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1 聴覚はどのようにして起こるか
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要 旨

聴覚は,ヒトをはじめとした動物にとって不可欠な感覚である.音は,外耳を通り,鼓膜や耳

小骨からなる中耳を経て,内耳の蛸牛に受容される.現在,日本では約数百万人が聴覚障害に苦

しんでいるが,その多くは内耳の障害に起因する.難聴患者数は,高齢化社会を確実に迎える我

国において増大するのは必至であり,避けることのできない問題である.従って,難聴は克服す

べき最優先課題の一つである.難聴の病態解明や効果的な治療法の開発のためには,蛸牛にお
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ける音伝達機構を理解する必要がある.蛸牛には,音の周波数分析を行う仕組み,音の機械的刺

激を電気信号に変換する機能,音シグナルを増幅する機構が備わっている.本稿では,哨乳類の

蛸牛における音伝達のプロセスを紹介する.

キーワード:鍋牛,周波数分析,基底板,有毛細胞,増幅機構

1.内耳蛸牛の基本構造と体液

音は,外耳 ･中耳を経て,内耳の鯛牛に受容 さ

れる.蛸牛は3つの管から構成 される (図 1A).

上下 2つの管には,外 リンパ液と呼ばれる通常の

細胞外液が満たされている.この体液は,5mM

(mmol/1)と低い濃度のK+を含む.一方,中央の

管には,内リンパ液という特殊な体液が入ってい

る.これは,細胞外液であるにも関わらず,150

mM と高濃度のK+,2mM と低濃度の Na+を含

む 1).更に,内リンパ液では+80mVの高電位が

常に観察される1).このような環境は,体内で蛸

牛にしか認められない.ちなみに,内リンパ液の

Ca2+とMg2+の濃度は,それぞれ20〃M と10〃

M であり,体内の細胞外液の中で最も低い.この

外 リンパ液と内リンパ液を区切るように,細胞層

や基底板が存在する (図 1A).音入力により惹起

される耳小骨の振動は,まず,外 リンパ液を刺激

する.その結果,外 リンパ液と内リンパ液の間に

位置する基底板が上下する (図 1A,B).この基

底板運動は,蛸牛における音シグナル伝達機構の

端緒となる.

2.周波数分析と基底板運動

ヒトは約 20Hzから20kHz(20,000Hz)の音

を弁別できる.この周波数分析には基底板が大き

く寄与する.即ち,基底板では,(1)音の振動が

進行波として蛸牛の基底部 (入り口)より項上方

向へと進むこと,(2)音振動は,ある程度進んだ

ところで急に振幅が大 きくなって消失すること,

(3)その振幅増大と消失が,周波数の高い音 (高

育)ほど蛸牛の基底部に近い部位でおこること,

が認められる (図 1Aの上段図).(3)の特徴を,

周波数部位地図と呼ぶ.基底板は,より高音を感

知する基底部に近づくほど硬く,かつ幅が狭くな

っている (図 1Bの下段図).これが,周波数分析

を可能にする主たる要素となる.

生きた動物の基底板振動を測定すると,死体で

の測定と比べて遥かに鋭い周波数の分析が行われ

ていることが分かる.よって蛸牛に音エネルギー

を増幅する機構が存在すると考えられるようにな

った.つまり,蛸牛では上記の機械的機序が周波

数分析の基本として働いており,それに的牛の増

幅作用が加わって,より精細な分析が可能になっ

ている.この増幅作用を担う中心が有毛細胞であ

る (4.参照).

3.有毛細胞

3.1.有毛細胞の種類と機能の概略

周波数部位地図に従って生ずる基底板の振動

は,次 に,その上に分布する音の一次受容器,

｢有毛細胞｣を刺激する (図 1A).この細胞は,

音の機械的刺激を電気信号に変換する.変換され

た電気信号は,更に幾つかのステップを経て,最

終的に蛸午神経線維を通 じて脳へと伝わってい

く.哨乳類の有毛細胞は,内有毛細胞と外有毛細

胞に分化しており (図 1A),前者は音を脳へ伝え

る役割,後者は音の感度を調節する役割を有する.

基底板を伝わる音振動は,内リンパ液の粘鋼性の

ために減弱するが,有毛細胞に備わった仕組みに

より増幅 される.この増幅能は,2で述べた的牛

の鋭い周波数分析にも役立っている.

3.2.有毛細胞の構造

有毛細胞は,その頂上膜に感覚毛を有する (図

1C).内 ･外の二種類の有毛細胞は,前者が 1列,
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図 1 内耳的牛における音伝達機構

A,嫡午の構鼠 渦巻き状の蛸牛を綻切りにすると (右上挿絵),3つの管から構成されていることが

分かる.L下2つの管には外リンパ液が,中東の管には内リンパ液が満たされている.

B,基底板による周波数分析の仕組み.噛乳類の鯛牢の基底 板は,首入力に対 して中段図のように全

体が揺れるのではなく,上段図のように各層波数に対応 した部分のみが振動する.基底板では,

蛸牛の入り口から遠い頂上部ほど低周波数,つまり低宗射こ反応する.これは,頂上部へ行くほど,

基底板が軟らかく幅広になっていることに依る (下段 :基底板を上から見た図).

C,METチャネルの局在と開[ユ METチャネルは感覚毛の項部に局在し (左図),静止状態時には,

tiplinkが付着 した董のようなものでほぼ閉 じられていると考えられている (右上図と右下図).

感覚毛が正方向に倒れると,tipiinkが牽引され,蓋が開くことでMETチャネルが開口する.そし

て,内リンパ液に豊富なK+と若干巌の Ca2+が有毛細胞へと流入する.

･･163
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後者が3列,蛸牛全周に分布する.有毛細胞は,

感覚毛を有する頂上膜のみを高 K+･高電位を示

す内リンパ液 (図 1A)に,細胞体を外 リンパ液

に淫 している.細胞体の電位は,無音状態で約-

60mVである.

一つの有毛細胞に感覚毛は20本から数十本の

束となって観察され,中心から外側の骨壁方向へ

向かう程,長い (図 1C).この規律により,後述

する感覚毛の屈曲に方向性が与えられる.療覚毛

の項部には,隣り合う感覚毛を結ぶ糸状の構造物

tiplinkが認められる (図 1C)2).tiplinkは有毛

細胞を介 した機械 一 電気変換機能に不可欠であ

る (3.3.参照).

晒乳類の外有毛細胞の感覚毛の一部は,蓋膜と

呼ばれる構造物に接して固定されている (図 1A).

よって,基底板の振動が,そのまま感覚毛を屈曲

パ液中に浮いた状態にあるが,この体液の粘調性

により,基底板運動を反映して敏感に屈曲する.

3.3.有毛細胞における昔シグナル伝達機構

感覚毛の尖端には,機械的刺激により開閉する

陽イオンチャネルが分布しており3)4),そのチャ

ネル活性は,tiplinkが付着した蓋のようなものの

開閉によって制御 されていると予想 されている

(図 1C)5).イオンチャネルとは,細胞膜を介して

特定のイオンを通過させるための穴であり,タン

パク質で構成されている.音刺激により感覚毛が

正方向,即ち長い感覚毛の方へ傾くことでtiplink

が引っ張 られ,その結果,蓋が開いてチャネルが

開口すると考えられている5).チャネルを介して,

内リンパ液に多く含まれるK+と若干量の Ca2+

が透過 し (図 1C),主に前者が有毛細胞の電位を

上昇,即ち,脱分極させ,細胞を興奮させる.この

際に機械的刺激は電気信号に変換 され,その後,

脳へと伝えられる.故に上記の陽イオンチャネル

は,機械一電気変換チャネル (mechanoelectri-

caltransductionchannel:METチャネル)と

呼ばれる.METチャネルは,感覚毛を刺激してか

ら数十マイクロ秒以内に開口する6).その潜時の

短さは,視覚や唄覚の感覚細胞などで観察される

酵素反応を介した反応より段違いに速い.

4.有毛細胞における昔シグナルの増幅機構

4.1.音シグナルの増幅機構の生理的意義

嫡牛には音刺激を1,000倍以上も増幅させる機

能が備わっている.この姐牛の音増幅機構は,育

毛細胞に主に認められる.

蛸牛の音処理機構には,非線形圧縮という重要

な側面がある.これは,｢蛸牛が小 さい音を高感

度に,そして大きな音を鈍感に感知すること｣で

あり,感覚毛の屈曲や MFrチャネル活性,そし

て基底板の運動にも認められる.近年,聴覚の端

緒である基底板運動の非線形圧縮が解析され こ

れには的牛の能動過程が深く関わることが明らか

となってきた.

能動過程の主なメカニズムとして,哨乳類の鯛

牛の外有毛細胞が有する電位依存性運動 (elec-

tromotility)と,カエルの有毛細胞で最初に見出

された感覚毛の能動運動 (activehair-bundle

motility)の,2つが主に知られている.

4.2.外有毛細胞による電位依存性運動

蛸牛の音増幅機構及び能動過程が外有毛細胞に

あると言う説は,単離した外有毛細胞に電気刺激

を加え脱分極させると細胞自体が短くなるという

動きに基づいている.即ち,生体内では,音刺激

によって感覚毛が正方向に倒れ有毛細胞が脱分極

すると,細胞が縮むことになる.この現象を,外

有毛細胞の電位依存性運動 (electromotility)と

呼ぶ7).外有毛細胞の感覚毛は蓋膜に接着してい

るため,音刺激の際に電位依存性運動によって基

底板を一層持ち上げ,瞬間的に振動を増強させる

と考えられている.その結果,蓋膜には按 してい

ない内有毛細胞の感覚毛も,粘桐な内リンパ液の

中で一段と大きく屈曲する.即ち,音シグナルが

増幅される.

4.3.感覚毛の能動運動

感覚毛は,小さな音刺激に相当する振動,例え

ば20nmの振動を人工的に与えると,それ以上の
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大 きさの振動応答を感覚毛が示す 8)9).これが感

覚毛の能動運動 (activehair-bundlemotility)

であり 10)~ 12),小 さい音刺激 を増幅するシステ

ムである.能動運動は Ca2+依存性である. 一 万,

60nmの振幅の刺激を与 えても感覚毛の動 きは,

それを超 えて大 きくなることはない 10).このこ

とは強大音に対 しての鈍い反応性 を蓑 している.

この感覚毛の非線形圧縮性は,基底板運動の非線

形性にも関与すると考えられている.感覚毛と外

有毛細胞の能動運動は,共役 して働 き,基底板運

動の非線形圧縮に貢献 している可能性が示唆され

ている13)

お わ り に

以上,基底板や有毛細胞の感覚毛 ･MErチャ

ネルを中心に,蛸牛における音処理機構の概略を

紹介 した.蛸牛の生理現象は,チャネルや輸送体,

酵素などの複数の機能分子や,それらを微小区分

に集め共役させる足場タンパク質などに依存 して

おり,これら部品の障害によって難聴が惹起 され

ることが,近年,徐々に報告 されていることを強

調 して,本稿を締めくくりたい.
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