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要旨 
 
 「言葉を持たぬもの」の行動を、どのように解釈するべきか。本稿では、こ
の点に、モデル動物研究と赤ちゃん研究を重ねながら、マウスを用いた社会行
動研究の現状と展望を考察する。特に、近年、動物行動学的観点と疾患モデル、
双方の観点から研究が行われているマウスの音声コミュニケーションについて
論じる。 
 近年、マウスの音声コミュニケーションは、鳥類のそれと同様、一種の言語
モデルとして扱われるようになった。重ねて、近年の自閉症研究の流れとも合
流し、広く言語コミュニケーションや社会性の指標として、多くの自閉症関連
遺伝子改変マウスの解析にも用いられるようになっている。それにも関わらず、
各音声情報がどのような「意味」を持っているのか、その点が曖昧である。そ
して意味が曖昧なままそれをモデルとして用いることの危険性を指摘しつつ、
今後どのような解析がなされるべきかについて、基礎的な行動神経科学として
の方向性と疾患モデルとしての方向性の双方から考察する。 
 
 
  



 本稿は、縁あって筆者が 2015 年 3月におこなわれた発達心理学会第 26回大
会における日本赤ちゃん学会若手部会の企画シンポジウム「赤ちゃん学が発達
心理学に期待するもの」にて、発表をさせて頂いたことをきっかけに執筆して
いる。このシンポジウムで私以外の赤ちゃん研究者が展開した議論は、従来考
えられていた赤ちゃんの行動の意味を問い直すものや、大人側の恣意的な解釈
を排して、より客観的な解析を目指すための議論であったように思う。行動の
意味を解釈する際には、様々な分野に共通する問題・困難さが存在する。それ
は、動物の行動に関しては言えば、その行動の意味を擬人化してしまうことで
ある。同様に、赤ちゃんの行動を見る際には赤ちゃんの行動を擬オトナ化して
見てしまっているだろうし、オトナ同士であっても他者を擬ジブン化して見て
いることだろう。このシンポジウムを経て、そのように感じている。一方で、
そのようなバイアスを完全に排除することもまた、現実的には困難であること
も感じつつ、あえて本稿を執筆している。 
 近年では、このようなことがマウスなどの疾患モデル研究でもおこっている
のではないだろうか。ポストゲノム時代のさまざまな分子生物学的技術の成熟
により、心に関する疾患のリスクファクターになりうる様々な遺伝子変異が報
告され、発症メカニズムを探るためにそのような変異を導入したモデルマウス
が数多く報告されている。そして、対象となる研究内容が、原因と結果が比較
的、1 対 1 対応しやすい表現型の解析から、より多因子によって決定される行
動などの表現型解析へと広がりを見せているように思う。別の言葉で言えば、in 
vitro から in vivo へと発展している研究分野が増えていると言える（特に神
経科学分野で）。 
 疾患モデル研究の目標は、メカニズムの解明と、変異個体の表現型が野生型
に近づくような処置法を見つけることでもって治療戦略に役立てるということ
であろう。しかし、それ以前に、野生型の通常マウスにおけるその行動（モデ
ル）が、そもそもヒトの行動と類似していることを確かめなければならないが、
研究者の仕事を成立させるためには、まず、モデルがモデルたり得ることを前
提としなければ、コトが進まないという構造（現実）がある。そのため、現在
の生物医学や神経科学分野では、良い行動モデルが求められている。逆に言う
と、安易に「良い」行動モデルを作り上げ、それを多用することで、論文が量
産されている節があるのではないか。そのようにすら、筆者は考えている。 
 ここまでの文章でお判り頂けるように、本稿では、批判を恐れず、通常の原



著論文では記載されないようなことも議論し、後の議論に役立てたいと考えて
いる。また、先にあげたシンポジウムでの筆者の講演内容に準じて執筆してい
るため、筆者自身のデータに関しては、文章と模式図（絵）のみでお示しし、
これまでに学会発表したものから言及することをご容赦いただきたい。このよ
うな冒険的な議論の形式を通して、最終的には、「言葉を持たぬもの」に対する
観察を通して、どのようなことを見出すべきか？、どのようにすれば良い動物
モデルを作れるか？、動物モデルの良い評価が出来るか？、といったことを議
論し、当該領域での今後の研究を発展させていくための一助となるようにした
い。そのように思う次第である。 
 ちなみに、主張を読み取りやすくするためにも、筆者自身の立場を最初に表
明しておく必要があるように思う。筆者は、精神疾患や発達障害の基礎研究を
しているわけではなく、性や雌雄間コミュニケーションをテーマとして、マウ
スを用いた行動神経内分泌学を専門としている者である。しかし、これらも広
義の社会行動の一部であり、その基礎的な知見は、疾患モデルの評価にも役立
つ筈なので、常にそのことを意識している。そのような立場から、共同研究な
どを通して疾患研究にも関与することがある。 
 また、本稿の内容は、直接、赤ちゃん学に関係するわけではないが、マウス
と赤ちゃんがともに「言葉をもたぬもの」、質問紙に答えてはくれないものとい
う意味で共通する部分があると解釈して頂き、本文中の「マウス」を「赤ちゃ
ん」に、「ヒト」を「大人」に、「疾患」を「行動」や「認知」などに置き換え
て読んでいただくことで、赤ちゃん学が直面する問題とパラレルな構造が存在
するということが感じられると思うので、少し、メタ的な視点でお読み頂けれ
ばと思っている。 
 
 
1. マウス音声コミュニケーションの種類 
 動物の認知機構の基盤として五感が存在するが、五感のうちの幾つかのモダ
リティは、種によって特化して優れている。コミュニケーションも五感を用い
て行われるが、やはり種ごとに幾つかのモダリティに特化したコミュニケーシ
ョン機構が存在する。ヒトは聴覚を介した言語を用いるが、表情やしぐさとい
ったノンバーバルな情報も用いており、主に視覚と聴覚を用いてコミュニケー
ションを行っていると言える。動物もダンスや色などの視覚情報となるものを



用いるが、ヒトと比べ、嗅覚によるコミュニケーションや認知も広く使われて
いる。筆者が研究対象としているマウスは、嗅覚研究の非常に良いモデルで、
知見が蓄積されている[4]。これらの認知機構やコミュニケーション機構が形成
される背景には、それぞれの種の生存と繁殖に関わる進化的戦略史の影響があ
ると考えられる。動物の特徴的な形質、例えば先に挙げたダンスや、華やかで
特徴的な色の多くは、セクシャルディスプレイとして、性選択の文脈で形成さ
れ、性認知に用いられている[2, 4]。つまり、相手が雄であるか雌であるかの認
知および、雌雄間のコミュニケーションに用いられているのである。 
 本稿で主題とする音声コミュニケーションも広く動物界で観察され、実験研
究にも用いられてきた[20]。我々人間の日常においては鳴き声として認識され、
ときに季節を感じさせるものとして文化を彩る側面すら持ち合わせている多様
な行動である。これら鳴き声の多くは雄から雌への求愛の発声であり、セクシ
ャルディスプレイの一つである。多くの場合、セクシャルディスプレイは雄で
顕著な形質として認められる[2, 4]。 
 ヒトの音声コミュニケーションである言語の生物学的研究、つまり、動物モ
デルを用いた研究は、鳥類で盛んに行われてきた。鳥類のなかでもソングバー
ドと呼ばれる種類では、その鳴き声に特徴的な音の配列（構造）が存在し、歌
と呼ばれている[23]。歌が保持する構造は文法のモデルとして用いられているが、
近年、マウスの音声コミュニケーションにもこのような構造が発見されたため
[17]、マウスを用いた音声コミュニケーションの生物言語学的研究が盛んに行わ
れるようになっている（動物の鳴き声を「歌（Song）」と呼ぶ場合、その鳴き声
にはなんらかの規則性があることを意味する）。 
 ここから、マウスの音声コミュニケーションに焦点を絞り、先行研究を紹介
しながら議論を進める。 
 
 マウスの音声コミュニケーションは超音波でなされ、それ故、Ultrasonic 
vocalizations (USVs) と呼ばれている[20]。マウスの遺伝的系統の種類によって、
声の高さは異なるが約 50-80 kHz の間に主音が観察される[35, 44]。USVs には
主に、性成熟した成体 (adult)の雄が雌に対して発する求愛の発声（courtship 
vocalization）と、仔が母に対して発する pupUSVs の 2種類がよく知られてい
る[20]。音声録音を含む行動試験などに用いられる成体マウスは 8週齢以降のも
のが多い。また、仔マウスに関しては、生後 21-28 日の間に離乳することがほ



とんどで、pupUSVsは生後5-8日で録音することが多い。前者が近年Love song
と呼ばれるようになったものであり、筆者の主たる研究テーマである。他にも、
雄どうしの間で交わされる USVs や雌どうしで交わされる USVs も存在するが
[15]、研究の数としては courtship USVs と pupUSVs が多く、また、これら 2
つは自閉症様行動・コミュニケーションの指標としても広く用いられるように
なってきている[11, 20, 21, 36]。 
 
 
2. 求愛歌としての USVs- 生物言語学的議論 
 雄マウスの求愛発声は、遅くとも 1970 年前半から報告されており[37, 48]、
以降、性行動もしくは雄特異的行動の文脈で Nyby らにより一連の研究がなさ
れている[6, 27, 42, 43]。しかし、2005 年、先に触れた通り、この雄マウス求
愛発声にソングバードと類似した歌様の構造が発見された[17]。まず、マウスの
求愛発声には幾つかの種類のシラブル（音節、マウス音声の最小単位）が存在
する、という点が重要である。そして、それらシラブルの組み合わせであるフ
レーズ（1 連の音の配列）が構成される。単に 1 種類の音声を繰り返すのでは
なく、様々なシラブルによって構成されるフレーズが存在し、それが繰り返さ
れるという歌構造が、マウスで初めて示されたのだ。また、そのフレーズの作
られ方は個体ごとに若干異なっている。この様に、単に求愛の発声であると思
われていた雄マウスUSVs は、このことをもって求愛歌 (Love song) として「再
発見」された。 
 ここ 10 年の雄マウス USVs 研究における論点は、2 つに大別できるだろう。
ソングバードの歌は、近縁個体の歌を聴き、自ら発声して「練習」することで
獲得される聴覚を介した模倣学習である[20, 23]。そのため、2005 年以降の議
論では、マウスのUSVs に学習・Vocal learning が存在するかどうかが争点と
なった[36]。また、先に述べた様に、この様な歌もしくは求愛発声は、セクシャ
ルディスプレイの 1 つで、雌による雄の選り好み、mate-choice に用いられる
[4]。セクシャルディスプレイには、その個体が good gene を持っているかど
うかが反映されており、雌が雄を選ぶ際の判断材料として、多くの種で用いら
れているとされている。また、言語進化の観点からも、遺伝子改変技術が蓄積
されたマウスでの音声コミュニケーションは鳥類と比べて技術的利点があった。
そのため、マウスの歌構造は、遺伝子による影響を受けるかどうか、この点が、



もう 1つの論点となったのである[11, 36]。 
 聴覚性の模倣学習を確かめるための実験的手法は、以下の 4つとされる[22]；
（1）聴覚破壊、（2）里子操作（育ての親を変える）、（3）人工的音声曝露、（4）
人工哺乳による親からの隔離飼育、である。（1）は、学習に対する聴覚の直接
の関与を確かめるもので、（2）は「教材」となる発声をする親を変えることで
学習が変化するかどうかを確かめるものである。（3）は、人工的に音響環境を
操作するもので、親とは異なる種類の発声をスピーカーから聴かせたり、人工
音を聴かせることで、「教材」の変更による効果の検証や学習の撹乱を目的とす
る。（4）は、養育環境が特殊になってはしまうが（1）の聴覚破壊と同様、音声
刺激を剥奪することを目的として、通常の個体を用いて行われる。マウスでは、
この 4つうち、（1）と（2）の２つが試されている。 
 まず、（1）に該当する研究は、3つあり[3, 16, 22]、そのうちの１つは聴覚の
剥奪により歌構造が変化することを支持し[3]、残りの２つは学習を否定してい
る[16, 22]。つまり、後者 2つの研究は、聴覚破壊をしても発声の特徴は変化し
ないとしている。3つの研究はいずれも遺伝子改変マウスを用いたものであるが、
学習を支持する報告では、Caspase3 遺伝子のノックアウトマウスが使用されて
いる。しかし、この遺伝子はさまざまな細胞死（アポトーシス）を促進してい
るため、聴覚特異的な操作ではないことから、結果の解釈には疑問がある[36]。
学習を支持しないもっとも最近の報告で用いられたマウスは、任意の時期に有
毛細胞が破壊できるようにデザインされており、音声パラメータの解析も詳細
であることから、聴覚破壊は学習に影響せず、また、聴覚を介した音声のフィ
ードバックも、正常な発声には必須でないことがかなりの確度をもって示され
ていると言える[22]。 
 次に、（2）の研究では、近年もっとも頻繁に用いられており、遺伝子改変マ
ウスの作出にも用いられる近郊系（遺伝的背景が均一な種類）である C57BL/6
（B6）と、別の近郊系である BALB/c（BALB）の間で里子操作が行われた[19]。
B6 と BALB では、声の高さや使用されるシラブルタイプ（声の種類）が異なっ
ている。里子操作の結果、里子に出された仔の声の特徴は、育ての父ではなく、
遺伝的な父の形質を保持していた。また、野生由来を含む 10種類を超える系統
のマウスを比較した研究でも、USVs の特徴は遺伝的系統によって異なっていた
[44]。 
 これらのことから、マウスの歌の特徴は、学習ではなく遺伝によって決まる



ことが、現在ではほぼ結論付けられていると言って良い。 
 
 この様に、マウスの求愛歌にVocal learning が存在しないことは、人間の言
語とは異なる特徴であるため、ある意味、モデルとしての期待を裏切られたと
いう失望感をもたらしたかもしれない。しかし、現在でも、マウス USVs は、
ヒトの音声コミュニケーションのモデルとして、研究が続けられている。 
 
 
3. 自閉症モデル研究での USVs の扱い 
 これまでに論じたように、マウスの USVs は、vocal learning ではなく、遺
伝的に特徴付けられる音声コミュニケーションである。この点は、しかし、遺
伝的な影響が大きく、言語やコミュニケーションに障害があるとされる自閉症
のモデルとしては、非常に魅力的に感じられるだろう[11, 36]。実際、本稿の主
題である求愛のUSVs と pupUSVs は共に、自閉症関連遺伝子改変マウスの解析
において、近年注目を集めている[11, 20, 21, 36, 38]。 
 マウスの社会行動の多くは、匂い嗅ぎや毛づくろいの多さを基準にカウント
される。この 2 つの physical contact を指標に測定される行動は Social 
interaction という名称で表現されることが多い。また、個体識別能力を測る試
験も、匂い嗅ぎの測定を用いた three chamber test などが多く用いられている
[41]。これらの行動解析系や、本能行動である性行動、攻撃行動、養育行動を含
め、2 個体間以上でなされる行動を総じて社会行動と呼んでいる（というのが、
筆者の経験に基づく認識である）。近年では、これらに加え、音声コミュニケー
ションである USVs も多く用いられるようになり、コミュニケーション（もし
くはコミュニケーションへのモチベーション）や親和性の指標としても用いら
れている[8, 11, 33]。 
 自閉症関連遺伝子改変マウスの USVs には、多くの場合、野生型マウスと比
較して一貫した傾向が観察される。それは、発声回数の低下と、シラブルレパ
ートリー（使用されるシラブルの種類の割合）の変化である[11]。特に、シラブ
ルに関しては、声の高さの変化が顕著なシラブルの使用割合が低下する（以下、
便宜的に「複雑なシラブル」）。この複雑なシラブルはMore jump や Frequency 
steps などと名付けられている[19, 39]。また、雌マウスは外科的処置により発
声が出来なくなった雄（この処置を devocal と言う）よりも発声ができる無処



置の雄に接近する時間が長くなる[34]。再生実験では、音が再生されていないス
ピーカーと求愛発声が再生されているスピーカーでは、音が出ている方に処女
雌が多くの接近行動を示し、pupUSVs や人工音を用いた場合では、無音スピー
カーと再生スピーカーへの接近行動の差が消失すると報告されている[14]。この
ようなことから、発声回数の多さは雌の接近行動を引き起こす機能があると考
えられ、また近年では、シラブルの種類もなんらかの文脈依存的な意味がある
ものと推察され、検討が続けられている。この様な理由から、遺伝子改変マウ
スにおける発声回数の低下とシラブルレパートリーの変化は、コミュニケーシ
ョンの異常と考えられている。 
 さらに、雄から雌への求愛発声のみならず、最近では、雌から雌への USVs
についても解析がなされている[15]。この研究では、雄から雌へのUSVs と雌か
ら雌への USVs では、後者の発声回数の方が多く、他の音声パラメータに関し
ては大きな差はないと報告している。このことから著者らは、雄から雌への
USVs の主要な意味や機能は、求愛ではないのではないかと、その意義の再検討
の必要性を唱えている。 
 加えて、自閉症以外の疾患、例えば統合失調症でも、prosody（音の高低、強
弱やリズム。これら情報に感情表現が含まれる）の表出と認知に異常があると
されており[21]、自閉症以外の疾患モデルマウスでもUSVs の解析が使用され始
めている[18, 26]。このような背景から、近年では、求愛の文脈を離れ、広義の
社会性やコミュニケーションの指標として雄マウス USVs が使用されるように
なっている。 
 
 しかしながら、筆者が麻布大学で研究を始めて以来、以下のことが分かって
きた。まず、筆者が気付いたのは、通常の B6マウスにおいても、発声回数とシ
ラブルレパートリーには大きな個体差があるということである。また、シラブ
ルレパートリーの個体差は、発声回数の個体差と連動する。具体的には、上述
の複雑なシラブルの発現割合と発声回数が有意に正の相関を示す。さらに、こ
のことは、個体内変動としても観察される。B6マウスでは、複数回測定をして
みると、いつもわずかな発声しか示さないものと、多くの発声を示すものがい
ることがわかる。また、あるときはわずかな発声を示すが、あるときは多くの
発声を示すという個体も存在する。その様な個体内変動を定量すると、同一個
体もしくは同一集団を用いても、発声が少ないときは複雑なシラブルが少なく、



発声が多いときには複雑なシラブルが増加するということが分かった。さらに、
発声回数が多い個体、もしくは発声回数が多い場合では、声の長さ（duration）
も長くなることが分かった。さらに細かく解析をしてみると、発声回数が多い
場合に発現が増える複雑なシラブルは、平均的に duration が長いということが
分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ここで言いたいことは、各論文で個別にその意味や機能が議論されているよ
うにうかがえる各音声パラメータは、その多くが発声回数に随伴して変化する
ということである。つまり、各パラメータの心的生成機序とその意味は、発声
回数で近似できる可能性が高く、まずは発声回数を左右する要因を探ることが
肝要であろう。先に挙げたように、近年では求愛の意味を疑問視する声もある
が、筆者にはそうは思えなかった。なぜなら、古い論文では去勢（抹消由来性
ホルモン除去）や射精の後に発声が低下するなど、求愛や性的モチベーション
との関連が、繰り返し報告されているからである[27, 29, 30, 42, 43]。ただし、
これらの研究は近年主要な実験系統である B6を用いてないないため、直接的な
議論がし辛いことも確かである。そこで筆者は B6を用いて求愛発声と性行動の
関連を調べた。 
 結論から言えば、発声回数の多さ（個体差）は、性的モチベーションの強さ
と相関することが示された。性行動の指標の 1 つであるマウントの潜時は雌と
出会った際の発声回数と負の相関を示した。つまり、発声の多い個体は雌への
アプローチ（性行動の開始）が早い。また、同一個体で 2 回の性行動試験を行
った場合、マウントを示したときと示さなかったときでは、マウントを示した
ときの方が雌と出会った際にすでに（性行動の開始以前に）、発声回数が有意に
多いということが分かった。さらに、射精後は発声がほとんど観察されなかっ
た。以上のことから、雄から雌への USVs は雄の性的モチベーションの表出で
あることが示され、やはり、広義の社会性というよりも、性特異的行動の側面
が強いことが示された。また、去勢をされた個体では、やはり発声が低下し、
そのとき同時に複雑なシラブルの割合も低下していた。 
 
 ここで議論しなければいけないのは、この USVs が自閉症様行動のモデルと
なりうるのかどうかという点である。以下に、4 つの論点を述べる。（1）発声
の個体差が大きいということは、ある意味、個性やパーソナリティの指標とな
りうる可能性を示唆しているだろう。しかし、このように個体内で揺らぎが多
い指標は、その時々の気分のようなものを示している可能性が高く、遺伝的影
響が強いとされる表現系（症状）の指標として用いて良いのだろうか、という
疑問が浮かび上がる。ここが、論点の 1 つ目である。このことは、ヒトにおけ
る症状の診断に置き換えて考えて頂くと、納得出来るのではないだろうか。発
声回数が低い個体は通常の B6でもそれなりの割合存在し、なんらかの遺伝子改



変による表現系とオーバーラップすることになる。今後、USVs が中間表現系や
バイオマーカーと対応付けられていくことを想定すると、危険であると言える。
（2）しかし、ある遺伝子変異が、その変異を持つ集団とそうでない集団の間に、
同様の確率分布構造を保ったまま平均値に違いもたらすということは、十分に
あり得る。ただし、その平均値の変化、ベーサルとしてのズレは、異常と言え
るのだろうか。2つ目の論点は、どの程度のUSVs の低下、もしくは質的変化が、
異常とみなせるか、という点である。（3）上述の筆者の結果は、少なくとも通
常のB6では、雄のUSVsが性的モチベーションの表出であることを示している。
各種遺伝子改変マウスで確かに USVs に変化が起きていたとしても、それはモ
デルとして求められる広義の社会性やコミュニケーションの変化というより単
に性的モチベーションの低下を示しているという可能性がある。（4）最後の論
点は、自閉症は男児で発症率が高いが[13]、去勢による雄性ホルモンの除去によ
って「自閉症様」と考えられている USVs の低下が起きることは、疫学的知見
と矛盾するのではないか、ということである。 
 さらに、筆者は pupUSVs と成体雄のUSVs の比較を行った。成体雄のUSVs
と pupUSVs は、ともに自閉症様行動の指標として用いられているが、どちらも
同様の行動特性を示すものであるならば、両者は正の相関を示すはずである。
そこで、生後に pupUSVs を測定した個体が成長したのち、同一個体で求愛発声
の測定も行った。その結果、両者の発声回数は有意な相関を示さず、相関係数
は負を示していた。つまり、pupUSVs と求愛発声は、真逆とは言わないが、異
なる個体特性を表す指標であると考えられる。 
 
 以上の理由から、自閉症様行動の指標として USVs を無批判に用いることに
対し、筆者は疑問を抱いている。まず、必要なことは、求愛発声を含む様々な
USVs の意味や機能を 1つ 1つ、着実に吟味することであろうと考えている。 
 
 
4. 社会性とは何か？- USVs の意味を巡って 
 そもそも、社会性とはなんであろうか。マウスでは、匂い嗅ぎを基準として
社会性が定量されていることは、先に記した通りである[41]。それでは、匂いを
嗅げば嗅ぐほど、社会性が高いのだろうか。筆者のデータでも、確かに、全く
発声を示さない個体と発声を示す個体では、発声を示した個体の方が有意に匂



い嗅ぎ時間が長い。遺伝的に主嗅覚系を破壊されたマウスでは、求愛発声が低
下する[25]。これは、性認知が主に嗅覚系によって行われているためであり、嗅
覚の重要性を示している。しかし、筆者のデータで、発声が認められた個体の
みで発声回数と匂い嗅ぎの時間を比較すると相関関係は見られない。さらに、
性経験のある個体とない個体では、性経験のない個体の方が雌への匂い嗅ぎが
短くなる[45]。このことが示すのは、匂い嗅ぎはおそらく行動発現の trigger と
して必要ではあるが、嗅げば嗅ぐほど Social である、というわけではないとい
うことではないだろうか。上記の（2）と同様、どれくらいの匂い嗅ぎの低下が
異常と呼べるのか？という問題に、やはり直面する気がしてならない。 
 社会性とは、他者との関係性を構築するための特質であろうと思う。それは、
個体差もあり、文脈依存的に変化しうる（すべき）ものと言えるだろう。近年
では、かつて本能行動と称されていたものも、むしろ社会行動としてカテゴラ
イズされることが多くなっている様に思う。動物は、本能的な制御が非常に強
いため、疾患の行動モデルとして期待される機能と本能によるそれとを分離し
て検出するのが非常に困難である。一方で、動物における社会は、この本能に
よって形成されるとも見ることができ、動物は確かに「社会性を持っている」
とも言える（他個体との関係性を構築しているのだから）。動物モデルを用いた
場合、我々は過度な擬人化をせずにどのような心理的機能を抽出できるのだろ
うか。 
 何れにしても、ある社会行動が異常であるか否かは、対象個体の行動のみか
らは判断することができない、ということは言えるのではないだろうか。我々
が評価関数として用いるべきは、最終的な関係性の変化であろう。個体の社会
行動の変化が、関係性構築に変化・異常をもたらすかどうか、この点を問うべ
きである。 
 
 
5. 今後のあるべき方向性とは？ 
 ここまで、筆者は雄マウスUSVsがヒトの言語や自閉症様行動のモデルになり
うるかどうかということに対して、悲観的な見方を示してきた。しかし、人間
の言語やコミュニケーションも進化の過程で形成されている以上、その前適応
となる特徴は、他の動物種と共有されていてもおかしくない。むしろ、それを
否定する方が不自然と言える。重要なことは、今後、USVsを多角的に評価し、



その機能を特定することである。ここまでで引用した総説の中にも、モデルと
してのUSVsの現在の使用法や評価を「楽観的」と認めている[11]。 
 ここで、現在筆者が知る限りの、USVsとヒトの言語の共通点を挙げよう。母
になると雌マウスではpupUSVsへの感受性が高まるが、その一つの要因として、
聴覚野にオキシトシン受容体があり、しかも左脳での発現が多いという報告が
ごく最近になされている[24]。母になるとオキシトシン分泌が高まるので、オキ
シトシン受容体を介して仔の声への聴覚野の反応性が高まるのではないかと考
えられる。また、マウス超音波発声の受容が左脳優位ということは、昔から知
られていたことでもある[10]。さらに、外科的処置による脳出血は右側よりも左
側で処置をしたときの方が発声を減弱させるという報告があり[9]、発声も受容
も左脳優位ということになる。このことは、ヒトと類似している。また、筆者
のデータは、雄マウスUSVsの発声の多さやそれに随伴して変化するシラブルレ
パートリーのパターンは、性的モチベーションという情動の表出であることを
示している。マウスUSVsを音声コミュニケーションのモデルとする場合は、文
法性などのモデルと捉えるよりも、「情動がどのように音声情報として表現さ
れ、どのように受け手に伝わるか」といった、情動表出のモデルとしてとらえ
る方が妥当であると考えている。視床下部を中心とする生殖や本能的社会行動
を制御する脳部位は、神経化学的・解剖学的に広く脊椎動物で保存されている
[31, 32]。例えば、ドーパミン神経系の主な投射は哺乳類で保存されており、関
連するヒトの疾患動態も齧歯類で観察される。統合失調症の指標となるプレパ
ルスインヒビションは齧歯類と人間で同様に観察され、ドーパミン神経系をタ
ーゲットとする薬剤の効果がヒトとパラレルである[12]。このように、マウス
USVsに関しても、生物学的にボトムアップな機構を想定して、ヒトの音声に含
まれる音韻の感情表現モデルとして考える方が妥当かもしれない。様々な遺伝
子改変動物では発声回数の低下やシラブルパターンの変化が確認されているこ
とは先に挙げた通りだが、筆者は類似した個体差が通常マウス内でも観察され
ること、同一個体内でも変動があることを示した。これらのことから筆者は、
シラブルのパターンとは、コミュニケーション能力や文法を使用する能力とい
うよりも、多弁さに随伴して変化する語彙のようなものととらえる方が妥当で
あろうと考えている。人間にも無口なに人もいればよく喋る人もいるし、対話
の相手や内容によっても多弁さは変化し、語彙も変化する。楽しい時はよく喋



るし、抑揚や声の大きさも変化する。これらの変化もしくは個人差は、すぐさ
ま人間におけるコミュニケーションの異常とみなされるものではない。 
 上述の「4」において、コミュニケーションが異常であるかどうかの判断は、
少なくとも関係性の変化が生じるかどうかの確認をもってなされるべきである
と指摘した。筆者の性行動のデータでは、マウントの潜時と雌と出会った際の
発声回数の間に逆相関があり、性的モチベーションの表れであることを示した。
しかし、実は、マウントの回数や挿入回数、射精の有無など、性行動の成立を
示す指標とは相関を示していない。つまり、顕著な関係性の変化は確認されて
いない。セクシャルディプレイは、それを介す配偶者選択において適応度（= 生
存率 x 繁殖率）を上昇させる方向に進化してきたと考えられる[2, 4]。今後は、
実際に配偶効率とUSVsが関係するかどうかを長期的に検討する必要性がある
だろう。現在知られている、雄USVsへの雌の反応に関する報告を挙げておこう。
先に、発声ができる雄とできない雄、雄のUSVsが再生されているスピーカーと
再生されていないスピーカーへの探索試験では、音がある方への探索時間が長
いということを紹介した[34]。筆者の同僚である浅場らは、B6とBALAの求愛発
声を同時に再生し、B6およびBALBの雌を用いて探索試験を行った[5]。また、
その際、里子操作を施した雌の群も用いている。結果は、育ての父とは異なる
系統の声が再生されているスピーカーへの探索時間が有意に長いというもので
あった。このことから、雄マウスのUSVsには系統特異的な情報が存在し、雌は
それを識別できるということが示唆された。また、B6を用いた研究で、複雑な
USVsと単調なUSVsを雌に対して同時に再生し、探索試験を行った報告もなさ
れ、雌は複雑なUSVsをより長く探索することがわかった[7]。この探索試験は嗜
好性実験とも呼ばれるが、接近行動の長さが好み自体を示しているかどうかは、
厳密には結論できない。今後は、音声情報を用いて、本当に雌がmate-choice
を行っているかどうかを示していく必要があるであろう。しかしながら、これ
らのデータから、雄USVsが雌にとってなんらかの情報を保持しているというこ
とは確かなようである。 
 これまでの筆者やNybyらのデータを合わせ考えると、USVsに雄の感情情報
や個体情報が含まれることは確かである。筆者のデータでは雄マウスのUSVsは、
性行動が生じたかどうかに関わらず、雌と1時間過ごした翌日には発声回数が上
昇することが示されている。USVsの評価法として、他のパラメータとの関係や
個体の経験などとの関係を比較するという方法もあり得るだろう。例えば、発



声回数が増加しても複雑なシラブルの割合が増えない、発声回数は多いのに全
く性行動を示さないなどの表現系が想定される。ただし、私の知る限り、まだ
そのような表現系を示す遺伝子改変マウスは報告されていないし、自閉症関連
のシナプス形成因子Neuroliginのノックアウトマウスでは、発声を示す個体が
少ないものの、発声が散発的に認められた場合には複雑で長いシラブルが観察
されるとされており[11]、やはり、シラブルの生成頻度は能力というよりもモチ
ベーションが度合い、もしくは「無口かどうか」というものとして、評価した
ほうが妥当な感がある。他の指標としては、匂い嗅ぎや毛づくろいなどとの相
関を取る方法が考えられる。基本的には、これらSocial interactionと発声回数
は正の相関を示す[33, 40]。しかし、ドーパミンD2受容体が線条体で過剰発現
されたマウスの報告では（著者らはこのマウスは統合失調症のモデルとしてい
る）、発声回数の多い個体ほどこのようなSocial interactionを示さないという
相関を見出している[18]。理由は不明であるが、これは通常のマウスと明らかに
異なる挙動を示しており、異常の候補となる可能性がある。このように、今後
は、発声個体自身の他の行動パラメータとの相関が、各種遺伝子改変マウスで
変化しているかどうかを検証していくべきだろう。 
 最後に、USVsと社会性に関しての研究を紹介したい。それは、USVsが他個
体の行動に影響を与えるという意味ではなく、社会的環境がUSVsに影響を与え
るというものである。Nybyらは、劣位個体よりも優位個体で発声回数が多いこ
とを示している[28]。このとき、優位個体では尿によるマーキングなど、雄特異
的行動の発現も高いことが示されている。近年、チューブテストという、筒の
両端から2匹のマウスをそれぞれ通し、チューブの中でどちらが相手を押し切る
かを指標とする試験を用いて優位度をランキングし、社会的階層とUSVsの関係
を示した研究が報告されている[47]。やはり順位が高いものほど発声回数が多く、
さらに興味深いことは、群の中で階層（順位）が変化すると、USVsの回数も変
化するという点である。また、筆者のデータと併せ考えると、順位の高いもの
ほど複雑なシラブルを発する頻度が高いものと推測できる。これらのことから、
USVsとは、その時々の「社会構造」と自身の関係（順位）の表出であるとも言
える。雄USVsに個体の遺伝的情報と社会的statusの情報が含まれるということ
は、mate-choiceの良いモデルとなる可能性を示しており、想像以上に複雑で豊
かな雌雄間コミュニケーションの存在をうかがわせる。 



 このような情報がUSVsに存在し、それを雌が受容してなんらかの判断や情動
の変化に繋がっているとすれば、USVsの受容は、脳におけるパターン認識とそ
の処理という、神経科学的に意義のある研究につながる可能性がある。実際に、
USVsの音響特性を改変することは、その意味を変化させる可能性がある。例え
ば、音声ファイルの時間軸全体を変化させる、声の部分のみを変化させる、声
と声の間のインターバルのみを変化させるという操作をpupUSVsの音声データ
に施すと、母マウスのそれら人口改変音への接近行動が減少する[46]。このよう
に、声の高さの変化やシラブルパターン以外にも、リズムなどが重要である可
能性があり、今後の音響学的な解析が期待される。 
 
 本稿をまとめる。雄マウスの求愛発声を含む、USVsには個体の情動状態など
の情報が含まれており、それらは情報の受け手にもなんらかの生物学的な意味
を持つ。しかし、現状、人間の言語コミュニケーションになぞらえてモデル化
され、自閉症の基礎研究で用いられているUSVsの解釈は些か乱暴である可能性
が高く、その有用性に対する評価は楽観的な感がある。 
 
 近年では、マウスなどの特定のモデル動物を用いた研究が増えている。しか
し、神経行動学の黎明期を思い起こすと（まだ筆者は生まれていなかったが）、
非常に多様な動物が用いられていたことがわかる[1]。神経行動学の基本的な姿
勢は、自分の知りたい行動や機能が「exaggerateされた種を使う」というもの
である。対象とする動物を厳選することの重要性をオーガスト・クローは指摘
している。この様な姿勢のもとで、神経細胞の電気生理学的特性や、多くの感
覚情報処理機構が明らかにされてきた。また、なぜ、ある特定の機能が特定の
種でexaggerateされているかといえば、そこには進化の影響、適応の戦略史が
存在したから、と言うことができる。集団遺伝学者テオドシウス・ドブジャン
スキーは「進化的な見方を排した生物学は生物学ではない」旨を述べている。
これらのことを忘れて、生物医学研究のトレンドや、現実的・実験的に用いや
すいという理由によってのみ、モデルとなる種や現象を選ぶことの先には、陥
穽があると思わざるを得ない。しかし、逆に言えば、その種の特性を理解し、
うまく使うことができれば、良いモデルを作ることができるとも言える。マウ
スにとっての社会性とはどのようなものか、まずこの点に留意しながら、USVs
の意味を精査して用いることで、有用な解釈がもたらされると期待したい。ま



た、そのためには、生物学や神経科学領域の研究のみならず、音声情報の意味
を解析するための情報科学や音響学分野との連携も必須となり、その生物学的
意味の検証には進化生物学や分子進化の領域とも連携する必要性が出てくるだ
ろう。そのような越境的試みを可能にするためにも、多様なジャンルの研究者
がこの研究領域に興味を持ち、参加してくれることを願っている。その一助と
して、本稿が少しでも役に立つことができれば幸いである。 
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