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Effects of isolation on social interactions of inbred mice: Responses to the opponent's sniffing 

Katsunori Kato (110stitute of Psychology, Uliiversity of Tsukuba, Tsuhuba 305-8572, Japal~) 

The responses to sniffing shown by the opponent male in social interactions were examined 

in two inbred strains (BALB/C and C57BL/6) of male mice socially isolated for, 5 weeks. 

Group-housed males paired with each other did not change their ongoing behavior when they 

were sniffed or nosed. In contrast, both grouped and isolated males in group-isolated pairs 

showed strain-specific responses to the opponent's sniffing: escape and facing for C57BL and 

freezing for BALB. Such response tendencies resemble those to unescapable foot-shocks. 

These results comfirm the previous finding that the reactivity to the opponent's contacts is 

enhanced in isolated males, and indicate that a strain-specific tendency to responding in active 

avoidance learning situations might be observed in social interactions. 
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sniffingに対する反応性は低い状態に留まってい

る．ところが，それが隔離飼育によって取り除かれ

るとその反応性が高まり，個体間の探索行動は闘争

行動までエスカレートしやすくなる．

　Banks（1962）は隔離飼育個体同士を出会わせ，闘

争が生じるまでの一連の行動を64コマフィルムで撮

影し，bitingが生じたものと生じなかったものとに

分けて解析した．その結果，biting出現の必要条件

となるような一定の運動系列パターン，すなわち

biti㎎の解発機構をうかがわせるようなものは見出

せなかったが，bitingが生じた事例では個体同士の

探索行動がより強く示される傾向にあることが認め

られた．

　Cairns＆Scho1。（ユ973）は，隔離飼育個体の反応

性に基づく仮説を検証するために，神経遮断薬の

ch1orpromazineあるいは致死量のNembuta1を投与

し反応性を実験的に操作した集団飼育個体を隔離飼

育個体に出会わせた1薬物投与によって集団飼育個

体の反応性が低下した場合でも，隔離飼育個体が社

会的相互作用を最初に開始する程度は殆ど変わらな

かったが，攻撃を仕掛ける隔離飼育個体の割合は

ch1o・p・oma・ineの用量に依存して減少した．また通

常の反応性を示す集団飼育個体と出会わせられ，攻

撃を一度示した隔離飼育個体は，それ以降，相手の

反応性の高さとは無関係に攻撃行動を示すように

なった．それに対して，薬物投与によって無反応に

なった集団飼育個体と最初に出会わせられ，攻撃行

動を示さなかった隔離飼育個体は，それ以降，相手

の反応性に応じて攻撃行動を示すようになった．こ

れらの結果は，隔離飼育による攻撃行動の増大が相

手の反応性に大きく依存していることを明確に示し

た．つまり，探索から闘争へのエスカレーション

は，相手の反応に対する隔離飼育個体の過敏性を介

しているらしい．

　多数の垣交系の存在は実験室マウスの大きな利点

の一つであり，隔離飼育の影響についても系統差が

報告されている．King（1957）は，離乳時から隔離飼

育を行なった場合，C57BL／lOよりBALB／cの方が

攻撃性が高いことを報告した．Bauer（1956）の結果

は，King（1957）とは異なり，攻撃行動全体の出現頻

度では系統差はなかったが，激しい攻撃行動に限る

と，C57BL／lOの方がより多く示す傾向があった．

Pug1isi－A11egra　＆　Cabib（1985）は，BALB／c，

C57BL／6，DBA／2の3種の近交系問で，8週問の隔

離飼育の影響を比較し，攻撃行動増大の程度は

DBA，C57BL，BALBの順で大きく，BALBでは，
隔離飼育の開始時期を4，8，12週齢と変えても，

攻撃行動の増大は殆ど認められなかった．対照的
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に，BALB／c，C3H／He，CBA，C57BL／6，および交

雑系のNMRIを比較したSchneide。，Hoffmam，
Schicknick，＆Montier（1992）はBALBが最も攻撃
的であることを示した．

　本研究では，主にCairnsらの一連の研究に基づ

き，sniffingあるいはnosingといった相手個体の鼻

部による接触に対する反応に焦点を絞り，C57BL／6

とBALB／cという2種類の近交系マウスにおいて隔

離飼育の影響を比較検討した．Cairnsらは初期の研

究において，被験体としてC57BL／lOマウスを用い

ているので，遺伝的に近縁のC57BL／6については類

似した結果が得られることが期待される．

方　法

　動物　筑波大学心理学系動物実験棟において維持

されているC57BL／6とBALB／cの雄各ユ6匹を用い

た．動物は20日齢で離乳した後，5週齢から5週
間，集団飼育条件（各系統12匹ずつ）では2－3匹で，

隔離飼育条件（各系統4匹ずつ）では単独で飼育し

た．飼育ケージは10：OO－22：OO明期の12時間明暗周期

下に置き，餌・水は自由に摂取できた．

　装置　集団飼育用に中型（17．5×24．5×ユ2，5cm），

隔離飼育用に小型（14×26×12．5cm），出会わせテス

ト用に大型（26．5×42．5×20cm）の市販の透明ポリ

カーボネート製ケージを用いた．中型ケージの蓋は

金網製，小型ケージの蓋はステンレスの格子になっ

ており，それぞれ床にはオガクズを敷いた．餌・水

は消費分を週3回補給した．またケージおよび床敷

きは新しいものと週1回交換した．隔離飼育ケージ

の周囲はボール紙で囲い，他個体が見えないように

配慮した．テスト・ケージは上方に引き抜くことが

できる黒色アクリル板により真ん中で仕切ることが

できた．テスト・ケージの蓋は透明アクリル製で，

出会わせテスト時には飼育ケージ同様オガクズを床

に敷いた．

　手続き　各系統において，集団飼育個体同士の組

合せ4ペア，集団飼育個体対隔離飼育個体の組合せ

4ペアを，リッターメートおよびケージメートが組

合せられないように予め決め，動物がユO週齢になっ

た時点で出会わせテストを開始した．テスト前日，

テスト・ケージヘの馴化を行なった．黒色アクリル

板によって仕切られた2つの等しい小部屋に，翌日

出会わせる2個体を1匹ずつ入れ，そのまま1時問

放置した．翌日のテストでは，出会わせる動物を馴

化時同様仕切られた小部屋に入れ，10分後に仕切り

を除去して2個体を出会わせ，そこで生じた2個体

の行動を20分問ビデオ記録した．出会わせテスト終
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Table 1 Behavioral items 

Jerking 

Freezing 

Facing 

Escape 

Kicking 

Others 

No response 

A sudden, sharp movement, especially withdrawal from the opponent. 

Getting stiff or hard. 

Facing suddenly to the opponent. 

Escape from the opponent. 

Kicking the opponent with the hindleg. 

Any response not included the above categories. 

No visible response to the opponent's sniffing. 

Table 2 Responses to sniffing by the opponent 

Strain Pair D i re c ti on N 
Res ponses 

Jerking Freezing Faclng Escape Klcking Others No res. 

C57BL G-G G-G 8
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3.5 

20 
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o
 

oo 
80 948 
7 1 84 O 
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9.8 17 l 

8
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5 149 
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 Total 2 
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24 
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5
 

ll 
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2 8 91.7 
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l .9 
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oO 
3 326 

0.7 78.0 
G- I 4

 Total O 
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56 8 

12 

44 

8
 

30 

2
 

0.7 
lO 85 
3 7 31.4 

G Grouped, I: Isolated 
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はfree・ingが57％で最も多く，その出現率はno

responseの31％を上回った．次いで多かったのは

facingで全体の4％を占めた．

考　察

　本研究では，社会的相互作用における相手個体の

sniffingに対する反応に着目し，近交系マウスにお

ける隔離飼育の影響を検討した．5週間にわたり隔

離飼育された個体では，両系統共，相手の集団飼育

個体によるsniffingに対する反応のうち，no　re－

sponseが減少した．集団個体同士の場合と比較す

ると，no　responseが全体に占める割合はC57BLで

は半減，BALBでは1／3になっていた．この減少率

は，相手の集団飼育個体よりもC57BLでは20％，

BALBでは40％以上も高く，隔離飼育個体のno
response反応の減少が社会的相互作用の結果のみに

よるものではなく，sniffingに対する隔離飼育個体

の反応性の増大に基づくものであることを示唆し

た．これは，Cairnsらの一連の研究結果（Caims＆

Nake1ski，1970，197ユ；Cairns＆Scho1z，1973）と一

致する．

　Cairns（1972）は，C57BL／lOを用いて，視覚，聴

覚，触覚の3種の感覚モダリテイの物理的刺激に対

する反応性を集団飼育個体と隔離飼育個体で比較し

た．その結果，視覚および聴覚刺激に対する反応性

には飼育条件による違いは認められず，触覚刺激に

対してのみ隔離飼育個体が過敏性を示した．隔離飼

育個体の過敏性は社会的相互作用に限られるもので

はなく，接触刺激全般に対するものであるらしい．

ホームケージ内の集団飼育個体は互いに身体を寄せ

合っていることが多く，このような不断の接触が触

覚刺激に対する反応性を低下させている．それに対

して，隔離飼育個体ではこのような馴化が生じない

ため，他個体からの接触刺激に対して過敏になり，

それが社会的相互作用を闘争へとエスカレートさせ

る一因となると考えられる（Cairns，1972）．

　このような隔離飼育個体の触覚刺激に対する過敏

性とその攻撃行動の増大を結びつける考え方には反

論もある．Brain，Benton，＆Bo1ton（ユ978）および

O’Donne1呈，B1anchard，＆B1anchard（1981）は，　雌と

同居させた雄がその同居期問と同じ長さの期問隔離

飼育された個体と同程度かそれ以上の攻撃行動を示

すことを報告した．つまり，もし他個体との接触の

単なる欠如が隔離飼育個体の過敏性をもたらし攻撃

行動を増加させるとすれば，雌との同居によって得

られる他個体との接触は攻撃行動の増加を抑えるは

ずである．しかし事実はそうではなく，他の雄との
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同居のみが攻撃行動の増大を抑制した．この結果

は，隔離飼育個体の過敏さをもたらす要因が，単な

る他個体との接触の欠如ではないということ，そし

て雌との同居が攻撃行動発現に深く関わっているこ

とを示した．

　しかし，雌との同居が離乳直後からの長期隔離飼

育と同質の影響をもたらしているのかどうかは明ら

かではない．なぜなら，それらの研究においては，

攻撃行動を示した個体の割合や，biteやattackなど

限られた攻撃行動パターンの生起頻度や持続時問の

みが着目され，攻撃以外の行動に対する影響につい

ては，それほど研究されていないからである．

Caimsらの他にもKr§iak＆Borgesov倉（ユ973）および

Kr§iak（ユ975）は，離乳時からの長期隔離では，驚惜

反応やfreezi㎎反応，誇張された逃避反応といった

攻撃行動とは全く対照的な行動，Kr§iak（ユ975）によ

ればtimidな行動を示す個体も出現することを見出

している．攻撃以外の行動について詳細な解析を行

えば，離乳直後からの長期隔離飼育と雌との同居で

は，行動への影響が異なっている可能性がある．

　実際，3週問隔離飼育された雄マウスと同期間雌

と同居した雄マウスの社会的相互作用を比較した

Brainet　a1．（1978）の研究では，雌と同居した個体

の方が攻撃行動が多く，攻撃潜時が短いだけではな

く，他個体への探索行動が少なかった．また，Zo㏄hi，

Cabib，＆Puglisi－A11egra（1994）は，雌との同居と隔

離飼育の効果の現われ方が2つの近交系マウス，す

なわちDBA／2とC57BL／6で異なることから，両者

による攻撃行動の増加は同一の現象ではないと結論

した．さらにKato（1996）は，集団飼育された雄の

接触行動に対する反応に関して，ユー2週間隔離飼育

された雄と同期間雌と同居させた雄を比較した．そ

の結果，殆どの隔離飼育個体でevadi㎎やfreezing

といったtimidな反応（Kr§iak，1975）が生じたのに

対して，雌と同居させた個体ではそうした反応は認め

られず，相手個体の接触に対する反応はno　response

が支配的であり，攻撃行動の増加を別にすれば集団

飼育個体と良く似ていた．

　このように社会的相互作用に対する雌との同居と

隔離飼育の影響は質的に異なっている可能性が高

く，他個体との接触の欠如による隔離飼育個体の触

覚刺激に対する反応性の増大が攻撃行動増加の一因

となっている可能性は否定できない．

　集団飼育個体と隔離飼育個体の組合せでは，相手

のsniffingに対してno　responseが減少し，それ以

外の反応が出現するようになったが，興味深いこと

に，その反応傾向には系統差が認められた．すなわ

ち，C57BLでは，集団飼育個体ならびに隔離飼育個
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体共，escapeとfacingが優勢な反応であったのに

対して，BALBではfreezi㎎が優勢な反応であっ
た．

　森・牧野（1994）は，能動的回避学習実験装置のひ

とつであるシャトル箱を用いて，4種の近交系マウ

ス（BALB／c，C3H／He，C57BL／6，DBA／2）の逃避不能

電撃に対する初発反応を調べた．その結果，
BALBでは，彼らがf1inchと名付けた位置移動を伴

わない身体の震えなどが多く，C57BLでは，装置

の2つある小部屋の一方の内部での移動が多かっ
た．

　このようなBALBとC57BLの問の逃避不能電撃
に対する反応傾向の違いは，本研究で見出された相

手個体のs．iffingに対する反応傾向の系統差と類似

している．すなわち，電撃提示場面においても社会

的相互作用場面においても，BALBはその場に留ま

る傾向が強かったのに対して，C57BLでは移動傾

向が強かった．電撃は嫌悪性条件づけで多用される

強い嫌悪刺激であり，この反応傾向の類似は，集団

飼育個体と隔離飼育個体の組合せでは相手個体の

sniffingが嫌悪刺激としての性質をもつようになっ

ていたことを示唆する．

　Sniffi㎎に対する反応傾向の系統差は，同じ嫌悪

刺激であっても遺伝的な基盤によって異なる反応が

生じることを示した．刺激に対する感受性などが系

統問で異なっていた可能性は否定できないが，電撃

に対する初発反応パターンの系統特異性が強度を変

えても維持される傾向にあったこと（森・牧野，

ユ994）から，本研究において見出された相手個体の

s・iffi㎎に対する反応傾向の系統差は反応生成段階

の違いであった可能性が高い．

　様々な近交系マウスあ行動を統一的に記述する枠

組みは，系統内の遺伝的均質性と系統問の行動的差

違の多様性から人問における性格記述の枠組みと対

比させることができる1他者の性格を記述する上

で，その人の社会的相互作用が重要な情報を与えて

くれるのと同様，近交系マウスの社会的相互作用の

遺伝的変異は個々の近交系を特徴づける重要な情報

を与えてくれる．今後は，例数をさらに追加すると

共に，相手のsniffingが嫌悪刺激に変化する過程や

C57BLおよびBALB以外の系統における隔離飼育
の影響を調べて行く必要がある．

要　約

　相手個体のsniffingに対する反応に焦点を絞り，

C57BL／6とBALB／cという2種類の近交系マウスの

雄を用いて，5週間の隔離飼育の影響を分析した．
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集団飼育個体同士を出会わせた場合には，相手の

sniffi㎎に対する反応は，両系統共no・esponseが

支配的であり，相手のsniffingが遂行中の行動を変

えることは殆どなかった．それに対して，集団飼育

個体を隔離飼育個体と出会わせた場合には，隔離飼

育個体，集団飼育個体共に，相手のsniffingが

C57BLではescapeとfacingを，BALBではfreezing

を多く誘発するようになった．この系統特徴的な反

応傾向は回避不能電撃に対するものと類似してい

た．これらの結果は，隔離飼育が他個体のsniffing

に対する反応性を高めるという従来の知見を支持す

ると共に，能動的回避学習場面における反応傾向が

社会的相互作用においても出現する可能性があるこ

とを示した．
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