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第３回 「体壁系」と「内臓系」（２） 
２０１７年５月２０日 

佐藤正博 

1 はじめに 

 前回は「体壁系」の脳・神経系を中心に解説しました。今回は「内臓系」について解説します。前回解

説した「切れる頭」とは結局「脳のネットワークの検索」能力のことです。私のように年を取るとなかなか「思

い出せない」ことが多くなってきます。これは「ぼけた頭」ということになります。「頭」の基準は多くの知識

（ネットワーク）から必要な情報をいかに素早く引き出すか、というところにあります。最近の TV を見てい

ると多くのクイズ番組が放映されています。この現象から、いかに現代人が「頭」を重要視しているかがよく

わかります。では「温かい心」はどのようなものなのでしょうか。これは今回の主要なテーマで、「内臓系」と

の関連から見ていきます。 

 

2 植物と動物の発生 

 図―１のうち植物の発生はゲーテが図示したものです。また、動物は三木成夫が描いたものです。どち

らも親からもらった澱粉と卵黄を財産として成長していく姿が描かれています。植物では根を大地に伸ば

し、芽は重力に逆らい大空に向かって垂直に伸ばしていきます。動物では頭と尻尾を逆方向に、重力に

逆らわず水平に伸ばしていきます。親から受けた栄養を使い切ると、独り立ちするように、植物は大地に

根を張り、みずから栄養を吸収し、茎と葉を天空に広げ、受粉して実を着け、子孫に受け継いでいきま

す。三木成夫によれば、この垂直に伸びた線は「食―性」の成長形態です。動物では頭に開いた口から

栄養を取り入れ、体内の不要物を尻尾に穿たれた排泄口からの排出する「食」機能と子孫に受け継ぐ

「生殖」の機能を 2 重化させます。さらに、前回「外壁系」の「脳―運動」の機能を頭部と尻尾までのす

べてを外部から包み込み、頭部に「脳、口」を尻尾に「生殖,排泄口」が形成させます。「口―排泄口、

生殖」（「食―性」）の機構は植物の生命活動すべてと同じ機能をもつため、植物器官といわれます。

また、「脳―運動」の機能は動物だけの機能なので動物器官といわれます。 
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図―１ 植物の発生と動物の発生（三木成夫『生命形態学序説』うぶすな書院,1992） 

図―2は動物と植物が 1個の受精卵から出発し、初期の細胞増殖過程です。一見して植物は細

胞の増殖を尖端

が分裂して一方

向に積み重ねてい

き、重力に逆らっ

て伸びていき、「食

―性」の構造を支

えるため強固な細

胞壁となります。ま

た、動物はやわら

かな細胞膜でおお

われた細胞が分

裂を繰り返し膨れ

上がって 2 つの極

（動物極、植物

極）をつくり、極を中心に植物器官と動物器官に発展をとげます。動物は二重のチューブの間に細胞分

裂を繰り返し、内側にあらゆる器官をはめ込み増殖していきます。これ対して、植物は大地に根を張り、

空に葉を広げ、大気と日光を受けて、ひたすら外側に増殖していきます。こう考えると、植物は大自然の

時空の一部として個体を構成し、動物は大自然と完全に分断された世界に個体を構成します。 

 三木成夫は『生命形態学序説』で、「動物の体内循環が心臓の拍動によって推進されるのに対し、

植物と天地を連結する環状路線は、まさに太陽を中心に成立すると見なければならない。」として、植物

は大自然に開かれた体系を持つのに対し、動物は大自然から閉ざされた体系をもつとしています。私た
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ちが植物に自然を感じるのも大自然に開かれた系をもつからでしょう。また、動物の心臓を太陽と見立て

れば、消化器系は根や葉に該当し、肺やその他の器官は葉に相当すると考えることができると三木成夫

いっています。私たち動物はまさに、内なる太陽と植物をもって動き回っている存在といえそうです。 

3 内臓感覚 

内臓の感覚にはいろいろあります。それは、空腹時の胃の感覚、

オシッコの時の膀胱の感覚、排泄時の大腸の感覚などです。胃は膨

張したときに満足を感じ、収縮したとき食欲（不快）を感じます。そ

の他の膀胱、大腸は膨張したとき不快を感じ、解放されたとき快感

（開放感）を感じます。このような快・不快はどうして生じるのでしょ

うか。もし、感情の根源である快・不快が脳で生じるのなら、何故緊

張するとおなかが痛くなったり、心臓がどきどきしたりするのでしょうか。

脳だけで閉じていればいいのではないでしょうか。 

進化から見ると腸が動物の最初の内臓器官です。多細胞動物で

最も単純な構造を持つものの一つが腔腸動物で、ヒドラがその代表

的なものです。図―３はヒドラの消化活動の写真です。ヒドラは腸を

中心とした生物で、内胚葉から消化管が最初に形成され、外胚葉

由来の神経細胞が腸に沿って形成されます（図―４）。この腸と

神経細胞の関係は人間の腸にも見られるものです。この神経は食

物を取り込み、消化して、排泄するという腸の活動をうまくコントロー

ルするためのものです。図―３にも少し神経細胞が写っています。こ

のヒドラには脳がありません。進化するに従い

脳の機能が追加され大きくなりましたが、脳の

神経構造に腸の神経構造が似ているわけで

はありません。腸の神経構造に脳の神経構

造が似ているのです。さらに言うなら、腸を生

かすために神経構造が形成され、その後、脳

が作られたのです。図―５は腸の立体構造

です。粘膜層の上に粘膜筋板があり、その上

に粘膜下神経叢、輪状筋層、筋層間神経叢、縦走層があって、一番上は漿膜によって覆われていま
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す。腸管を動かす筋層は粘膜層を輪状に取り囲む輪状筋と菅の伸びる方向（縦長方向）に走る縦

走筋からなります。この２つの筋層をコントロールする神経叢が２つ存在します。腸は脳の指令を受けず

に勝手に動いて食物を消化・吸収し、排泄します。この運動はどの様なメカニズムで動くのでしょうか。 

腸の運動は先に述べた内側の輪状筋と外側の縦走筋の収縮と弛緩によって起こります。これらの筋

肉は骨を動かす骨格筋とは異な

り、それ自体で固有のリズム、基

礎調律（３～１０秒）を持っ

ていますが、それだけでは収縮は

起こりません。神経細胞の発火

（興奮）と基礎調律が重なって

初めで収縮が起こります。お昼

近くにお腹がすいてグ～となると

きは胃を中心とした消化管が強

い収縮を起こしているのです。大

腸の運動は３つの運動から構

成されます。一つは大腸にくびれ

をつくる運動で、分節運動と呼

ばれます。この運動は歯磨きチューブの各部位を押すような運動で、この時水分を吸収し、糞塊をつくる

運動です。２つめは腸内の内容物を運搬する推進運動です。歯磨きチューブで言えば中身を押し出す

ような運動です。これはいわゆる蠕動運動です。３つめは１日に数回しか生じない大蠕動運動で、排

便に関与する運動です。歯磨き

のチューブで言えば中身を全部

絞り出すような運動です。これら

の運動の中で蠕動運動に着目

すると、腸に食物、水、ガスなど

が流入すると腸粘膜の上皮細

胞にあるクロム親和性細胞（腸

のセンサー細胞）を刺激し、腸

壁側にセロトニンを分泌します。

セロトニンは腸の神経叢内のニュ

ーロン（内因性感覚ニューロ
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ン）を刺激します。この刺激は腸管に沿った口側と肛門側に同時に伝えられると、口側と肛門側で反対

の運動が起きます。口側ではセロトニン介在ニューロンが刺激を受け取り、セロトニンを分泌します。セロト

ニンは 5-HT3、5-HT4受容体を介して腸の運動ニューロンを興奮させます。ここで、2 つの受容体のはたら

きを調整してアセチルコリン(ACh)を放出し、これが平滑筋細胞のM3受容体を刺激して輪状筋収縮を

起こします。一方、肛門側では介在ニューロンが信号を受け取り、一酸化窒素(NO)などの抑制性神経

伝達物質が放出され、輪状筋を弛緩させます。結局、食物などが触れた腸粘膜の上流側では輪状筋

を収縮させ、下流側では弛緩させることを繰り返し、チューブを絞るように食物などを下流側（肛門側）

に押し出すことになります。このように腸は脳とは独立したものとして独自に活動しています。しかし、腸へ

の流入量が急激に増えた場合などで腸の内圧が上昇しすぎると、腸が破裂する危険性があります。この

ようなとき、腸の自発的活動だけでは対処しきれません。そこで、脳に助けを求めるのです。 

4 内臓と脳の関係 

腸壁に大きな刺激があると、筋層間神経叢にある

細胞が刺激され、交感神経節にその信号を伝達しま

す。この交換神経節は信号を脳からの信号を腸に伝

達するだけでなく、腸の神経細胞同士を調整する役

割もあります。交換神経節後ニューロン（交換神経

節で信号を受けとる腸側の神経細胞）がノルアドレナ

リンを放出して腸の運動を弛緩させ、腸内の圧力を低

下させます。さらに腸への刺激が大きくなると、縦走筋

にある脊髄神経の感覚ニューロン（図－７の➡）の

受容体が刺激され、脊髄近くの一次感覚ニューロンが

興奮します。一次感覚ニューロンは脊髄の中の内臓

感覚ニューロン（ラミナⅠニューロン）に信号を伝え、

その信号は脊髄を上って視床で脳に信号を伝えます。

内臓の刺激は大脳で処理され、この時、内臓感覚とともに、不快感などの情動が生まれます（図―

７）。 
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内臓感覚は「お腹がすいた」「満腹だ」

「お腹が痛い」「お腹が張っている」など、

意識に上るものもありますが、意識に上ら

ないものもあります。内臓感覚は問題が

ある場合にだけ意識に上ります。しかし、

実際には常に働き続けています。脳の機

能は自律神経やホルモンを介して腸の機

能に影響を及ぼしていいます。自律神経

には交感神経と副交感神経があります。

交換神経は敵と戦うときや逃げるときに

働く神経で、興奮すると、心拍数、血圧

が増加し、瞳孔拡大、血糖値上昇の変

化を引き起こします。また、副交感神経は、休息時や消化吸収時など、緊張が解けている状態の時に

働きます。この神経が興奮すると、心拍数・血圧低下、瞳孔縮小、血糖値低下など、交感神経と逆の

作用を及ぼします。 

 交感神経、副交感神経にはそれぞれに臓器から脳に上る神経と脳から臓器に下る神経があります。

図―８にみられるように、交感神経の下りの神経は脊髄から交感神経節でアセチルコリン（ACh）を放

出し別のニューロンに信号を伝えます。このニューロンは筋層間神経叢につながり、そこでノルアドレナリン

（NA）を放出し、腸の運動を抑制します。また、副交感神経の下りの神経は２つあり、１つは脳から

出る迷走神経で、各種内臓に繋がっています。もう１つは脊髄の仙骨部分から出る骨髄内臓神経で

す。これらの神経は筋層間神経叢で終わり、アセチルコリンを放出して腸の運動をおこします。 

逆の経路、内臓から脳の交感神経の経路は図―７にあるように、一次感覚ニューロンを経由して内

臓感覚ニューロン（ラミナⅠニューロン）に信号を伝え、さらに上行して脳に達します。 

迷走神経（副交感神経）は９０％が脳へ上行する神経です。残り１０％が脳から下行する神経

です。ですから、迷走神経の本業は脳の命令を腸に伝えることよりも、内臓の情報を中継せず直接脳に

伝えることにあります。このようにして脳と内臓の機能は影響を及ぼしあっています。腸の運動に焦点を当

てれば、図―６は腸の自発的活動ですが、その状態を脳に伝える上行神経は、腸が刺激を受けると、

セロトニンが５-HT3受容体で受け取った信号を迷走神経の感覚ニューロンを経由して脳の視床に達

し、情動を誘発し、不快感を生じさせる。また、平滑筋が圧の上昇を検知すると、交感神経の一次感

覚ニューロンを経由して脳に達し、腹痛を感じさせます（図―９）。脳と内臓の間にはもう一つ神経系
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と異なる経路が存在します。内

分泌線から出るホルモンや神経

内分泌（シナプスから放出され

る）ホルモンです。たとえばストレ

スが生じたとき脳の室傍核で副

腎皮質刺激ホルモン放出ホルモ

ン（CRH）が増加します。そうす

ると、下垂体の前葉の副 

腎皮質刺激ホルモン

（ACTH）が放出され、副腎皮

質でコルチゾールが分泌されま

す。それと同時に心拍数が増

え、血圧が上がり、興奮状態に

なり、不安になります。それが続

くと抑うつ的になります。また、同

時に大腸運動も活発になり、便

の水分量が増加し、脱糞量も

増加します。これは、仙髄の副

交感神経ニューロンが興奮する

ためです。汚い話ですが、緊張

するとウンコがでる、という人がい

ます。これが真にこの症状です。

以上のように、われわれの身体

は内臓と脳が密接に結びつき、切っても切れない関係になっています。では、どのようにしてこのような深い

関係が生じたのでしょうか。この深い関係がホモ・サピエンスを成長させたとは思いますが、失ったものも多

かったのではないでしょうか。 
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5 失われた「内臓感覚」 

 腸の機能でも述べましたように、内臓はモノがいっぱいになってきて膨張し、あるとこまでくると、収縮を始

めます。内圧が強くなれば、その壁の逆圧が強まります。この状態が「不快」という状態です。出口を括約

筋がふさいでいると、どんどん内圧が高まっていきます。あるところで、括約筋が緩むと、緊張が解けホッとし

ます。このプロセスが「快」という状態です。オシッコをするとき、放尿感というのは「快」を表現したもので

す。括約筋の緊張が緩んで一気に抜けていく感覚そのものです。子供のころよくオネショをしました。夢の

中でゆっくり解放されて、いつまでも続く「快」を感じたものです。その直後にお尻の周りが生ぬるくなってき

てハッと気づいたときはもう遅い、という状態を何度も経験したはずです。大人になると状況は全く逆になり

ます。夢の中でオシッコがしたくなって、トイレを探してもなかなか見つからない、我慢の限界に近づいてハッ

と目が覚める、というパターンばかりです。この時の感覚は禁尿感で、「不快」そのものです。そして、トイレ

に行ってスッキリするわけです。子供の時よりもっとさかのぼって、「赤ちゃん」の時を考えると、オシメがとれて

もまだ膀胱の感覚が鈍く、たまってきてもただイライラするだけです。何度も何度も経験してやっとぼんやり

と充満感がわかってきます。三木成夫は 3 歳ぐらいまでの地道な訓練が大切で、この訓練をとおして素

直な内臓の感受性が鍛えられる、と言っています。「不快」を受け取った副交感神経は脳幹に「不快」の

情報を伝えます。幼児の時脳はどの段階まで「抑制」し、どの段階で「開放」するかの判断ができない状

態で、交感神経を使った対処法を知りません。オネショをしたとき、常に親が怒ったりすると、「不快」に対

する対処法が急激な「抑止」などに働き、緊張しやすい性格を形成することが考えられます。この「抑止」

を緩やかに形成することで、内臓の感覚を感受しながら対処する方法が得られ、感受性の豊かな成長

を助けると思います。極端な言い方かもしれませんが、今、自分にたんぱく質がどの程度足りないのか、脂

肪が不足しているのかを感受できる人間はほとんどいないと思います。さらに食べていけないものばかり欲

しがります。高脂血症なのに、上質な脂が霜降りの松坂牛が食べたいとか、生クリームのたっぷりのったケ

ーキが食べたいとか、といったことがよくあります。内臓感覚が麻痺していることの証明かもしれません。以

前飼っていた犬を散歩に連れ出すと、おなかの調子が悪い時は、道端の草を立ち止まって食べます。無

理やり引っ張っても、逆らって食べ続けます。その時のおなかの状態で食べる草も違うようです。犬は自分

の腸が何を必要としているかを知っているようです。どうも内臓感覚が一番麻痺しているのは我々ホモ・サ

ピエンスといえるかもしれません。おそらく、文明人、先進国の人がいちばん内臓感覚を失っているといえそ

うです。 

 動物は、子供を産む場所と、餌をとる場所が分かれています。サケの場合を見ると、生まれてから半生

を餌場で過ごし、そこで大きくなり時期が来ると、それまで「食べる」ことが大切な行為だったものが、一転
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してそれ以降は飲まず食わずのまま生まれ故郷へ子供を産むために死を賭して還っていきます。そして次

の世代も同じことを繰り返します。 

図―11 のような壮大な往復運動です。渡り鳥も夏になると北上し子供を産み、夏になると餌を食べ

に南下する振り子運

動を行います。動物

は「食」と「性」の生

活を分けています。 

 植物の世界でも春

が来ると芽吹き、夏

に向けて葉を広げ大

きくなっていきます。

夏至が過ぎて日が短

くなると実をつけて、

秋の収穫の時期が

到来します。植物は

一か所にいながらに

して「食と性」の位相

交代を実現します。

植物は動物のように餌を求めて走り回る必要がありません。このため、はじめから「外壁系」の「感覚・運

動」期間が欠落しているのです。植物はこの「感覚・運動」器官がないため目先の変化に振り回されませ

ん。何が起ころうともそこに立っているだけです。ただ、「宇宙」の鼓動に身を任せ、全身全霊でそのリズム

に共鳴しているだけです。まさに自然循環の流れの中に存在します。動物も植物ほどではありませんが、

猫や犬でさえ春が来ると発情するといったように「宇宙」のリズムを体内にもっています。この動物が持って

いる機能は植物器官といわれる「内臓系」の「食―性」の機能です。「食―性」のリズムこそ宇宙と共鳴

するリズムです。 

人間の場合は「食」（食い気）も「性」（色気）も混ぜこぜで宇宙のリズムなどあったものではありませ

ん。古代から「あたま」と「こころ」を「頭」と「心」という漢字で表現されてきました。これは古代人が直感的

に「あたま」を頭脳に、「こころ」を「心臓」にあると考えていたのでしょう。この言葉は時の重みに耐えてきま

した。この事実には真実があるといえるかもしれません。天体の運動と同期した内臓のリズムが「食―性」

として表現される内臓感覚を古代人は「こころ」とよんだのでしょう。 
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三木成夫は、「温かい心」とか「豊かな感受性」とはこのような宇宙のリズムと共鳴できる「小宇宙のリズ

ム」をもつ「内臓」のことだ、といっています。現代人は現代社会で、「外壁系」世界を都市部や農村にま

で広げてきました。毎日の環境がコンクリートに囲まれ、冷暖房の完備した家やビルで自然のリズムを感

受できなくなっています。このような環境では宇宙のリズムとの共鳴は育ちません。「温かいこころ」や「豊か

な感受性」は得られる条件が少なくなっているのかもしれません。 


