在する. これは神経系が脳幹出力系(II-VII)を中心に前

後方向へ並列に発達が進行することで[275], 口から腸へと内臓の神経支配を発達させるという合理

性を備えた原理である. ヒトはラットの発達の多くを踏襲しながら, いくつかの修正を加えている. 

ヒトは, ラットと比較して神経発達的にはより成熟してから生まれるが, 網膜や脊髄C線維などで発

達を遅らせる(Group II)ことで, 出生時における視覚や体性感覚の可塑性を高めている. 聴覚において

も, 音源定位に関わるとされる腹側蝸牛神経核[41]は生後も可塑性を有するなど, 環境適応能力を高

めるための修正が末梢部の発達と成熟の遅延という形でもあらわれている. 

脳幹部の感覚処理回路が感覚器の成熟前に先行して形成開始し, 末梢部の発達遅延にもかかわらず, 

ほとんどの部位で発達に遅れが存在しない. このことは, 脳幹の回路形成は末梢や皮質の発達との独

立性が高いことを意味する. また, ラットの発達のタイムテーブルを保守的に維持しているというこ

とは, 脳幹部の発達がシステム全体の発達にとって重要であり, 経験依存の調整は何らかの形で別に

有しているのだと思われる. 例えば, 脊髄の段階で触覚情報処理がなされているということが示され

つつあるが[2, 219], 脊髄の処理回路を調整することで脳幹部への入力も変更することができ, 脳幹回

路の振舞いを変更することができる. C線維が体性感覚野の受容野に影響を与えることが知られてい

るが[269], 当然脳幹部の入力にも影響を与える. 低閾値機械受容器の情報が脳幹部の神経核によって

処理されるのに対して, C線維は視床を介して大脳皮質に直接入力する系である. 体性感覚野は直接

経路と間接経路の両方の情報を集約し, 皮質脊髄路(S1 から脊髄後核への投射)を介して脊髄回路に

影響を与えることができる. このループを用いれば, 大脳皮質で直接情報と間接情報の両方を評価し

て, 脊髄レベルと皮質レベルの両方での調整が可能となるのである. また, 脊髄反射である屈曲反射

の受容野はヤコビアンのような効率的な表現となっている. 脊髄レベルで接触部位と筋力との関係を



学習することで, 脳幹や大脳皮質は接触行動にこのマップを活用し得る. 

このように末梢部における感覚システムの発達の遅延が合理的に説明し得るのに対し, ヒトで感覚

器が発達を開始する前から見られるGeneral Movements[217]には一体どのような意味があるのだろう. 

General Movements）  General Movements(GMs)については, Prechtlのグループが精力的に研究してき

た[217]. GMsは7.5WG頃から見られ, 8-10WGに頻度が急増する[67]. そして, 20WG以降満期まで減少

するとの報告がある[227, 262]. 

脊髄のCPG(Central Pattern Generator)はGMsに関与する可能性がある. ラットの分離された脊髄標本

では, セロトニン作用によってL2/L3とL5の前根でリズミカルなバースト発火をE14.5から確認できる

[201]. E16までは左右での同期が見られるが, 抑制回路の発達に応じて, E16.5-E18.5には左右で交互性

の発火が見られ , E20.5にはL2とL5の間で交互性の発火が見られるようになる [201]. 筋 (Primary 

Myotube)が発達する頃には抑制回路が発達開始し, 筋紡錘が分化する頃までに抑制回路の発達が完了

する. この発達時期は筋とモータニューロンとの接続が確立される時期でもあり, GMs がこの接続の

発達に関与する可能性がある. 

次に感覚運動ループについて考察する. 7.5-8WGには感覚器はほとんど発達していない. 口で触覚

刺激に対する反応があるのみである. 視覚が機能するのは開眼する22WGであり, 聴覚・前庭は25WG

までに機能し, 筋紡錘は20WG頃に成人と同様の構成となり, 触覚は23WGまでに全身を支配する. こ

のように, 感覚器が一通り機能し始める20WGからむしろGMsの頻度が減少することは, 単純な感覚

運動連合強化とは相反する傾向に見える. 確かに触覚に対する反応は早期から見られるが, 皮質での

可塑性に寄与する視床皮質路の発達は26.5WG以降であり, 皮質や脊髄C線維が関与する体性感覚野

の受容野学習, 脊髄の屈曲反射受容野は生後に高い可塑性を示す. また, 大脳基底核や小脳の発達が

Group II であることを考えると脳幹部の発達を考慮せざるを得ない. そこで, 脳幹部の発達に注目す

ると, 脳幹部の感覚中継神経核, および, 内臓系の発達はほとんどGroup I に属し, およそ20WGまで

に発達を終える[50]. そこで,GMsと脳幹の発達との関係を考えたい. 

まずは, 前述した脊髄Laminae I に存在するペースメーカニューロン[163]に注目する. 脊髄Laminae 

I は痛覚回路と関係する部位であり, primateで最も早期にシナプスが確認される部位である[147]. 実

は, このペースメーカニューロンは痛覚処理回路である橋結合腕傍核やPAGへ投射している. 橋結合

腕傍核といえば, 孤束核から内臓系の入力を得て, 視床下部と相互に結合し, 扁桃体や島皮質と接続

する呼吸とも関係が深い内臓系神経核である[41]. 橋結合腕傍核はヒトでいつ頃発達するか知見がな

いが, ラットでE17までに発達する[52]ことから, ヒトで7.5WGまでに発達している可能性は十分あり

得る. また, 橋結合腕傍核はセロトニン系やノルアドレナリン系への投射, 網様体への投射が存在し

[41], カテコールアミン系はヒトでも早期に発達していることが明らかになっている[254]. このよう

に考えると, 7.5WGの時点ですでに脊髄と脳幹をつなぐループが完成している可能性がある. また, 

縫線核群からのセロトニン投射はCPGを駆動することもできる. このループを考えることで, 内臓の

情報と脊髄の自発活動を集約し, 運動による内臓感覚の変化(血中二酸化炭素や血圧, ホルモンバラ

ンスなど)を検出するという全身性の感覚運動ループを想定することができるのである. 脳幹部は, 

さまざまな機能的核が網様体を介して相互に結合しており, 当然, 未熟な外受容感覚もこのループに



影響を与えることができる. GMsは, 外受容系と運動との間の単純な感覚運動ループではなく, 内臓

系と外受容・運動系の相互作用の経験依存的な調整のための運動と考え得る. 

循環・呼吸・代謝系は全身に広がるネットワークであり, この振舞いを遺伝子が完全に予測して内

臓系神経核を構成するとは到底思えない. これらの機能は生命維持の要であり, 最も重要な機能の1 

つである. この全身にわたる感覚運動ループの発達に何らかの経験依存の調整が存在することは考え

得ることである. 実際, ホメオスタシス維持に関わる機能が, 胎児期から適応的に振る舞うことは前

述した通りである. 視覚・聴覚・体性感覚が主に生後経験依存の調整を行うように, ベースとなる全

身性のシステムを胎児期初期に経験依存に調整していると考えることは理に適っていると思われる. 

5. おわりに 

従来, 末梢から脳幹を介して皮質に情報が伝わり, 皮質からモータニューロンへ投射する系と皮質

での可塑性を中心に脳のモデル化がなされてきた. このモデルから帰結される発達観は, 末梢から中

枢へという発達の流れである. しかし, 古くから知られるように神経発達は脳幹部の運動系を起点と

して発達する[275]. また, 本研究で明らかになったように, 皮質だけでなく, 末梢にもヒトで発達遅

延が存在する. つまり, 脳幹を中心にした発達の流れが実際には存在するのである. 

脳幹部は, 可塑性が少ないと考えられていることやアクセスのし難さから研究がされにくい部位で

あるが, ヒト特異性も存在する. 例えば, 顔面神経核の構成や前庭神経核の構成, 上丘の介在ニュー

ロンについて触れた. また, 赤核や下オリーブ核の特異性についてもよく知られている[202]. つまり, 

ヒトの特異性を議論するのに大脳と小脳だけでは不十分である. 

脳幹部は生命中枢であると認識され, 心の発達と関係するとはあまりみなされて来なかった. しか

し, 脳幹は視床下部や扁桃体と密に結合しており, 感情認知や情動表出の要となる部位である. 前述

のとおり, ホメオスタシスの維持に関する胎児期からの適応性, 「本能」といわれる部分において環

境依存の可塑性が明らかになっている. 脳幹部と視床下部はホメオスタシス維持の中枢と考えられ, 

これらの「反射メカニズム」が環境に適応し, 将来的には行動すら変え得る. つまり, 脳幹部を含めた

システム全体の振舞いに注目しない限り, 人の発達や認知, 知能をシステムとして理解することはで

きないと思われる. 一方で, 方法論的困難として, 脳幹部の障害や未熟性は死と直結し, 実験動物で

すら実験が困難であり, 特に脳幹の発達や可塑性は非常に扱うのが難しい. そのため, 脳幹の発達を

扱うためには, 動物実験だけでなく, シミュレーションやモデル化などのシステム論的アプローチが

不可欠であり, 医学, 生物学, そして理工学の連携が必要になると考える. 
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モダリティ 項目 rat(day) human(week) Group

網膜 Inner Plexiform形成 18 [30] 8-9[248] I

視覚 網膜細胞分裂の停止 26.5 [30] 13.5-15[248] I

網膜外層でシナプス 26.5 [30] 12-15[248] I

網膜内層でシナプス 33.5 [30] 12-15[248] I

光受容器の成熟 26.5 [30] 32- [248] II

上丘表層 GAP-43陽性 21[62] 13[217] I

上丘 GAP-43反応減少 31.5[177] 21[217] I

視床皮質路 21[136] 26-28[149] II

網膜上丘路 16[35] 12-20[217] I

目が開く 35.5[110] 24[109] I

primary myotube 16[226] 7.5[115] I

体性感覚 myotube モータニューロン 1対 1 35.5 [69] 25[114] I

筋紡錘 bag fibre分化 21-22[181] 10-11[207] I

筋紡錘 (複数の bag fiber) 25.5 [181] 18-20[207] I

Merkel細胞 16[78] 7[184] I

パチニ小体 19-20[286] 13[42] I

Meissner小体 27.5[284] 16-20[24] I

毛への神経支配 28.5[204] 22[204] I

DRGから有髄線維脊髄投射 15[183] 8[148] I

Laminae I,IIの Enkephalin染色 19.5-21[238] 18-25[44] II

Lissauer’s tractの髄鞘化 35.5[235] 36[138] II

視床皮質路 21[274] 26.5-28.5[149] II

蝸牛の 2回転半構造 20[179] 8[187] I

聴覚 微絨毛 16 [287] 9[187] I

不動毛 18-20 [287] 10-13[187] I

内耳神経節 11.5[11] 4[187] I

神経節-脳幹経路 12.5[171] 5[187] I

神経節-蝸牛経路 15.5[171] 9[187] I

脳幹経路 14-16[23] 7-8[187] I

鼓室階 20[179] 15[187] I

蝸牛の髄鞘化 35.5[236] 22[187] I

下丘視床路の髄鞘化 33.5[131] 28[187] I

視床皮質路の髄鞘化 (開始) 35.5[131] 88[280] II

腹側蝸牛神経核 GAP-43反応 消失 31.5[129] 60 [143] II

first hair bundle 16[66]m 7 [66] I

前庭 hair bundleにシナプス 17-18[66]m 8-9[66] I

感覚線維の髄鞘 21[66]m 13[68] I

olfactory bulb 12[21] 6[192] I

嗅覚 olfactory bulbと扁桃体の接続 13[21] 7[192] I

OMP陽性反応 18[82] 17[275] II

鋤鼻器 13[98] 7.5[275] I

鋤鼻器にニューロン 20[98] 12 [27] I

海馬 歯状回 顆粒細胞層 20[22] 13.5[127] I

Table 1 ラットとヒトの比較：発達イベントの時期の後ろの数字は引用文献を意味し, mはマウスの知見から
の推定であることを意味する



味孔 20[74] 10[276] I

内臓 肺 神経支配 18[189] 7.5-8[247] I

心臓 神経支配 14[104] 7[196] I

X脳神経 迷走神経腹側核に到達 14[222] 9-12[47] I

疑核 神経成熟 18[222] 12.5[34] I

外側帯 Calbindin-D 28k陽性 14[77] 16[151] II

乳頭体 亜核 17[6] 16[151] II

室傍核 NPH陽性 17[139] 18-23 [151] II

弓状核 NPY陽性 16[278] 21 [151] II

視交叉上核 AVP陽性 23.5[64] 31 [254] II

皮質脊髄路 (Cervical) 21[234] 16-17[258] I

運動 皮質脊髄路の脊髄灰白質投射 26.5(dorsal)[70] 28(ventral)[80] II

皮質脊髄路の髄鞘化 31.5[234] 44[280] II

小脳プルキンエ細胞原基 13-16[7] 3-10[219] I

小脳外顆粒細胞層 17[7] 10 [219] I

小脳プルキンエ細胞の成熟 18[7] 28[92] II

外顆粒層の消失 42.5[5] 72[92] II

下オリーブ原基 12-14[8] 5-18[14] I

登上線維の侵入 (外側半球) 27.5 [46] 36 [168] II

赤核 13[9] 6[244] I

顔面神経核 (亜核) 21[16]m 12-16[205] I

毛様体神経節 17[119] 11[119] I

ノルアドレナリン 14[202] 5[251] I

その他 セロトニン 12.5[202] 5[251] I

脳室帯 TH陽性細胞 11[156] 6.5[91] I

黒質 DAT mRNA (網様部) 18[96] 19[17] II

線状体 D1,D2受容体 18[135] 16-19[180] II
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Fig. 1 ラットとヒトの発達の対応
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