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今日勉強すること 

3. 膝蓋腱反射の調節機構 
  

1. 反射弓と伸張反射 

2. 屈曲反射   

4. 大脳皮質運動野の機能  



これまでの復習 

・錘体路とはなんですか？ 

・随意運動とはなんですか？ 

・固有感覚とはなんですか？ 

・興奮性ニューロンと抑制性ニューロンを
説明できますか？ 



α運動ニューロン 

骨格筋はα運動ニューロンに支配される 
（脊髄前角細胞） 

運動神経 

感覚神経 

（腹側） 

（背側） 

細胞体は前角にある 
＜運動の神経回路＞ 

運動野 



文字式による神経線維の分類 

種類 直径(μm) 伝導速度(m/s) 髄鞘 機能 

Aα 12～20 60～120 有 筋紡錘・運動神経 

ゴルジ腱器官 

Aβ 8～14 30～80 有 触・圧覚 

Aγ 2～8 15～50 有 筋紡錘の調節 

Aδ 1.5～3 6～30 有 侵害・温度受容 

B 1 ～3 3～15 有 自律神経 

C 1 0.3～0.8 無 自律神経、痛覚 

髄鞘化されて太い神経ほど伝導速度は速い 
（特に固有感覚） 



固有感覚の伝導 

下降性伝導路 
筋紡錘 

Ia線維 

Ib線維 

ゴルジ腱器官 

求心性線維の名前をおさえよう 



数字式による神経線維の分類 

Aα 

Aβ 

Aδ 

Ia 

Ib 

II 

III 

固有感覚 

（→感覚神経） 

皮膚触圧覚 

温・冷・痛覚 

内側毛帯路 

機能による求心性線維の分類 

脊髄視床路 



反射弓と伸張反射 

・伸張反射を説明できる 
・筋の相反神経支配を説明できる 



随意運動と反射 

随意運動 反射 



反射弓 

感覚情報は脊髄上行路によっ
て脳に伝えられるとともに， 

脊髄運動ニューロンに伝達され，
脊髄反射を起こす（反射弓） 

脳 

脊髄 

刺激→受容器→求心性神経→反射中枢 
→遠心性神経→効果器→反応 

感覚 運動 

反射弓 
説明できるように 



脊髄反射  

感覚刺激が意識することなく骨格筋、平滑筋の
活動や腺分泌を起こすこと 

※とくに脊髄に反射中枢のある反射を脊髄反射という 

①体性反射 
１．伸張反射：骨格筋（筋紡錘）が受容器 

２．屈曲反射：皮膚が受容器 

③内臓反射（自律神経反射） 

②姿勢反射 

反射 

次回の講義でやる 

脳幹の講義でやる 



伸張反射と屈曲反射 

1. 伸張反射 

2. 屈曲反射 
四肢の皮膚を強く刺激（侵害刺激）すると，その四
肢の屈筋が収縮して関節を屈曲させ刺激から逃れ
ようとする反射。 

2種類の反射を押さえよう～全く意味は違う！ 

骨格筋を伸張すると，その筋が収縮する反射で，ほ
とんどすべての筋でみられる。筋の長さを調節する
フィードバック作用により姿勢を保持する。 

別名：自己受容反射（固有反射 ） 

別名：逃避反射、侵害反射 



伸張反射の代表例 

③ α運動ニューロンが興奮すると、活動電
位はα運動線維を経て、伸長された錘外
筋線維に至り、同筋が収縮する 

唯一の興奮性単シナプス性反射 

① 腱を叩打することにより筋が伸張すると、
筋紡錘が引き伸ばされ、筋紡錘の錘内筋
線維に終末するIa 求心性線維が興奮する 

② このIa 求心性線維の興奮は、後根を介し
て脊髄に入り、前角のα運動ニューロン
を興奮させる 

例） 膝蓋腱反射 
Ia線維  



筋肉について 

※伸びるのではなく“伸ばされる”
ことに注意！ 

例）上腕二頭筋⇒屈筋 
     上腕三頭筋⇒伸筋 

筋肉は縮むor緩むことしかできない！ 

屈筋・・・曲げるときに働く筋肉 

伸筋・・・伸ばすときに働く筋肉 

曲げる 伸ばす 



筋肉の遠心性神経支配 

① 筋紡錘の位置→錐内筋にある 

② 運動神経終末（α、γ）の投射先 
→α運動神経は錐外筋 
→γ運動神経は錐内筋 

錐内筋に投射している遠心性線維は？ 

α運動ニューロン 

γ運動
ニューロン 



筋の長さを関知する筋紡錘 

どれくらい伸ばされたのか？を感知する 
錘内筋内のセンサー（長さ２～３mm） 

筋紡錘 

静止時 

引き伸ばされたとき 



屈曲反射 

・屈曲反射を説明できる 
・筋の相反神経支配を説明できる 



屈曲反射の例 

例）火傷した！ 

手を引っ込める！・・・考えてるヒマはない！ 

四肢の皮膚を強く刺激（侵害刺
激）すると，その四肢の屈筋が
収縮して関節を屈曲させ刺激
から逃れようとする反射 

別名：逃避反射、侵害反射，防衛反射、 
ひっこめ反射とも呼ばれる 

屈曲反射 



屈曲反射の神経回路 

屈曲反射は多シナプス反射であり，少なくとも
1個の介在ニューロンを介する 

曲げる時に収縮するのが屈筋！ 
屈筋は収縮 

伸筋は弛緩 

感覚神経 

皮膚 

伸筋 
（弛緩） 

屈筋 
（収縮） 



屈曲反射での姿勢保持 

刺激が強いときは交叉伸展反射が起り、
反対側の伸筋が収縮して姿勢を維持する 

屈曲反射の際にどうやってバランスを保つのか？ 



交叉伸展反射の神経回路 

ヒト下肢の皮膚刺激が中程度の
時は，限られた屈筋が収縮する屈
曲反射を起こすが，刺激が強いと
同側の屈筋の共同運動が起こる。
さらに強い刺激が加わると，他側
下肢に伸展反射が生じる。この反
射の神経機構は二重相反神経支
配に基づく。 

交叉伸展反射 

屈筋 
（収縮） 

伸筋 
（収縮） 

屈曲反射とセットで
覚えておきたい！ 



膝蓋腱反射における様々な
調節機構 

γ（系）活動による調節 

Ia抑制による調節 

Ib抑制による調節 

反回抑制による調節 



1. Ia抑制による調節 
 

ある筋群に収縮が起こるとき，同時に
その拮抗筋が抑制される神経機構 

相反神経支配という 

Ia線維は脊髄内で枝分かれし
て下位の脊髄分節の介在
ニューロンを介して拮抗筋（大
腿二頭筋）のα運動ニューロ
ンを抑制する 

反対側では筋肉の弛緩させる！ 

Ia抑制 



2. γ運動線維による調節 

＜予備知識＞ 

①運動ニューロンはαの他にγもある 

②γ運動ニューロンの投射先は筋紡錘 

α運動ニューロンが興奮して筋線維が収縮 

平行している筋紡錘が弛緩する 

筋紡錘が働かなくなる・・・ 

γ運動ニューロンが興奮して錘内筋が収縮する 



γ調節の意義 

筋紡錘が緊張し、Ia線維を介する活動電位
によりα運動ニューロンを興奮させ筋収縮
がおこる。このような系をγ系という。 

（参考） 
γ運動ニューロンを単独に興奮させると・・・ 

伸張受容器の感度調節を行っている！ 

γ運動ニューロンは 

筋紡錘は再び機能
するようになる 



3. Ib抑制による調節 

自原抑制ともいう。伸張反射があま
りに強力に行われると，筋・腱の離
断が生じる。これを防止する機構が
存在する。 

伸張が強く なるとゴルジ腱器官から
活動電位が発生し、Ib線維を通って
脊髄に入り、介在 ニュ－ロン１つを
へて、同じ筋を支配しているα運動
ニュ－ロンを抑制する。   

Ib抑制 

反射を大きくしすぎないように 



筋の張力を関知する腱 

筋と腱の移行部に存在し、どれくらい力がかかっ
たのか？を感知するセンサー腱受容器はIb群線
維と呼ばれる太い感覚神経によって支配される。 

ゴルジ腱器官 

力の大きさ 



4. 反回抑制による調節 

α運動ニューロンの軸索側枝は反
回して抑制ニューロンのレンショウ
細胞に接続している 

強い伸張反射時には軸索側枝か
らレンショウ細胞を介してα運動
ニューロンの興奮が抑制を受ける 

これも反射を大きくし過ぎないためのもの 

α運動ニューロンが自分自身で興奮
し過ぎないように調節する！ 

反回（レンショウ）抑制  



伸張反射の生理学的意義 

伸張反射は負のフィードバック機構により、 
筋の長さを平衡状態に保つ作用がある 

筋が引き伸ばされると・・・筋紡錘も伸びるのでIa 求心
性線維の活動が増加し、α運動ニューロンが興奮し
て筋が収縮する 

逆に筋が収縮すると・・・筋紡錘が弛緩してIa 求心性
線維の活動が減り、α運動ニューロンの興奮が消失
して筋が弛緩する 



伸張反射のまとめ 

＜基本形＞ 

筋紡錘 

１）筋肉が伸展される 

Ia 求心性線維 

２）α運動ニューロン活動 

３）自分自身を収縮 

＜拮抗筋の抑制＞ 

筋紡錘 

１）筋肉が伸展される 

Ia 求心性線維 

２）介在ニューロン活動 

４）拮抗筋を弛緩 

ゴルジ腱器官 

１）筋肉が収縮する 

Iｂ 求心性線維 

２）介在ニューロン活動 

４）自分自身を弛緩 

＜自分の抑制＞ 

３） α運動ニューロン抑制 

Ｉｂ抑制 Ｉa抑制 

３） （拮抗筋の） 
α運動ニューロン抑制 

脊髄 脊髄 脊髄 



大脳皮質運動野の機能 



大脳皮質運動野 

大脳皮質で運動のコントロールに関与する領域 

大脳皮質運動野 

一次運動野 補足運動野 運動前野 



体部位局在地図 

どのような特徴があるのか？ 

どういう人間が脳内にいるのか？ 



運動野の機能 

一次運動野： 

補足運動野： 
運動前野： 
※経験的に習得した熟練運動や動作の企画に関与する 

反対側の運動を支配する 

運動野からの随意運動の高次調節 

運動発現に関する領野 

遠心路 

運動路（下行性伝導） 

＜その他の領野＞(補足) 



一次運動野ニューロンの機能 

運動方向を表現 力の強さを表現 

負荷が屈筋に対抗 
ニューロン活動 

負荷が屈筋を補助 

伸筋の活動 

屈筋の活動 

Georgopoulosi et al., 1982 

Everts et al., 1968 



運動野の細胞による運動方向の
コーディング 

※右半球は左の上下肢，
左半球は右の上下肢の
運動と感覚をつかさどっ
ている 



下行性伝導路の分類 

運動野から錐体を経由→
側索→脊髄前角ニューロ
ンに至る 

運動野等から網様体、基底
核、前庭核などを経て脊髄
前角ニューロンに至る経路
（直接ではない） 

錐体路 

錐体外路 

大脳皮質 



多くの皮質脊髄路は交叉する 

錐体で反対側に交叉し
（錐体交叉）、錘体路の
主要な伝導路で全体の
80～90％をしめる 

(外側)皮質脊髄路 

※前皮質脊髄路 
錐体交叉しない皮質脊髄路 



「精緻な運動」が成立するために 

単に運動野を活動させただけでは「精緻な運動」は
成立しない 

錐体外路、小脳、大脳基底核を含めた
共同作業が必要（→次回の授業） 



授業のまとめ 

脊髄に反射中枢のある反射を脊髄反射という 

膝蓋腱反射の目的は筋肉の長さを一定に
保つこと →ホメオスタシスの１つ 

１ 

2 

3 

随意運動は主に錘体路を通じて発現される 4 

その他のキーワード 

Ib抑制 γ調節 
一次運動野 

筋肉は相反神経支配されている（Ia抑制） 

交叉性伸展反射 
屈曲反射 


