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2特集
攻撃性の神経生物学と臨床

Neurobiology and clinical research 0ηaggression 

攻撃性の脳内基盤H
一最近の基礎研究の動向-

篠塚 一貫*矢野沙織* Menno R. Kl 

Key Wordsn..攻遺産行動(aggressivebehavior) .光遺伝学(optogenetics).子殺し (in-
fanticide) .視床下部(hypothalamus).扇桃体(amygdala)

抄録:攻常l全をはじめさまざまな基本的本能的社会行動は.m~ ドf.tlやInð跳{本を中心とし

た lìífJl自の微小11辺市!をに点{Eする特定の告Ilf:王線IIJ包~凶の活動に11111御されていることがlリl らか

になりつつある。 前市では主として「悦床ド部内rWI部の局所屯勾刺激によって攻略罪判:を誘

活するIliiifi((Ji& HYPolhalamic attack area (HAA) Jの同定について，ネコとラ 、γ卜における山

典的な(i)f究の結~についてまとめた 本市はその続きとして.攻常性の神終回路俄併につ

いて.より M近の研究部lj向を概観するこそして， JX~削性の特殊形である f社会的文fDHt<(f

的なマウスのチ殺し行動」のJ1ìq内総般についてご~l介する。

視床下部を中心とした攻撃性の制御機構:
最近の研究動向

1. HAAの破壊実験と薬理学的・遺伝学的

手法による攻撃促進・抑制分子の探索

HAAは電気刺激によ って攻 常 行 動 を 誘 発 す

る視床下部内側の領域であり，その中心はWf:削

学 的には制床下部!Iil内側肢Ventro01edialnucle-

US of hypothaJamus (VMH) のJ1~外側部VMHvl に

ある。HAAや VMHを破域する古典的な動 物実

験では，予想どおり攻常行動が減弱するという

報告と.逆に増大するという反対方向の報告と

があり.解剖学的な古r~位の不一致を含め. 議論

の余地のある結果であ った3瓜 4S同 10

'方.オスの去勢(j:1女幣性を減弱することが

以前より知られていた。 テストステロンは脳

内でCyp191自伝子 によ ってコードされるアロマ

ターゼによってエストロゲンに変換されるの エ

ストロゲン受容体やCyp19の 辿 伝 子 破 壊 オ ス

川:Jf l成 VMH tま初JJltIの平コの般JjJ(織能ßIl'J年} 災事長でじしろ攻常性(~';ヰ:にいうと Oe[ensiveness) や刺激反応性が尚く

なるjlf[.I)者であり .倣・峻によってJ1("'Mtがドがるのは外rWI刷ぷ I;ffflとされていた・0 しかし市拠的な{ð~j実;I~聖書で i針111胞休

ばかりではなくその，'lI$(，'[を)jfi泌する神経総統も附l与される 1 またh占近，VMHの'1'でも VMHvlの背f[(11にある， l''fI);J{l!Il 

ilIlVMHdm と.その後方にある rÎÍf乳頗{本ml~1自lí PMd '正念怖 ・ 逃准反応(It '1澄 Escape と不動化[reeze) に司1~である

ことがr'JJらかにされた蜘 VMHdmの小でも Steroidgenirfactor 1 (SFl/Nr5aJ)陽性ニューロンが凶避行動 ・フリー

ズにifi;~唆でめる μ山 山ißI!的なl~lJ党'X~段ではここまで制度の向い解剖学的|又~jlJが行われておらず.忽怖の減;gli状況に

応じて.r5{~~性の |二持ぞ低 下にもつながることがあるため.結決の解釈にH.:必:が必 '}iである

Nellfobiologit'al basis o( aggressionσ1): recent progress 

SHJNOZUκA Kazlllaka， YANO Saori alld J<URODA Ku附 i0 PIl化ヤ研究所IJ自科学総合研究センター線利性社会i，'助研究

チ ーム〒351・0198tt.'i玉県利l光rli広沢 2-1

KRUK MellllO R LcidcnlnsLilllte of Physics (UON)， Leiden University， Netherlllnd 
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マウス(l匂ock・out，KO)州 1)1で攻慢性が低ドす

る川ことから，オスの脳内ではテストステロン

がエストロゲンに変換されて攻幣竹を促進して

pる可能性が両い。

痛 ，~.t を伝達する神経伝達物質であるサブ

スタンス P(別称Tachyki凶n1)の受有体.

Tachykinin receptor 1 (日1I称N.eurokininreαptor 

1. NK1受谷i本)のア ンタゴニス 1，や辿ff.チ破

J衷による機能削吉はオス問攻慢性(とくに，身

体の弱い部分への攻惨など.“violenCな攻喰)を

低ドさせることが，ネコとラット，マウスで一

貫して報十時されている 14，IS)O NK1受谷{本はHAA

および府桃体内側絞MeAに多く発現しており.

攻鉄時に病性化する ε

セロトニンも攻恰刊に大きな影響を与える

が.その作mは楼維である。脳内のセロ，.ニン

がほぼ陸生されないTPH2KOマウス 5'や， '1日内

のセロトニンニューロンの多くが発達しない

Pet1KOマウス 2.11 セロト ニン受容体5HTRIB

のKOオスマウス州では攻唯性が増大すること

から，セロトニンはJ~ 'I諜1"1:を抑えると与・えられ

る 持方で， 5HTR2Aは攻唯を促進するという報

行もある セロトニン. ドーハミンやその仙の

神経調節附子と攻慢性との関係の詳細は，イミ号

の他事を参!!脅されたl'0 
2. マウスVMHvlの光遺伝学的手法を用いた

機能解明

ア〆リカのカリフォルニア E科大学のリン.

アンダーソンらは. 光i自伝学:Up肋gene“csの

子法を川い.VMHの!I望外lU1J(is(VMHvl)，特に

エストロゲン受容体1(Esrl)を発現するニュ ー

ロン特異的な光迫伝学的刺激が.攻撃行動を起

こすことを児いだした JUHo ここ 10年の聞に発

展を注げた光辿fi;学の技術では.まずマウスの

多くの細胞に感染する能力を持つアデノ随伴ウ

イルスを辿伝千制lみ換え肢術によって加工し.

|臨時制告1'1宍学 ~46ê ~91} 

特定の波長の光に反応して柄性化する受存体

(チャネルロドプシン)を組み込んで，マウスの

任意の脳部位に注入して感染させるe すると感

染したニューロンの1'11でチャネルロドプシンが

強制発現される。次に，その!脳部位に光ファイ

パーを差し込んで、.特定の波長のたを当てると，

ニューロンが脱分極し活性化される(詳細は

Zhangら制，Allenら伺参I!の η この技術に，特

定の神経細胞にのみ辿伝f発現が起こるような

泊伝チプロモーターや.ニューロンを活性化さ

せるのではなく逆に不活性化させる遺伝子(1、
ロロドプシンなど)を組み合わせることにより .

特定のニューロンをいつでも自由に活性化・イミ

活性化させることが原則的に可能である

この肢術を用い.オスマウス1市IHのEsr1発

現細胞を光遺伝学により活性化すると.普段な

ら攻唱告が起こらない状況においても，攻麟行動

が誘発される。たとえば膨らませたT袋や，性

行動をしている相手のメスマウスに対しても.

光を照射するとただちに攻常行動が誘発され

る，これらの表現噌は，ラットでの電気刺激と

|司械，光遺伝学的手法によるVMHvlの刺激は

即時的に，かつ laJ逆的に社会性刺激の解釈を変

容させるといえる

また， VMHvlニューロンの光遺伝学的機能

抑制によって攻噌行動か抑制され，Esrl発現

・1女噌・ニューロンは侵入者オスに対するr'l覚的

な攻撃 ~I::tに発火する。 これらのことから.マ

ウスVMHvlのEsr1発f見ニューロンは.~女 t換性

に必要かつ卜分であり，前市(pl057)で、述ぺた

Kruk基準を満たすと考え られた・3

しかし，特定の行動に対し， Kruk基準を満

たす11日部位は1か所とは限らないーこの点につ

いて.次項で述べる。

法ただし EsrlKOやCyp19KO'7ウスでは.オ又のメスに対する』文検十1:ゃ.オス ・メスによる f縦し1:t.!¥"lkする したがっ

てJ交惨吋象によって異なるメカニスムがあるとJ77えられる
.IEsrlとほぼ1.，)(f.が|司じブロゲステロンレセブターPR附1"1ニVMHvlニューロンの CDreadd.Gq)人仁的活件{とでも.尉11:
オスl主本来11'わ広い;i7，や子f，.'$，向うr(/)鋭i通に対するJ1(幣を1iった M オスをE幼したり，フェロモン受谷1*の/I 

ヤアウトをしてL Jj{幣lま起こる、

ヨOJ7;F!)円

.0 

y 
q奥~からの

入力

内分泌
出力

行動
出力

自律神経

出力
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図 1 J引旅行政Jに|具lわる11制Ilf収 i文献 13よ1)改変)

Nodes in the same network: 
視床下部VMH以外の脳部位と
VMHを含む回路機構

攻撃性に関与する脳出fi(をはVMHvlぱかりで

はない今c.Fosをはじめとするニューロン活性

化の分子マーカーをmいて間住者間11のオスの

ラヴ トやハムスタ ーの攻幣行動後の脳の活性化

バター ンを調べると. VMHvl以外にも視lぷ下

部前肢AHや前乳頭体椴，扇桃体内側核MeA，

傍'11冊目本道以内質などがd1i性化する 問。加。これ

らの領域は問床ド部の各領域と投与H結合)関係

を持ち.情報をやりとりしながら，行動を解発

する刺激(感覚)の情報処里liや.実際の行動の|漂

の計凶 ・運動などに関与し.全体としてネ ・γ ト

ワークを形成していると考えられる(凶1)凶 υ

同床ド部だけではなく . 扇桃体や ~11 JJì~水道.

さらには皮質内側面などの領峨においても.攻

怯逃走.性行動など異なる本能的行動が異な

る微小領域にすみ分けているという説も提示さ

れている 刷会 しかし一般に，その住み分けの空

間的特異性は視I;t~ ，;部において地も両いように

見受けられる(ド記参照)

ここでは，特に重要な扇桃体.'11隔などにつ

いて概観し， 攻!峡性をはじめ社会行動でどのよ

うなネッ トワークが関わっているかについての

知買を紹介する。

1. 広義扇桃体 :扇桃体Amygdalaと分界条

床核Bednucleus of stria terminalis 

桶桃{本の最も重要な機能は恐toi条('1:づけ学習

など，どちらかというとネガティブ(制t思的)な

情動の情報処理にあると与えられる l，:ll判ー 扇

桃体が攻t慢性の発動に盛要であることは. ネ

コ・サルで側頭皮質を除去するとおとなしく

なること，また扇桃i本を刺激すると恐怖や怒り

の反応が現れることから 8くから知られてい

たυ ヒトの(多くは1M頭葉てんかんに伴う)過剰

な扶JJ'rl:にふfする治療的十日目としても. 1960 ~ 

1980年代に扇桃体除.tJ令I:fが行われていたIlJ

輔桃体は中心核 ・内側岐(先生学的に線条{本の

・部)，Ik:質肢 ・基底外(tl!J械な ど皮質部分に分

けられるが， I)~側核(特に前市In. rl1心紋が治療

的|除去古I¥Tの主なターゲ 、y 卜であった J その後.

4定物をIIH泊る精神科治療が発展し，また精神外

科学psychosurgeryに対する反党もあり， 1990 

年以降はあまり行われなくなったーただし，薬

物療法が実効しない内f![lJf![iJw:t葉てんかんに対す

。あらゆるil'j1i)jのセン Fーであるかのようにぷられるこ
ともあるが.たとえば新'1l)clUIマカクザ 1[，())~nÎ H~I-t.縦

岐によってぞやオスにIすする制悔竹が低|、するものの.

Jス"，11:の社会rnJlh肉体にはほとんと泌物がなく 3 過

去の'，IH抗(iでの~I1HJtl本除去による ~ I 。会tl: ILÇ; "1))特H切手.
F体Iのために付税から峨してかIfi'したことのiltmが人守

きいと 与えられている * またlずっ州知で1:t.f-T1てii
盛)jや縦内同係には附純休の機能m必;ま彩"をうえず.
むしろOti色がHこ働くとl、った拘1はが多l、."
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る同桃体rfij)i持切除l，IGは成績毛よく， ~見在も多く

行われている(トl本てんかん学会ガイドライン.

漉辺英#)(無作為化比較試験蜘でも.薬物療

法での発作消失は8%. f.術では60%で， IlfJら

かに外科治療の/jiJl有効であった .I~jj側府i桃体

を除去しても，言語や知能，記憶や学留にはほ

とんど影響なく. また発作モま器是jμJ汁?行子為がi減械り+村社|上: 

会適庇応、がよくなるという $五、令わ¥1<悶<luωj川ve肘r-必8u凶lκcyげf斗1i

{併咋(過食， 1"判帆|七j的内柄動1十判性"1叩1:"1ι正進. 11特性など)は稲桃

体自体ではなくその問辺の皮質や白質の陣害に

よるとされ.ヒトでは選状的師桃{本海周除去l，l:j

による合併は稀である .

ヒトの屑桃体ではその内部構造までI~~t した

研究はあまりないが. 実験動物では訓11かい!え分

がなされることが多い そこで下記に攻ψ行動

にとって電要な3fi別立について171二の検討を1f

つ

1)扇桃体内(WI怯MeA

MeAはさまざまな社会行動.特にn行動に

電要であることが知られている出.mJ ejI，桶

|人PX懐行動に|刻しては， MeAの~干典的破損実

験ではあまり-l'tした結取は得られていなかっ

た 1~ アンダーソンらは マウスMeAのGABA

作動性ニューロンは~~H 、光迫伝学的事IJ微では刊

行動や社会的色づくろい行動，強い光市IJiW{では

J文幣行動を誘発する -ljで，グルタミン酸1~;!fVJ 

'~Èニューロンは 1I己毛づくろい行動を引き起こ

すことを示した 2九 またこれらの細胞集l~fIは品1

ll~抑制の関係にあり，社会行動と向内己行動が

MeAl人lの微小I!!I聞において脱合関係にあるこ

とも示唆された門

MeAは前部MeAa.後背側i:iliMεApd.後腹側

~iSMeApvに分かれるが.このうち攻憎行動の

際に強く活性化する MeApdのアロマターゼI'~

性ニューロンを排除すると.オスマウスの居住

者の内懐やメスのりd陀的攻、権が、I:.i.成する一方，

汗これは. liÎJ !ÎJ'ì 策I;JJ~術(ロ;f.トミー)の 4-:~O {Iミ{査のフ 1

ローア γ プで， ï!J.\行の 3/4は柏村1政状 l' I j.~!まtYi( I'rf-した
ものの.(1発件がなく病院や家でl係ゐ .t/'( ((的な'LI'iIj
をlli-，ている J という明lilttz と は社!~時的てある

鮎，H~fii神医学可H(i~ 1:f'ju勾

性ff!!i)J (MeApvも情性化される )はlミずれも|給

宵・しない.'¥2九 これらの実験から， MeA内は ー

織ではなく.異なる制胞集問が攻I1党行動やそれ

以外の行動に特異的に関り・していることがわか

る。そのため詳細な解剖学的区分や細胞特性に

樹意する必要がある

2)扇桃1本巾心岐CeA

CeAの主攻・な機能It社会行動というより，む

しろ恐怖 ・ストレス反応である。CeAは1)州11部

Ceんn，外側i号IICeAlに分常IJされる CeAmは扇

挑体全体から 分界条への11¥) )センタ ーであり .

CeAlはCeAmへ以遠される情報のゲーティング

を行うs 捕食行動はCeA(特に内側部CeAm)を

活性化する 11¥，CeAを光治1B学または類似の手

法である薬理遺伝学的F法で人工的に活性化す

ると.捕食行動を活性化したが.f真食行動や|口l

種オスマウスに付する攻・!民不安行動などは誘

発しなかったI山町 位射解析により， CeAはPAG

に投射して獲物を追いかける行動を起こすとと

もに.網機体に投射して附みつき行動を起こす

と考えられた」

3) うま界条床核BednucJeus of stria tenninalis 

(BST) 

扇桃体は分界条(51')と I]!iil1i1踊桃休遠心路を

介してVMHを台む視床ド/'115に投射している設

分界条に沿って1J1継絞(床純Bednucleus)とし

て働くのが分界条床絞BSTであ り， 12 の ' I~般に

紺|分化されている。BSTの主な機能は不安やl!!l

illi!条件づけ学習と考えられているが.BSTのう

ち菱形部rhomboidnudeus of B51' (8STrh)は特

に千殺しの際に特異的に術性化する日I (後述)

BSTrhは捕食行動の際にも CeAMと並んで強く

間性化される山ことから， rrli食行動とす殺し行

動の神経機構の共通性が心l唆される

2.中隔Septum

rlll楯はオス性行動に重要な領域であり，

MPOAとの情な述絡を持つ ヒトでも 実験動

物でも.中|輔のt低気刺激によって多本感や性的

快感が悲起され， レバー ~I，I しによる f'l己電気刺

激実験でも非常に好まれる領域である 111> rll隔

20 17 午~)11 

(/)内典的破壊実験では， Sham rageと11予ばれる

攻情性 ・ 異刺激性が現れることが釘名である~，) 

が.効果は ー過性であり，またその攻撃性のIJI

身は|出御行動の{出j並であって肘件オスのJ交情は

むしろ減剥するという 報行も多い2，1人 -Jjで
iは近の研究，7では，外iWI~I-I 隔 LS O) ムシモール

(GABAA受容体アゴニスト)による抑制|は屑住

オスマウスの段入者への攻惜を噌加させ.さら

にLSからVMHvlへの股射線維特典的な光遺伝

学的刺激は攻常行動を低ドさせるという。

3.中心灰白質PeriaQueductalgray (PAG) 

PAGはさまざまな本能行動に重要な役割を果

たし.解剖学的な|足分は明快ではないにもかか

わらず.特定の行動に特定のPAG内部の部位が

関わっているとされるQ たとえばPAG前側部

1'1PAGの NMDAlijU棋はfrlì 食行政l を lí~l害する刈\

外側部は防御，後万の背外側l高ISは逃走.1J}i外側

部は行革bの抑制，といった14作である ~

PAGが間lぷ下部からの行動のn¥)]iをtI!うとい

われることが多いが.必ずしもそう単純ではな

いー非常に大きい悦壊以外では.PAGの破壊は

必ずしも HAA刺激による攻世間を減弱させず.

むしろ|羽(I!Iを低ドさせることるある爪お'"PAG 

1))破壊はしばしばラヴトの員n/;)tを大幅に舗な

いーこのときは行動も附害されるが，ラットの

全身状態が|亘If.認すると.それに(""って行動もI.!:!I

復してしまう こともあるため，f'純!釈を慨しくし

ている U

4.視床下部の他の部位

紙般の|問係で;刊愛するか，ほかに も視I~èF部

前棋や，VMHのすぐ後}jにi立はする前孔!ljif本

桜PMの重要性が指摘されている 1.，11.53.代 PMJI~

側部はメスの性周期や母性的JX ・t~に も重要であ
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5.全脳の活性化状態の網羅的解析

近年.活性化したニューロンを染色するLH'~

と.マウスなどのJJ自制1結tを内到Jでi'oJJ切・隙本

化・Jf同{象化するJ支術を組み合わせ，/1出全体の活

動状態を網羅的にデータ取得 ・定詰化するこ

とが吋能と なってきた。このようなJを術を社

会行動に応用し， f求人青オス，またはメスマウ

スを居住オスに90秒だけ提11¥し、社会的探索

行政lを行わせてそのJJ日の活性化状態を比較した

M究がある却。 まずもJ~ 、を 11見いだことによっ

て い|良党系と副H臭覚(フェロモン)系.また島

&:1'(やVMHvlがいずれも祈性化(メスとのjJが

より強度)するなど.かなりの共通点も見いだ

された市tael ほかに.オスとの般削!によってJiii住

オス 1!ìqではVMHvlなど栂J~( ド高官後怖が間性化

し. 方メスとの接触では1/1(則前頭皮質やLS，

MPOAなど.相対的に前方がt舟件化していたe

また脳を透明化して全体の前性化状態を立体

的に-t!1!えたり，脳部(立の持射|生|係を3DでnJ悦

化するf支術も進められている。この予法で， .f 

育てを行ったメスと， J-t..殺し(次項参W!)を行っ

たオスマウスの闘の活件化状態を全月I¥qにおいて

比較した実験肋においても， {-殺しでは相対的

に悦J末ド苦1Iの後方.チ育てでは内側祝索前野を

合む川床ド部の前方が活性化していたの

辺縁系の7主義はいろいろあるが，ナウタの問

時によれば.辺縁系とは悦Jぷ 1;部を結成高fSに，

前}jにtlq鴎，後)iに稿桃!本がJ姿統し.それらを

海鳥が杭のようにつなぐ構造である 12J13 lh-典的

な活気~!IJ激実験でも J出場系の徒庁高ISが攻撃 ・

恐怖反応やffl~食などの IJ 己保庁本能に関わる

庁で，'~=-植や子育て.料不11的な社会行動にはj]l

刈スマウスのオスへのJ炉供とJスへのtUr!Jl)Jに|対，)，する!的ilsIえには.VMHvl， MeApd など共通行Il ~Jが多いため. 寸ス

'W性u励とJ1(常tf !PIJの阿 JjにHII わる ÞI'~~悶~i't機構があるのではないかとしばしは議給されてきた， 則改オスマウス

VMHvlのEsrl附十'1'ニ_L-O;'のかH'刺激{ム次・'liではなく.((11 1'-がオス . .)ス l!tJ わず〕オス '\~tUhfVJ{マウンテ ィング)
を起こさせる泣， VMHvlにおいてEsrll効性ニューロンとかな灯明純するブロゲステロン向性二 1 一υンの除去をl'rう
と.寸スの皮敏行!f~JI)r '1'川すると ともにオスの1'1: 1T動がやや(J~ 1、，スのtt1j，血11よi微減する{~ス i$T'!'t r !lilJ!ま不変)訓

VMHvlH民的{ニEsrl'ieiJlをI'/廿ずのンしたオスでしオス(1)'1'1fi!ll)Jn;{J.t 1;する 日。 しかし泥沼I.l.;"戸似J予訟で1;1. 

VMlIvlのE事rJ~I，.\刊。ニューロンの険能抑制!点すでに~f，まっている匂I!W!助を阿IN しないうえ. 作 1rilllJ'I'には1e火しない
ω ことから . これらのニョ -u ンのオ Z刊行直uにおける 1~"，I11l 1.t. HI T~(/)I，g，~'i\ぞれ'!IlI)の1J1 1'1Íîi'\11分にあるとる考えられる
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縁系のli白}jffllがよりill要である，という見解が

ある 別代の網緒的，あるいは倒別的な本能行

動の知比が般み4!ねられる中で.先人の知見を

追認する結県が仰られつつあるのではないかと

蹄H与される

攻撃性の特殊形としての虐待・子殺し

1.動物に児童虐待はあるか?実子の場合

町生動物には山竜虐待はないかのように語ら

れることがあるがこれは間違いで，ヒトでの身

体的府併に刷、liする fI司磁幼弱個体への身体的

攻晴行動」と， ネグレクトに刷、11Iする「養育放棄J
は， いずれもIlIH乳Mに広くみられる。

'1=.物学的な脱が実 fを政幣したり，養育を放

来-したりする例として、 11'11腕き ょうだいの中で，

発述の遅れた.あるいはけがをした子ははじめ

吋親によって仙の子よりも手厚く世話をされる

が.その他山状態があまり悪くなると.母線は

巣からlliい出したり.積極的に哨みつくなどし

て殺してしまう場合がある。また.餌が少ない.

外倣なとのストレス要闘が多いなどの恋環境に

おいて.I改組は育児を般棄する場合がある匂苦

f，~でH.娠した初践の付税による養育放棄もよく

みられるt

これらの例は.1守てる努力を続けたとしても

fが成民して繁拙できるまで健康に育てること

が慨しいJ品作に，脱がリソースをj品作するため

に選択的に長行政棄ないし f-殺しを行うもので

ある n そのな味で，生物学的にはj直応的な行動

となる i7J-・ Iíで'~riin'~ な原因による子殺し・ネ

グレク卜には.大別すれば①親自身の!:j::.育現境

が不適切であったぬ合.(I親の F育て行動を司

るsiq機能に外似などによって障害がttじた均

合，がありうる このテーマの詳細は拙著。仰いを

民!.ll.j(精神i災学者146-r!'第9Lt

参照されたいω

2.非血縁オスによる子殺し行動

I'lらと血縁がない j乙の子殺しの典型例として

は. 1匹のオスが被数のメスを占有して配偶す

る事fiC-R多必， polygyny)において.オスがラ

イバルオスに排除されメスグループが新しいオ

スに乗っ取られるとき，新オスがメスグルー

プ1/ 1のが~5iH附体の大部分を殺す場合である。 こ

の行動はインドにや.息するサ)L-，ハヌマーン ・

ラングールにおいて.杉山によって発見され

た前九この行動のな義は.子殺しするオスは非

Jnl械のILIオスの fを排除することにより ，メス

の排卵W1JY1を111.J~J に IJt.l llt1 させ， 白分の交尾11寺期

を Lt1•めることができる点にある且I U このような

オスの行動はその後.マウンテンゴリラ.ヒヒ.

ライオン.マウ スなどさまざまな崎乳類極に見

l、だされている ーへ とれは残酷ではあるが.オ

スの紫制成功1ftを尚める繁殖戦略jであり.生

物学的には適応的であり.かっその種に属する

多くの間体がhjJじ状況ドで同憾に行動するとい

う窓l味で正常な行動であるe

3. オスマウスの子殺し行動の神経機構

'fS (1' らが:だ.験'~で附いているマウ ス系統で

も . 交J~ を経験する ljíiの成体オスの子殺し率

は80%を，闘える w それがメスと充足して妊娠

メス と11illJ.iし，れらの fがi!aまれてくると.子

純しは完全に抑制され.非101械の子に対してさ

え. (- T~{てを行うようになる、すなわちメスと

の交)(;と!日JI，I}という 社会性記悩がオスの脳を変

え. ~IJ じ対象( Jι)に対して正反対の行動をとら

せるようになるのである (1刈2)、 この現象を:ttJ
御する I)ì~内側併を解明するため.筆者らはまず

「殺し行動に|対'}する脳出I1院の同定を試みた。

比体的には， 神経細胞の活性化に依存 して党現

しかしたからといって市長らがこれらを健諮 ・千五dしようとするものでは決してない 勤"にとって上記の得合の府待

かいかに??i極的 ・適応的であって色. J.lifUt会において必あらゆるl付与やま~ffllc~~が，. ど t に対する人権侵宮であり敏

弘fro-Cある 守ングー JL.の fぬし行動を~ê~ した怜tlHi以 fのようにi!I!べている F しばしば動物の行動令は.私たち

の怠ぷトにllHJIl・!PJの起b;!を動物に発見することによって.ヒト 111'Hにもそれを!e..2するようなfeパをしてきた しか

しU、か11・gしたいのは.より i巨峰・な起係I!-(lJlらかにするこ とによって.サ|さ側くべきものと断ち切るべきものを見分ド.

ある時には必ぷ的 ・関係的lニJjti'J転狭しなければならなtリ劫合もあることを勾lって.ヒト社会に(i(f..する問題を解決し

てゆかねばならないということである加
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。交尾 ・子音て経験なし 2交尾 ・同居 E父親

i、D ♂省L
図2 オスマウスの子殺し行動と交Irlによる父1"1:の11'I'tめ

するc-Fosタン パク質をJ制捜にして，交尾未経

験のオスマウス と父マウ スそれぞれに対して金

網に入れたfマウスを偲ぶし.活性化されるIlis

部似を比較した。その結果.交尾未経験のオス

マウスでは. I拠党の一極であるフェロモン情報

を感知する ゆ述の神経|凶路と MeApd.MeApv. 

AH， VMHvlなどが父マウスよりも強く活性化

されていた。雌マウスがフェロモン情報を感知l

できないようにすると，f-への攻惣行動が抑制

され.f-frてfr !fi);が発現したCTachikawaet al， 

2013) したがってマウスの子殺し行動にはフェ

ロモン約報が必要である。 しかし大型霊長類の

ようにフェロモンシステムが存向しない種にお

いても 同じように交日後のf父性のH覚め現象

が知られているため，より 1.'.1献の脳部悦の関り・

が示唆された

そこでさらに 子却しをしたオスマウスの脳を

調べると.広義)"ii挑体に)I~i- る分界条!ぷ絞菱形

割IBSTrhのc-FosI場性制11包数が交尾やオス問攻

幣行動を行ったマウスと比較しでも特異的に上

昇しており. 子殺しに削|期してこの部位が活性

化していた 交Ièi~ミ経験のオスマウスの BSTrh

の岐壊は. (-への攻常行!fdJをイL(lに減少させる

(ただし完令.には子殺しを除去しないため.冗

長な機能を持つJぶJを附桃体の部{立が存在するこ

ともぷ峻された) .}jで， f育てをするはず

の父親マウスにおいて. 子育てffrJi)Jに必須の

内側悦索前野'11央部cMPOAを-tntおすると，子

育てをしないばかりか子殺しをするようになっ

たのこのとき BSTrhが前十1:化した これらのこ

とから.下ftてtf!liJJに関わる cMPOAが活性化

すると. J~ 'I供行政jに |民lわる BSTrh の卸j きが抑制

されるような神椛1111路を形成していると考えら

れ.この2つの f~11hi:の紡作械式を解析すると.

がなおこのオスによる Jlqfilh~の{に対するJ女吹に ，児側近!するヒトのt"l !llh として. II"H誌のたMom'sboy合iendJなどの家

!程内の~I・ l削並行による俗的cシンデレラ匂J架CinderelJa cffec!Jとも呼ばれる)かある 11 N級の1r.1における調任で. Jドlfil

tまの f を"I.! j与するリス'1 1孟')~ f-と比較して約6fff. ，，': i!f死させるりスクfl50-1110的でめるという また出作以外にも.

1<行やlえ僚に川ける・ドJ~J1~川か'Jf {.(二比べて相対的に{斥くなる 逆に(.例からはた j!J{~にも. JI二l血ほのリH吐か剥袋内l二

t 、るi品fT. そうでないJl.l~と j七べIf: í寺%リスク tJi1ï怠;に 1こ対する たたし. J! fを'.'11与する縦も多く.またほと人との

.!}1叙はJl' t白紙の fを大切に育てていることは紛れるない '1ï-'1~であり.このことはν ンデレラ幼*と 4・J[j'するものではな

い たとえていうなら. Ý.件に比べて切性か平問として体'fIか鳴いこ とは1111述いないが，例ゆlに ~Ullまあるたωて男性

のfjが'''''11か併いこ ともしはしばある“{事情だけて労kを後定することができないのと1，，)じように. l(tlNがあるかない

かで'，t:仇を行うかとうかが決まるわけでは決してないーまた.ラングー IL.やマウスのオスの U'!しは全くためらいがな

く.惚殺の「をi欠ヤにilすProactiveaggressionの線制を勺するのに1~ し.ヒトのJI 前If~J"11{ d'の取れはt叱き 11'まない.

なつかないなどの放求不満のぷに(Reacuvcaggressionの形で)tj'われることが多いという内においても.行動の脳内メ

カニスムは'RなるとJ5・えられる
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実際に GABAfl:動刊の fflJ'ililJ 1"1:神経がl:MPOA

から BSTrhへ投射していることがわかったむ

cMPOAの光遺伝学的問性化は子殺しをfJ11制す

ることも |別 らかになった(詳細{まTsuneoka ら ~.1

参l!のー
メスとの交I~. 同居によってオスマウスに父

十1:が同党め. 子殺しから子育てに転じる神経l司

路機構の宅脊が川らかにな 9 たわけではない

が9 解剖学的 ・機能的解析を紅iみ重ねることに

より.将来的に子殺しを引き起こすメカニス'ム

が明らかになる口I能性が，ej~ 10 

社会行動選択の脳内機構と倫理的課題

これまで児てきたように.長近のffi~Jpl'k;を科学:

の主LI見やUf，I:jの進歩により，げっ前額の攻幣や

情動を相当程度.外部から自在に操作すること

がliJ能となっている，t見Jぷド部や稿桃体などの

J~1t FJI市部{立は. 人:JlI河TJi1'(よ灼もはるかによく

附乳類I)~で額似しており. I両lじことがヒト以外

の議長矧ではすでに試みられていることから.

将来的にはヒトでも原哩的には実現可能となる

であろう。もちろん医療やl宍学系研究の倫哩指

針によって，こうした試みはコントロールされ

るべきであるーさらに.このようなこころの簡

域に踏み込むような脳科学1'11本を今後批准すべ

きではない.と忠われるかもしれない しかし.

すでに 198s年，ヂルガドは次のように嘆いて

いる。lわれわれの，道M¥IJ的なまでにバランス

を尖った[業化社会では，経済))や軍事力を槌

得することにばかり労))と資源を使い.本当の

必昧でわれわれを守ってく れる“攻撃性のIli(j1"1 

機構"解明l;i， ほとんど顧みられていないJ13L

動物行動学の始i-Ilコンラート ・ローレンツも問

機である ~人類は自らの社会情遣の病崎学

的解決には無Jjであり 原子力兵器を予11'にし

ながら社会のこととなると.ま るでほかの動物

と変わらず，f唱にかなう行動ができないという

ことは. )(t~il 分. (1らの行員1)を1自怖にも過大評

仙iし.その結果，ヒトの行動の問題を研究可能

とみられる II然現象から除外しているせいなの

臨Jふ制 ~III民学第46 巻， 7:p，!Jけ

だ ~S'。 つまり体の働きと~~なり.愛情や憎し

み.社会性といった自分のこころの働きに人聞

は諮りを抱くあまり，それを利'字・的に調べ1'111

の下にさらすことに強L、低抗感を感じている，

だからこそ戦争や紛争を止めることが現代でも

できていないのではないか，というのである。

筆者らも . J:女'慢性のりi~1"]機梢を理解することは守

M.終的には家族の中のJffl.'jや戦争といった攻幣

性に関わる社会の問題解決に役立つと考え. mf 

究を行っている もちろんl削釦li誌を操作すると

いう子法をH的とするわけで、はなL勺メカニス‘

ムがl明らかになれば， これまでの精神話引去や薬

物療法，認知行動療法などの効単化にも役なっ

可能性がある" ~II*ま科学的f究者だけではなく.

行Ji.ι 精神際学をはじめとするさまざまな分野

との対話が必要である。デ)(..ガドヵ:11指した

.Psychocivilized sociely"に向けて.~特集げを

契機に対話が様まれば事・いである
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