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はじめに

ヒトはあること（⼼理学ではしばしば刺激と⾔うが）に対していつも
全く同じように反応するわけではない。ヒトや動物が⼈⼯物である機械
と対⽐して考えられるとき、いつもこのことが、まさにヒトや動物であ
ることの特徴として取り上げられる。機械は同じ条件で動かせばいつも
同じように、何度でも繰り返して反応してくれるが、ヒトや動物が繰り
返し同じように反応しないのは、予め設定された通りに動くのではなく、
経験によって学ぶからであり、そこに⽣き物の⾯⽩さがある。こうした
ヒトの性質は機械をもいつまでも単純な機械にとどまらせてはおかなか
った。特に近年では AI が実⽤化され、ヒトのすることとあまり区別がつ
かないところまで来ている。そうした新しいタイプの機械にヒトは驚き、
また興味を持つ。
対⽐効果という現象は、動物がある刺激に対していつも同じように反
応するのではなく、経験の仕⽅によっては違った反応をすることを⽰す
極単純なモデルであると考えられる。⼈間社会で考えれば、たとえば同
じ給料をもらっている⼈でも、以前にもらっていた給料がそれよりも⾼
いのか低いのかによって感じることやそれに基づく⾏動も変わってくる。
以前の給与よりも現在の給与が⾼ければ満⾜し、⾃分が⾼く評価された
と喜ぶであろうし、逆に以前よりも安くなれば不満に思い、時には⼤き
なストレスを抱え込むことになる。Jeffery A. Gray 著の「恐怖とストレ
ス」注 1 は、そうした以前の経験との対⽐で現在がマイナスであると、
「フ
ラストレーション」という名のストレスが引き起こされ、それは⽣得的
な「恐怖」と⽣理的に同じものであることを述べている。著者は院⽣時
代にこのストレス反応をコルチコステロンというホルモンで測定してい

たし、共同研究者であり、師であり、友⼈でもある Papini 教授 注 2 はこ
れを近年 Psychological Pain としてストレスに関連した研究を進めてい
る 注３ 。
本論⽂はそうした対⽐効果に関する脳のメカニズムを探ろうとする 1
つの試みである。これまでに、負の対⽐の基礎となる脳構造として扁桃
体が重要であることは明らかであったが、具体的にどのような機能を担
っているかが明らかでなかった。本研究では、扁桃体のうち発⽣的に古
い領域である中⼼核と、新しい領域である基底外側核とに注⽬し、複数
の実験系を組み合わせることでそれぞれの核が報酬記憶、報酬⽐較、⾏
動制御のうちどの役割を担っているかを明らかにした。
第 1 章では様々報告されている対⽐効果について分類し、その違いに
ついて説明すると同時に、その脳内メカニズムに関する可能性について
⾔及し、過去の研究を概説した。第 2 章と第 3 章では、対⽐効果に関与
する脳部位として有⼒な候補である扁桃体の中⼼核と基底外側核の機能
をそれぞれ停⽌した際に起こる現象を、対⽐効果や関係の⾏動実験を⽤
いて検討した。4 章はこれらのデータをまとめて考察したものである。
もちろん、この論⽂で対⽐効果の脳内メカニズム全容が明らかになるわ
けではないが、その⼀端を明らかにすることに役⽴つのであれば幸いで
ある。

注1）

Jeffery A Gray (1973) 斎賀久敬・今村五郎・篠⽥彰・河内⼗郎（訳）
「恐怖とストレ
ス」

注2）

平凡社

Papini, R.M.教授
ートワース市）

注3）

東京
Texas Cristian University 教授（アメリカ合衆国テキサス州フォ
対⽐効果研究の第⼀⼈者

例えば International Journal of Psychology and Psychological Therapy 6: 189-213

第１章

序論と⽬的

第１節

対⽐効果と扁桃体

対⽐効果

1.1.1 対⽐効果の定義

対⽐効果とは、動物が現在得ているものとは異なる他の報酬を得た経
験を持つとき、そうした経験を持たない動物と⽐較して現在の報酬に対
する反応が異なる現象をいう。例えば、空腹のラットが直線⾛路を⾛る
とき、⼀般には直線⾛路の先端で得られる報酬の量が多い時の⽅が少な
い時より⾛路を速く⾛ることが知られている。しかし、それまで⾛路⾛
⾏の報酬として 10 粒の餌ペレットを得ていたラットの報酬をあるとき
1 粒の餌ペレットに減少させると、そのラットが直線⾛路を⾛る速さは
急速に低下し、それまでずっと１粒の餌ペレットを報酬として得てきた
ラットの⾛⾏速度と⽐較してもずっと遅くなってしまう。すなわち、同
じ 1 粒の餌報酬に対する⾛⾏速度が、それまで得てきた報酬量の経験に
よって異なることになる。この現象は Crespi (1949)によってはじめて報
告され、Crespi 効果として知られているものである。
Crespi 効果は直線⾛路⾛⾏において知られる対⽐効果であるが、ショ
糖溶液のリッキング⾏動においても対⽐効果が⾒られることが知られて
いる。例えば、ラットはとても⽢いショ糖液の⽅をあまり⽢くないショ
糖液よりよく舐めるが、それまで 32％のとても⽢いショ糖液を舐めてき
た空腹のラットは、ショ糖液が４%のあまり⽢くないものに変えられた
とき、そのリッキング数を⼤幅に減少させる。それまでずっと４%のシ
ョ糖液を舐めてきた動物と⽐較しても少なくなってしまう（Fig. 1-1 参
照

詳細は後述）。したがって、対⽐効果はこのようなショ糖液リッキン

グのような完了⾏動（その⾏動を⾏うことそのものが⽬的となっている
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Fig. 1-1

完了⾏動における対⽐効果の例

cSNC: 完了⾏動における継時的負の対⽐
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ような、⽬的を達成するための最終⾏動）に対しても、Crespi 効果のよ
うに道具的⾏動（⽬的を達成するために⾏われるが⽬的そのものではな
く、それ以前に配置された⾏動を完了⾏動の対⽴概念として欲求⾏動と
呼ぶが、欲求⾏動も含めて、道具的条件付けを構成する⾏動として、こ
の分野の慣例に従って道具的⾏動と呼ぶことにする）に対しても同様に
⽣起することが知られている。いずれにしても対⽐効果を構成する重要
な要件は、他の報酬量を経験していない個体と⽐較してその⾏動が異な
るという点にある。Crespi 効果が⾒いだされた 1940 年代は⾏動主義の
台頭で、同様の刺激や強化⼦に対して起こる異なった反応をどのように
説明するのかは重⼤な関⼼事だったと考えられる。
さらに、対⽐効果を考える際にその対象となる⾏動をことさら完了⾏
動と道具的⾏動の２つに分けるのは、古典的条件付けと道具的条件付け
の異なるメカニズムを考えるほかに、当時同様に⼼理学に影響を及ぼし
はじめていたエソロジーの影響があるとも考えられるが、後に述べるよ
うに脳損傷や薬物投与によって起こる対⽐効果への影響がどちらの⾏動
であるのかによって異なるからである。さらにそれらの効果は、対⽐効
果がどのように引き起こされたものであるか（後に述べる継時的か、同
時的か、あるいは予期的か）によっても異なることが知られている。し
たがって、⼀様に対⽐効果と⾔っても、そしてそれが前述したような同
⼀の定義にあてはまっていたとしても、すべてが同様のメカニズム（⼼
理的、脳構造の両⽅の意味において）で⽣起するものではなく、むしろ
様々な点で異なっていると考えるべきである。

1.1.2 様々な対⽐効果

前述したように対⽐効果には完了⾏動によるものと道具的⾏動による
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ものがあり、脳損傷や薬物投与による効果が異なることが知られている
が、その他にどのような⼿続きで対⽐効果が引き起こされたかによって
分類することができる。対⽐効果を⽣起させる⼿続きとして 3 つのもの
が知られている。継時的対⽐、同時的対⽐、予期的対⽐である。さらに、
その⾏動が結果として減弱される負の対⽐と逆に結果的に増強される正
の対⽐とがある。したがって現在までに考えられる対⽐効果には、完了
⾏動によるものなのか道具的⾏動によるものなのか、継時的なのか同時
的なのか、それとも予期的なのか、さらに負なのか正なのかによって、
２×３×２で 12 種類のものが存在することになる(Table 1-1 参照)。し
かし現実には、未だ報告されていないものや出現する条件が厳しいもの
などもある。

1.1.3 継時的対⽐

これらの中でもっともよく研究されているのが、継時的対⽐であろう。
継時的対⽐は最初の例であげたように、時間軸上のある時点でこれまで
経験したものと異なる報酬に出会った動物の反応が、それまでずっと同
様の報酬を経験してきた動物と⽐較して異なる現象である。例えば、前
述の Crespi 効果は直線⾛路⾛⾏という道具的⾏動における継時的対⽐
で、⾛路⾛⾏の速度は低下するため負の対⽐効果だといえる。したがっ
て、Crespi 効果は「道具的⾏動における継時的負の対⽐ (instrumental
successive negative contrast; iSNC)」であるという。これに対して、同様
に前述し たシ ョ糖液 のリッ キン グ⾏動 におい て 32％液を経 験した後
４%をリッキングすることになったラットのリッキング数が最初から
４%をリッキングしてきたラットよりも少なくなってしまう例は「完了
⾏動における継時的負の対⽐（consummatory successive negative

4

5

Table 1-1 様々な対⽐効果

contrast; cSNC）」であるという。Fig. 1-1 はこの cSNC の例を⽰したも
のである。Day10 までそれぞれの群の被験体は 32％もしくは 4％ショ
糖液をリッキングするが、day11 以降すべての動物に与えられるショ糖
液は 4%である。Day11 で cSNC が⾒られている。
継時的対⽐では負の対⽐がよく観察されるが、正の対⽐を観察するこ
とは⽐較的困難である。これには２つの原因があると考えられている。
１つは天井効果である。⽐較上⼩さな報酬価であったとしても、動物に
とっては報酬であり、それに対して次第にパフォーマンス（リッキング
数やレバー押し、⾛⾏速度など）は向上していく。それがその動物の最
⼤値に近いところまで達してしまうと、報酬がより報酬価の⾼いものに
シフトしたとしても、さらなるパフォーマンスの向上は運動⽣理学的制
約があり困難である。もう⼀つは、報酬がシフトした際に、その報酬は
動物がそれまでに慣れたものではなく、はじめて経験するものであるた
め、それに対する新奇恐怖(neophobia)が⽣じてしまう可能性である。
Annicchiarico et al. (2016)は、これらの要因を可能な限り排除すること
で完了⾏動における継時的正の対⽐を観察した。

1.1.4 同時的対⽐

同時的対⽐では、動物は毎⽇のセッションで何度も 2 つの報酬に接す
ることになる。たとえば、完了⾏動での同時的対⽐は次の様に観察され
る。箱に⼊れられたラットは、１分間第 1 のリッキングチューブから 32％
のショ糖液を舐めることが許される。その後 1 分経つとそのチューブが
格納され、代わりに第 2 のチューブが出てきてこんどは４%のショ糖液
を舐めることができる。1 分経つとまた第 1 のチューブにもどり、さら
に 1 分経つとまた第 2 のチューブが出てくる。これを何度か繰り返すが、
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コントロールの動物は第 1 のチューブからも第 2 のチューブからも 32％
か４%かどちらか 1 種類の濃度のショ糖液を舐めるのみである。すると、
両⽅の濃度のショ糖液を交代に舐めている動物のリッキング回数は、
32％のとき 32％のみを経験している動物よりもより多く舐め（正の対
⽐）、４%のとき４%のみを経験している動物よりも少なく舐める（負の
対 ⽐ ）。 前 者 が 「 完 了 ⾏ 動 に お け る 同 時 的 正 の 対 ⽐ (consummatory
simultaneous positive contrast) 」、 後 者 が 「 同 時 的 負 の 対 ⽐
(consummatory simultaneous negative contrast)」である。
道具的⾏動の実験においては⽩と⿊の直線⾛路を⽤いて、⼀⽇に複数
回⾛路の先端に報酬⽤の餌をおいて⾛路⾛⾏を学習させるものがある。
この際、⽩⿊⼀⽅の⾛路では１粒を報酬とし、他⽅では８粒を報酬とす
る。コントロールの動物では、⽩⿊どちらの⾛路を⾛る際の報酬も１粒、
あるいは８粒で統⼀されている。こうした条件で、⽩⿊の⾛路をそれぞ
れ別の報酬量で⾛⾏する動物は報酬量の多い⾛路を⾛る際の速度が報酬
量の少ない⾛路を⾛るときと⽐べて早いばかりではなく、⽩⿊ともに８
粒の報酬量で⾛⾏している動物と⽐べても速く⾛る。逆に、少ない報酬
量の⾛路を⾛るときの⾛⾏速度は多い報酬量の⾛路を⾛る際よりも遅い
ばかりでなく、常に１粒の報酬量で両⾛路を⾛る動物よりも⾛⾏速度が
遅くなる。前者が「道具的⾏動における同時的正の対⽐(instrumental
simultaneous positive contrast)」、後者が「同時的負の対⽐(instrumental
simultaneous negative contrast)」である。この実験の場合、⽤いられる
報酬は数こそ違うものの質的には同様の報酬餌である。したがってこれ
に対する新奇性はないものの、実験による試⾏数が多くなると 8 粒のみ
を報酬としてもらうコントロール動物の⾛⾏速度が最⼤に近づくため、
正の対⽐は観察されにくくなる。

7

1.1.5 予期的対⽐

予期的対⽐の基本的なパラダイムは以下のようなものである。例えば
空腹なラットに箱の中で 3 分間４%のショ糖液を舐めさせ、そのリッキ
ング数をカウントする。しばらく休憩させた後に、同様の箱の中で同じ
く 3 分間ショ糖液を舐めさせるが、このとき半数のラットにははじめと
同じ４%のショ糖液を舐めさせる⼀⽅で、残りの半数には 32%のとても
⽢いショ糖液を舐めさせる。これを 10 ⽇ほど続けると、休憩後に 32％
を舐められる群のラットが最初の４%液を舐めるリッキング数は、４%
しか経験しない(休憩の前後で４%ショ糖液)群のラットと⽐較して減少
してしまう。これが「完了⾏動での予期的負の対⽐(anticipatory negative
contrast; ANC)」である。同時的対⽐と異なるのは、両溶液へのセッシ
ョンが 1 ⽇⼀回ずつのみであるという点である。
被験体のラットは４%-32％を毎⽇繰り返し経験することになるため、
前⽇の 2 回⽬のリッキングから当⽇の 1 回⽬のリッキングを考えると、
継時的にダウンシフト（32％から４%への変化）が起こっていることに
なり、すなわち予期的対⽐は実際には予期的なのではなく、前⽇の２つ
⽬の⽢い液体からの継時的負の対⽐が起こっているのではないかと疑う
こともできる。しかし実際にはそうではなく、やはり同⽇の、次にやっ
てくるより⽢い液体を予期して起こっていることが明らかになっている。
Flaherty et al. (1986)は、これを確かめるために巧妙に計画された被験
体内要因の実験を⾏った。すべてのラットに 0.15%サッカリンを与え、
短い休憩時間の後に 32％ショ糖液を与える⽇と同じ 0.15％サッカリン
を２度与える⽇を交互に設け、隔⽇の最初に 0.15％サッカリンを舐める
回数を⽐較した。もし前⽇からの継時的対⽐が起こっているのだとする
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と、2 回⽬も同じサッカリンを舐める⽇に第１の 0.15％サッカリンを舐
める回数が抑制されるはずである。逆に同⽇の、次にやってくる 32％シ
ョ糖液を予期して⾏動抑制が起こるのだとすると、続いて 32％ショ糖液
が与えられる⽇に 0.15%サッカリンを舐める回数が抑制されるはずであ
る。結果として 0.15％サッカリン溶液を舐める回数の抑制は 32％ショ
糖液が与えられる⽇に起こった。すなわちこの現象が前⽇からの継時的
対⽐ではなく、その⽇に来る、より報酬価の⾼い 32%ショ糖液を予期し
ての予期的対⽐であることが明らかになったのである。
道具的⾏動における予期的対⽐については、完了⾏動における実験と
は少し異なる⽅法でハトを⽤いた実験で負の対⽐効果が確認されている。
しかし、同様の⼿続きでラットを被験体とすると正の対⽐になってしま
うことが報告されており(Williams, 1990)、ラットでは完了⾏動と同様の
⽅法による予期的負の対⽐効果は確認されていない。また、この Williams
(1990)のハトの実験以外では予期的正の対⽐は報告されていない。

1.1.6 対⽐の原理

対⽐効果が起こるためには少なくとも３つの機構が関与していると考
えられる。第 1 に経験した報酬事態を記憶、保持する機構（報酬記憶機
構）。第 2 に現在の報酬事態と過去に経験した報酬とを⽐較する機構（報
酬⽐較機構）。そして第 3 にその結果を⾏動に反映させ、⾏動を強めたり
弱めたりする機構（⾏動制御機構）である(Fig. 1-2)。ただし、これらの
機構がこれまでに述べたすべての対⽐効果において同様の様態で関与し
ているというわけではなく、またそれぞれの役割を担う神経系や⽣理的
メカニズムも同様であるとは限らない。例えば継時的対⽐における報酬
量変化は通常、⽇をまたいで起こるため、記憶や⽐較の機構には中枢レ
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ベルのものが介在すると考えられる。⼀⽅、同時的対⽐においては 2 つ
の報酬を分単位の⽐較的短い時間で繰り返し交代させるため、末梢の感
覚器官における感受性の関与が問題にされる。ショ糖液の濃度が 32％か
ら４%に変化する際、その間隔が短ければ４%のショ糖液の⽢さは４%
ショ糖液そのものが持っている絶対的な⽢味よりも弱く感じられる。こ
れは末梢の感覚器官で起こっていることであり、この感覚器官で起こっ
た⼊⼒に応じた⾏動を動物が⾏っているのではないかという議論である。
この場合、記憶機構と報酬⽐較機構の境界は曖昧で、感覚器官の中で同
時に処理されていると考えられる。しかしそれも、完了⾏動においては
そうであるかもしれないが、道具的⾏動においては報酬の変化として主
に餌の量的変化が⽤いられるため、これを感覚器官レベルで説明するの
は困難である。
また、継時的負の対⽐や同時的負の対⽐においてはその⾏動制御機構
としてフラストレーションのような負の情動の存在が指摘されることが
多いが、予期的対⽐においては様々な実験的な証拠から負の情動の関与
については否定的である。例えば、Flaherty & Rowan (1988)は cSNC を
減 弱 す る こ と が 知 ら れ て い る benzodiazepine 系 抗 不 安 薬 で あ る
chlordiazepoxide が ANC に対して何ら効果を持たないことを報告して
いる。
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報酬情報

報酬記憶機構

報酬⽐較機構

⾏動制御機構
（正の情動）

正の対⽐効果
等？

⾏動制御機構
（負の情動）

⾏動制御機構
（ ？ ）

負の対⽐効果
等？

Fig. 1-2 対⽐効果が起こるために必要と考えられる機構の概念図
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1.1.7 対⽐効果と脳内メカニズム
1.1.6 で述べた３つの機構を担う⽣理学的メカニズムのうち、これを担

う脳内部位としていくつかの候補が考えられている。これらの脳部位は、
その脳部位の機能を何らかの⽅法によって低下もしくは停⽌、あるいは
活性化させることによって対⽐効果が減弱もしくは消失、あるいは増幅
されることによって特定されたものである。
対⽐効果を考える際にどうしても記憶の関与を考えざるを得ないこと
から、海⾺の損傷実験が⾏われている。しかし、前述したように海⾺損
傷の対⽐効果に及ぼす効果は完了⾏動と、道具的⾏動とで異なっている。
海⾺損傷によって iSNC は⾒られなくなるが(Franchaina & Brown, 1971,
Flaherty et al., 1989, Flaherty et al., 1998, Kirk et al., 2017)、cSNC は影
響を受けない(Kramarcy et al., 1973, Flaherty et al., 1989, Flaherty et al.,
1998) 。 海 ⾺ 損 傷 に よ っ て cSNC が 消 失 し た と の 報 告 も ⼀ 部 あ る が
（Murphy & Brown, 1970）、この実験に⽤いられた動物は他の実験で⽤
いられた後に cSNC 実験に⽤いられており少し特殊である。海⾺損傷が
影響する iSNC の実験は直線⾛路で⾏われており、この現象には場所に
関 連 す る 記 憶 が 関 与 し て い る の か も し れ な い 。 Franchaina & Brown
(1971)の実験では海⾺損傷により、iSNC は完全に消失してしまった。
iSPC についても同時に検討されているが、この実験においては偽⼿術
の動物でも iSPC を観察できなかったため、海⾺損傷の効果は不明であ
る。Kirk et al. (2017)は、完全な iSNC の実験ではないものの、直線⾛路
における報酬量低下の場⾯で海⾺⻭状回を損傷した動物が⾛⾏速度低下
を⽰さなかったことを報告している。しかし、Flaherty et al. (1989)の研
究では、毒性のある colchicine を使って海⾺⻭状回の顆粒細胞層を損傷
したラットが被験体として⽤いられたが、放射状迷路学習には影響が現
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れたものの、cSNC や同じ完了⾏動を対象とした ANC に影響を与える
ことはなかった。海⾺への⼊⼒系である嗅内野の損傷も海⾺損傷同様
iSNC を消失させてしまうが、cSNC には影響を与えなかった（Flaherty
et al.,1995）。
中隔損傷も海⾺損傷同様 cSNC に影響を与えなかった（Flaherty et al.,
1979）が、道具的⾏動については実験されておらず、不明である。
海⾺損傷が cSNC に影響せず、iSNC を消失させるのに対して、逆に
損傷すると iSNC には影響しないが、cSNC を消失させる脳部位がある。
その 1 つは橋の腕傍核（parabrachial nucleus）である。Grigson et al.
(1994)は腕傍核を損傷したラットでは報酬のショ糖液を 32%から４%
に変化させたときのリッキング数が、もともと４%ショ糖液を報酬とし
ていたラットと同様のリッキング数まで減少したものの、それ以下には
ならなかったことを報告している。すなわち cSNC が消失してしまった
のである。しかし同じ損傷を施しても iSNC が消失することはなかった。
また、腕傍核から神経投射を受ける味覚視床(the parvicellular region of
the ventroposteromedial nucleus of the thalamus)の損傷も同様に iSNC
に影響を与えることがない⼀⽅で、cSNC を消失させることが知られて
いる（Sastre & Reilly, 2006）。⾆から延髄の孤束核を通って、腕傍核、味
覚視床と続く神経経路は味覚神経が味覚中枢へと情報を伝える経路であ
り、視床からは⼀次味覚中枢である島⽪質(insula cortex)へと繋がる経路
と、扁桃体(BLA)へと繋がる経路がある。島⽪質への投射は味感覚を伝
える経路、扁桃体への経路は味の⼀時的な評価をするための経路である
と考えられている。そして島⽪質の損傷によっても cSNC が消失する
(Lin et al., 2009)ことが報告されている。また、味覚視床へ情報を送って
いる傍腕核からも扁桃体(CeA)への神経投射があることが知られている。
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以上のようなことを踏まえると、少なくとも完了⾏動での cSNC にお
いては扁桃体の重要性を予測することができる。実際、扁桃体損傷や扁
桃体不活性化の影響は報告されており、それは完了⾏動に関するものだ
けでなく道具的⾏動についても報告されているが、これについては本章
第 2 節または第 2 章以降で概説する。
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第２節

対⽐効果と扁桃体

1.2.1 扁桃体

扁桃体(amygdala)は両側の側頭葉内側部深くに存在する神経細胞の集
まり（核）で、アーモンド（中国語で扁桃）型をしているためこの名前
が付けられた。古くは 1 つの核組織と考えられ⽇本語で扁桃核と呼ばれ
ていたが、のちに複数の核の複合体であると考えられるようになり、扁
桃体あるいは扁桃複合体(amygdaloid complex)などと呼ばれるようにな
った。
扁桃体は前述したように複数の核の複合体であり（Fig. 1-3）、中⼼核
(central nucleus; CeA)、⽪質核(cortical nucleus)、内側核(medial nucleus)
や外側核(lateral nucleus)、基底外側核(basolateral nucleus; BLA)、基底
内側核(basomedial nucleus)など⼗数の核からなっている。これらのうち
内腹側に位置する中⼼核(CeA)、⽪質核、内側核の 3 つの領域は中⼼⽪
質内側領域(centrocorticomedial division)と呼ばれ進化的に古い領域と
考えられてきた。⼀⽅、外側核、基底外側核(BLA)、基底内側核の 3 つ
の核は基底外側領域(basolateral division)と呼ばれ、進化的に新しいと考
えられている。
「基底外側」という名前が核をまとめた領域と単⼀の核の
両⽅ に⽤ いら れて おり 混乱 する が 、そ のた め か BLA は基 底核(basal
nucleus)、基底内側核は副基底核(accessory basal nucleus)とも呼ばれて
いる。
扁桃体への⼊⼒はそれぞれの核が特徴的に担っているが、感覚系の⼊
⼒は主に基底外側野が担っている。聴覚、視覚、体性感覚、味覚嗅覚な
ど、視床経由のものもあれば、視床へ⾏くルートと別れて直接⼊⼒され
るものもある。味覚、痛覚、内臓感覚は脳幹部から直接中⼼核へ⼊⼒す
るものがある。前頭⽪質からの⼊⼒は中⼼核へ⼊るものと基底外側核に
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内側前頭前野・

脳幹・
腹側海⾺

CeA

視床下部

La
M

BLA
AB

CO

感覚系

Fig. 1-3

扁桃体内の主な核と主な⼊出⼒系と核間の連絡
CeA:中⼼核

La:外側核

M:内側核

BLA:基底外側核
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CO:扁桃⽪質
AB:内側基底核

⼊るものの両⽅がある。
⼀⽅、出⼒系の主なものは⼤きく分けると 2 つである。1 つは中⼼核
からのもので、脳幹部へ投射してモノアミン系起始核に働くものや情動
反応を惹起するもの、分界条を介して視床下部へ投射しホルモン分泌を
促すもの、その他背側運動核や迷⾛神経に関与するものなどがある。も
う⼀つはおもに基底外側からの出⼒で、こちらは前頭⽪質や連合野など、
より⾼次脳への出⼒になっている。前者の⽅がより古い組織であること
を反映するように、より基礎的な機能のための出⼒となっている。
扁桃体内部の核同⼠はおよそ双⽅向の連絡を持っているが、それには
濃淡があるようである。例えば、各感覚系からの⼊⼒は主に外側核に⼊
るが、外側からの出⼒系である中⼼核への直接的な経路は細く、基底外
側核を通して中⼼核へ繋がるルートの⽅が太い。

1.2.1 対⽐効果と扁桃体

扁桃体のうち、進化的に古い領域である中⼼⽪質内側領域を⼤きく損
傷すると、cSNC 効果は減弱もしくは消失してしまうことが明らかにさ
れている（Becker et al., 1984）。また GABAA 受容体にアロステリック効
果を持つ diazepam の扁桃体内微量投与も cSNC を減弱させることが報
告されている（Liao & Chuang, 2003）。iSNC についての実験でも、扁桃
体への操作がこの現象に影響を及ぼすことが知られている。Salinas et al.
(1993)は多くの報酬を使って直線⾛路を⾛るよう訓練した動物の報酬
を突然減少させ、その第 1 ⽇にナトリウムチャネルを可逆的に阻害して
神経伝達を短時間⽌める lidocaine(LID)を⽤いて⼀時的に扁桃体の働き
を停⽌させた。すると動物は iSNC を⽰したもののその後の⾛⾏速度の
回復が早いことが明らかになった。Salinas & McGaugh (1996)では、報
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酬量を減少させた直後に扁桃体に GABA A 受容体アンタゴニストである
bicuculline を微量投与することで逆に iSNC がより強く現れることが明
らかになっている。さらに、扁桃体の部位を限局したイボテン酸（神経
毒）による損傷実験では、損傷された部位によって iSNC に対する効果
が異なることが明らかにされている。扁桃体中⼼核(CeA)の損傷は iSNC
効 果 を 強 化 す る が 、 逆 に 基 底 外 側 核 (BLA)は iSNC 効 果 を 減 弱 し た
(Salinas et al., 1996)。これらの結果は、扁桃体からの出⼒が iSNC や
cSNC 場⾯における報酬量（価）減少によって引き起こされる負の情動
に重要な役割を担っていることや扁桃体内の核によってその働きが異な
ることを⽰唆している。実際、核の損傷効果については⽭盾する報告も
ある。Hatfield ら(1996)は BLA 領域の損傷が単純な欲求性の条件付けや
味覚嫌悪学習にも影響を及ぼさない⼀⽅でダウンシフトによる影響は消
失させてしまうことを報告している。
以上のように、扁桃体が cSNC や iSNC に何らかの重要な役割を果た
していることは明らかであるが、その働きが何であるのかは明確でない。
また、cSNC と iSNC でもその働きが異なる可能性もある。したがって、
対⽐効果における扁桃体の役割を理解するためには、まず対象とする現
象を絞り、また同時に複数の実験を組み合わせることによって検討して
みる必要がある。
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第３節

本研究の⽬的

報酬の経験の違いにより対象となる報酬への反応が異なる対⽐効果と
いう現象がある。分類により様々ものがあり、それぞれの現象を担う脳
部位も様々であることが考えられる。その中で扁桃体はいくつかの対⽐
効果に関わっている可能性があることがこれまでの実験で⽰唆されてい
る。しかし、対⽐効果に必要と考えられる 3 つの機構、すなわち報酬記
憶、報酬⽐較、⾏動制御の機構のいずれに関与しているのかはまだ明ら
かにされていない。とくに扁桃体は多くの核からなる複合体であり、そ
れぞれで情報の⼊出⼒に特徴がある。したがって、扁桃体もいくつかの
部位に分類し、それぞれの部位で働きが異なることも検討しなければな
らない。
そこで本研究では、特に⽐較的多くの研究がなされている完了⾏動に
おける継時的負の対⽐効果(cSNC)を中⼼として、その他性質の異なる予
期的負の対⽐（ANC）、⾃動反応形成（AS）とその消去、無条件の不安
や恐怖などの負の情動を測定すると考えられるオープンフィールド（OF）
などを組み合わせて実験を⾏うことで、対⽐効果における扁桃体の役割
について検討することを⽬的とした。扁桃体はその発⽣学的、また⼊出
⼒の構造の違いから中⼼⽪質内側領域と基底外側領域の 2 つに分け、そ
れぞれその代表的な核である中⼼核(CeA)と基底外側核（BLA）とにそ
れぞれ、可逆的、もしくは⾮可逆的な障害を与えることでその機能につ
いて検討した。
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第２章

ラットの完了⾏動対⽐効果における
扁桃体中⼼核の役割

第1節

本章の序と⽬的

2.1.1 道具的⾏動における継時的負の対⽐と扁桃体

ナトリウムチャネルブロッカーである lidocaine(LID)を扁桃体内に微
量投与することによって引き起こした可逆的障害は道具的⾏動の報酬量
減少場⾯に⾒られる⾏動変化を減弱または消失させることが報告されて
いる。直線⾛路を⾛るラットの報酬を 10 粒から 1 粒に変化させたとき
にラットは⾛⾏速度の低下を⽰し、その速度は 10 粒の報酬を経験せず
常に 1 粒の報酬に向かって同じ直線⾛路を⾛るラットと⽐較しても遅く
な る 。 こ れ は 道 具 的 ⾏ 動 に お け る 継 時 的 負 の 対 ⽐ (instrumental
successive negative contrast; iSNC) と 呼 ば れ る 現 象 で あ る (Flaherty,
1996)。Salinas et al. (1993)は同様の実験において報酬量減少の第 1 ⽇
に LID もしくは溶媒を扁桃体内に投与したが、どちらの薬物を投与され
たラットも同様の⾛⾏速度抑制、すなわち iSNC を⽰した。しかし、LID
を投与されたラットの⽅がその後の回復が早いことが明らかになった。
同様の⽅法を⽤いた別の実験(Salinas & McGaugh, 1996)においては、報
酬量減少の最初のセッション直後に扁桃体に微量投与した GABAA 受容
体アンタゴニストである bicuculline が iSNC 現象を強めることが明らか
になっている。さらに、扁桃体の部位を限局した ibotenic acid(イボテン
酸 神経毒）による損傷実験では、損傷された部位によって iSNC に対す
る効果が異なることが明らかにされている。扁桃体中⼼核(CeA)の損傷
は iSNC 効果を強化するが、逆に基底外側核(BLA)は iSNC 効果を減弱
した(Salinas et al., 1996)。しかし、⼤変興味深いことに、報酬量減少直
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後の反応にはどちらの部位の損傷も効果を持たなかったのである。

2.1.2 完了⾏動における継時的負の対⽐と扁桃体

完 了 ⾏ 動 で の 継 時 的 負 の 対 ⽐ （ consummatory successive negative
contrast; cSNC）においても扁桃体への同様の操作による類似した結果
が報告されている。cSNC は、例えばショ糖液のリッキングのような完
了⾏動においてとても⽢いショ糖液、すなわち報酬価の⼤きなものを経
験することによって、あまり⽢くないショ糖液、すなわち報酬価の低い
ものに対するリッキングのような完了⾏動が⼤きな報酬価を経験しなか
ったコントロールと⽐較して抑制される現象である（Flaherty, 1996）。
扁桃体中⼼内側野を⼤きく損傷すると、cSNC 効果は減弱もしくは消失
してしまうことが明らかにされ（Becker et al., 1984）、また GABAA 受容
体にアロステリック効果を持つ diazepam の扁桃体内微量投与も cSNC
を減弱させることが明らかにされている（Liao & Chuang, 2003）。
これらの結果は、扁桃体からの出⼒が iSNC や cSNC 場⾯における報
酬量（価）減少(ダウンシフト)によって引き起こされる負の情動に重要
な役割を担っていることを⽰唆している。さらに、ベンゾジアゼピン
(benzodiazepine) 系 薬 物 の 末 梢 投 与 実 験 に よ っ て ⽰ さ れ た よ う に 、
GABAA 受容体は iSNC、cSNC 両⽅の状況におけるダウンシフトへの反
応調節に関与している（cSNC の場合：Flaherty & Driscoll, 1980; Flaherty
et al., 1990; Pellegrini et al., 2004; Freet et al., 2006; Ortega et al., 2014、
iSNC の場合：Rosen & Tessell, 1970、Vogel & Principi, 1971）。しかし、
iSNC と cSNC に対する扁桃体操作の効果は 1 つの点で⼤きく異なる。
扁桃体出⼒の遮断は、iSNC 場⾯（Salinas et al., 1993）におけるダウン
シフトに対する最初の反応に影響を与えていないようであったが、
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cSNC ではダウンシフト後最初のセッションで反応を⼤きく減弱させた
のである(Becker et al., 1984)。このような両場⾯における⾏動的、ある
い は 神 経 ⽣ 物 学 的 操 作 の 影 響 の 違 い は し ば し ば ⾒ ら れ る （ Flaherty,
1996）。例えば、海⾺や側坐核の損傷は cSNC に明らかな影響を及ぼさ
ない⼀⽅で iSNC を消失させてしまう（Flaherty et al., 1998; Leszczuk &
Flaherty, 2000 ）。 逆 に 、 味 覚 視 床 (the parvicellular region of the
ventroposteromedial nucleus of the thalamus)の損傷は iSNC に影響を与
えることがない⼀⽅で cSNC を消失させることが知られている（Sastre
& Reilly, 2006）。
しかしながら、iSNC と cSNC 両現象における扁桃体機能操作の実験
はそれぞれ異なる⽅法（LID 微量投与と電気損傷）に基づいたものであ
った。 そこで本実験ではまずこれまで対して⾏われていない報酬量減少
直前にのみ回復可能な CeA ⼀時不活性化を施すことで、cSNC における
CeA の役割を明らかにすることを⽬的とした。不可逆的損傷と⽐較して、
この⽅法は、機能不活性化の前後において扁桃体が正常な状態で完了⾏
動が起こるという利点がある。

2.1.3 予期的負の対⽐と扁桃体

LID 微量投与によるダウンシフトに対する CeA 不活性化の影響の特
徴をより明らかにするために、予期的負の対⽐（anticipatory negative
contrast; ANC）およびオープンフィールド(open field; OF)における扁
桃体不活性化の効果についても同様に検討した。ANC 課題は、cSNC で
使⽤されたのと同じ報酬が⽤いられるが異なる⼿順で提⽰されるもので
ある（Flaherty, 1996）。ANC 実験では、被験体はわずかな時間をおいて
毎⽇ 2 回ショ糖液をリッキングする試⾏(1st bottle 及び 2nd bottle)を与
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えられるが、４%ショ糖液(1st bottle)へのリッキング試⾏の後に 32％シ
ョ糖液（2nd bottle)が提⽰される群（4-32 群）の被験体が 1st bottle の４%
ショ糖液をリッキングする回数は、1 st、2nd 両 bottle において４%ショ
糖液をリッキングする群（4-4 群）の被験体よりも抑制され少なくなる。
このようなリッキング数の抑制は、前⽇に舐めた 32%ショ糖液からの継
時的な報酬価低下（ダウンシフト）のためではなく、
「これから来る」32%
ショ糖液の相対的に⾼い報酬価に依存していることが明らかにされてい
る（Flaherty et al., 1995）。ANC は毎⽇のセッションの積み重ねによっ
て発現し、benzodiazepine 系抗不安薬（Flaherty & Rowan, 1988）や
corticosterone（Ruetti et al., 2009）のような cSNC 現象を消失、低減、
または増強させる薬物投与の影響を受けないことが知られている
(Coppotelli & Flaherty, cited in Flaherty, 1996, p. 121)。Flaherty（1996）
は ANC が順向性の現象であることを⽰唆した。すなわち、1 ⽇のうち最
初のショ糖液のリッキングは、より⼤きな価値を持つ次の報酬（32％シ
ョ糖液）を予期することによって抑制される。したがって、ANC には報
酬価の切り下げが伴うものの、負の情動を伴っているという証拠は存在
しない。以上のようなことから、扁桃体の不活性化は ANC に影響を及
ぼさないであろうと予想することができる。

2.1.4 オープンフィールド⾏動と扁桃体

OF テストは不安や恐怖のような負の情動を⽰す⾏動を誘導すること
が知られている（Suarez & Gallup, 1981; Pare, 1994; Ramos, 2008）。 明
るく照明された OF 内に置かれたラットは装置内中⼼部での活動を減少
させ、無条件性の恐怖の⾼まりを⽰した（Bouwknecht et al., 2007）。OF
に置かれたラットの BLA において c-Fos 発現量が増加を⽰すという報
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告もある（Hale et al., 2006 ）。これらの結果は、OF テスト前に扁桃体
を不活性化させることが OF 中⼼部における活動を増強する可能性を⽰
唆するものである。
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第2節

本章の全体的⽅法

2.2.1 被験体

被験体として 48 匹の Wistar 系ラットを⽤いた。実験的にナイーブな
被験体で、実験開始時に 90 ⽇齢であった。これらの被験体は、Harian
Labs(Indianapolis, IN, USA)から導⼊され、Texas Christian University
Psychology Department 内の動物実験施設内で繁殖、飼育されたもので
あった。被験体は⽣後 40 ⽇齢までポリカーボネート製ケージ内で同性
のグループで飼育され、後に個別ケージに移された。飼育室の環境は⾃
動制御され、室温 18-23℃、湿度 50％にたもたれていた。明暗サイクル
は 12：12-h（07：00 明期開始）であった。実験はすべて明期に⾏われ
た。被験体は実験期間中でも⾃由に飲⽔することができたが、⾷餌はお
よそ 90 ⽇齢以降制限され、⼿術以前には⾃由摂⾷時の 90％、⼿術後に
おいては⾃由摂⾷時の 81％〜84％を維持するよう調節した。このような
段階的⾷餌制限を⾏ったのは、術後回復期間を可能な限り減らし、装着
したカニューレの脱落事故数を最⼩限にとどめるためである。毎⽇の餌
は実験終了後少なくとも 15 分経ってから与えられた。毎⽇与えられる
餌の量は当研究室の過去のデータに基づいた公式によって求められた。
被験体の体重を毎⽇計測し、得られたデータを計算式に当てはめて当⽇
の餌の量を決定した。
実験１で⽤いられた被験体は、実験１のすべてのセッションが終了し
た後、順次次の実験（実験 2、実験 3）に⽤いられた。

2.2.2 装置
条件付け箱

装置として、８台の条件付け箱（MED Associates, St. Albans, VT, USA）
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を⽤いた。条件付け箱はアルミニウムおよびプレキシグラスでできてお
り、⼤きさは 29.4 × 28.9 × 24.7 cm (L × H × W)であった。床⾯
は、リッキングチューブが設置された給⽔壁に対して垂直⽅向に 1.2 cm
間隔で並べられた直径 0.5 cm のステンレス製ロッドでできていた。床下
におかれた糞⽫にはコーンコブ（トウモロコシの芯を粉砕したもの）が
敷き詰められ、これによって糞や尿が受け⽌められるようにした。コー
ンコブは必要に応じて取り替えられた。給⽔壁の、床から 3.5cm の⾼さ
には内径 1×２cm（W×H）の楕円系の⽳が左右２つ開けられ、この⽳
からリッキングチューブ（直径 1cm）がコンピュータプログラムにした
がって出し⼊れされた。室内灯（GE 1820）が装置天井の真ん中に取り
付けられ装置内を照らした。装置を制御するコンピュータが隣室に置か
れ、リッキングチューブの出し⼊れを制御するとともに、被験体のリッ
キングチューブへのリッキング反応を記録した。条件付け箱はそれぞれ
個別に防⾳箱の中に納められていたが、この防⾳箱にはホワイトノイズ
を流すためのスピーカーと空調ファンが取り付けられていた。実験中は
80.1db のホワイトノイズによって装置外の⾳をマスキングした。

オープンフィールド

OF テスト（実験３）を⾏うために⽤いた装置は 3 台のオープンフィ
ールド (MED Associates, St Albans, VT, USA)であった。装置の⼤きさ
は 43×30×43cm (L×H×W)で、実験の際には装置上部には透明なアク
リル製の天井が取り付けられた。さらにその上部に 100w 電球が取り付
けられ、OF 内部を照明した。
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2.2.3 ガイドカニューレ装着⼿術

⼿術は 4 週間にわたって⾏われた。結果として被験体ごとの実験開始
は時間的に異なることとなったが、ほぼ同時期にすべての条件の被験体
が実験されるようにした。
ガイドカニューレ装着⼿術は、吸⼊⿇酔下で⾏い、⿇酔導⼊期には 5％、
維持期には 1~2%の isoflurane を⿇酔薬として⽤いた。⿇酔下の動物の
頭部を剃⽑し、ポンピヨード、ならびに 70%アルコールで消毒した。ま
た、眼球の乾燥を防ぐためにミネラルオイルを両眼に点眼した。その後、
被 験 体 の 頭 部 を 脳 定 位 固 定 器 (Vernier Stereotaxic with Manual Fine
Drive, Leica Biosystems, Buffalo Grove, IL, USA）に固定し、頭⽪の正中
切開を⾏った。頭蓋⾻を露出させ、ガイドカニューレ刺⼊ 2 箇所の他に、
ガイドカニューレを固定するアンカービスのための⼩さな⽳を 4 つ頭蓋
⾻上に開けた。ガイドカニューレは両側に、先端が次の位置になるよう
刺⼊し、デンタルセメントを⽤いて 4 本のアンカービスに固定した。先
端の位置は、Paxinos & Watson (2007)の脳地図による

-2.4 AP、±4.2

ML、-7.0 D/V であった。脳内微量投与の際にはさらに 1mm 深い（腹
側）脳内部位に投与できるよう、カニューレを準備した。
術後、⼿術による痛みを緩和するために buprenorphine(0.4mg/kg, sc)
を投与した。被験体は術後⿇酔から完全に覚めるまでポリカーボネート
製のケージに留められ、その後ステンレス製ホームケージにもどされた。
その後 5〜8 ⽇の術後回復期間が与えられ、この間に被験体の体重が飽
⾷時の 81~84%になるよう摂⾷制限を⾏った。

2.2.4 脳内微量投与

塩酸 lidocaine(Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA)はリン酸バッフ
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ァー⽣理⾷塩⽔(phosphate buffered saline; PBS)に溶解(10µg/0.25µL,
40µg/µL)して⽤いた。被験体に装着したガイドカニューレ内に固定した
カニューレを通して、両側扁桃体中⼼核に微量投与した。この⽤量は
Parent & McGaugh (1994)に基づいて決定されたものである。投与時、
被験体はふたを外したポリカーボネート製のケージに⼊れられ、微量投
与⽤ポンプ(KDAcientific, Model KDS 232 CE, Holliston, MA, USA)に装
着された 10µL シリンジ(Hamilton, Reno, NV, USA)から、カニューレに
取り付けられたポリエチレン製チューブを介して LID(10µg/0.25µL)、
もしくは同量(0.25µL)の PBS を 1 分間かけて微量投与された。投与後さ
らに 1 分間は薬液が⼗分脳内に拡散するための時間としてカニューレを
刺⼊したままにしておいた。その後カニューレをガイドカニューレから
引き抜き、その 3 分後に被験体はその⽇のセッションに⽤いられた。

2.2.5 組織学的検索

すべての実験が終了した翌⽇、すべての被験体は CO２ の過剰吸⼊によ
り安楽死させられ、即座に脳が取り出された。取り出された脳は４%の
paraformaldehyde に少なくとも 3 ⽇間浸けられ、その後少なくとも 2 ⽇
間 30%ショ糖液に浸けられた。その後 40µm の厚さでスライスされた。
脳スライスは cresyl-violet で染⾊され、光学顕微鏡(Olympus CX42)とデ
ジタルカメラ(Q-Color 3)を⽤いて撮影され、Image-Pro Express を⽤い
てコンピュータに取り込まれた後分析された。

2.2.6 統計

従属変数はα値５％とした分散分析によって解析し、主効果が有意な
際は LSD 法による多重⽐較を⾏った。また、交互作⽤が有意であった際
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には単純主効果、さらには単純単純主効果の検定を⾏った。いずれもα
値は５％に設定した。これらの統計計算は IBM SPSS パッケージ(Ver.
21)を⽤いて⾏われた。統計的に有意な場合の F 値、ｐ値を本⽂中に⽰
した。
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第3節

組織学的検索の結果

Fig. 2-1 は、組織学的検索を⾏い、カニューレの先端位置を確認した
結果を⽰したものである。全被験体のうち 15 匹（LID 群 6 匹、PBS
群 9 匹）のものは⼀側または両側で扁桃体中⼼核とは異なる部位にカ
ニューレ先端が位置していたため、今後の結果の解析からは除外した。
したがって、全被験体で 33 匹が解析の対象となった。
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Fig. 2-1 Location of the infusion in all animals for
which the tip of the cannulae was located in the
centromedial amygdala in both hemispheres. Brain
maps from Paxinos and Watson (2007).
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第４節

ラットの継時的負の対⽐における

扁桃体中⼼核不活性化の効果（実験１）
2.4.1 ⽬的

本実験では、LID を⽤いることによって、最初の報酬量減少経験時に
のみ回復可能な扁桃体中⼼核⼀時不活性化を施すことで、継時的負の対
⽐(cSNC)現象における扁桃体の役割を明らかにすることを⽬的とした。

2.4.2 ⽅法
被験体

本章第 2 節で述べたラット 48 匹を被験体として実験を⾏った。この
うち、前節で述べた組織学的検索の結果カニューレの位置が妥当である
と判断された 33 匹のみを解析の対象とした。

装置

本章第 2 節で述べた装置のうち、条件付け箱を⽤いて実験を⾏った。
ただしこの実験では、給⽔壁左側のリッキングチューブのみが使⽤され、
コンピュータ制御によって装置内に提⽰された。右側のリッキングチュ
ーブは装置に装着されず、リッキングチューブのための⽳はアルミ製プ
レートによってふさがれていた。

訓練⼿続き

それぞれの被験体がガイドカニューレ装着⼿術から回復し、また摂⾷
制限により体重が⾃由摂⾷時の 81〜84%に達した後速やかに本実験の
ために⽤いられた。実験開始にあたり、それぞれの被験体はランダムに
「プレシフト」時にリッキングするショ糖液の濃度に基づいた 2 条件、
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４%群か 32％群のいずれかに割り当てられた。半数（24 匹）の被験体は
32％群に割り当てられ、
「プレシフト」にあたるセッション 1-10 で 32％
のショ糖液が与えられ、
「ポストシフト」にあたるセッション 11-15 では
４%ショ糖液が与えられ、これをリッキングした。残り半数（24 匹）の
被験体は４%群に割り当てられ、1-15 すべてのセッションで４%ショ糖
液が与えられ、これをリッキングした。
それぞれの被験体が実験のために割り当てられた条件付け箱は実験期
間を通して固定されていたが、同じ条件箱を使⽤する被験体のセッショ
ンの順番は毎⽇ランダムに変えられた。これは順番による⼿がかりを最
⼩にするためである。毎⽇のセッションの⻑さは 5 分間で、実験プログ
ラムがスタートしてから平均 30（±15）秒でリッキングノズルが条件箱
内に提⽰されたが、被験体がこのノズルを最初にリッキングすることで
セッションが開始された。5 分間のセッションが終了するとリッキング
ノズルは条件付け箱の外に出された。セッション中は条件付け箱内の室
内灯が点灯し、空調のファンが回り、またホワイトノイズが防⾳箱内の
スピーカーから流された。各被験体のセッションが終了する度に条件付
け箱はペーパータオルで掃除され、また糞⽫の糞は除去された。また、
床敷きは必要に応じて交換された。セッション終了後、少なくとも 15 分
経った後にそれぞれの被験体が体重を維持するために⼗分な餌が与えら
れた。各セッションで⽤いられたショ糖液は 32g もしくは 4g のショ糖
を 68g もしくは 96g の蒸留⽔で溶解することにより準備した。各セッシ
ョンでのリッキング数を⾏動指標として測定した。
セッション 11 での脳内微量投与のための準備として、被験体はそれ
までの毎⽇、セッションに先だって脳内微量投与を⾏うための部屋で脳
内微量投与⽇と同様のハンドリングを受けた。セッション 11 の直前に
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は前節に述べた⼿順によって実際に脳内微量投与が⾏われ、32％群、４%
群のそれぞれ半数の被験体に LID が、残り半数の被験体には同量の PBS
が両側扁桃体中⼼内側核に微量投与された。

2.4.3 結果

プレシフト期のセッション 10 ではすべての群間で統計的に有意な差
は認められなかった。ショ糖液濃度(32%, ４%)×投与薬物(LID, PBS)
×セッション（1-10）の 3 要因の分散分析で検出されたものはセッショ
ンによる主効果(F(9,261) = 18.535, p < 0.001)のみであった。
Fig. 2-2 は、最終的に解析対象となった被験体のプレシフトセッショ
ン最終⽇（セッション 10）ならびにポストシフトセッションにおけるシ
ョ糖液リッキング数を⽰したものである。セッション 11 の直前に LID
を脳内微量投与された 32％群(32/LID)では、PBS を投与された 32%群
(32/PBS)と⽐較すると明らかに多くのリッキング数を⽰した。しかし、
ショ糖液の濃度が変化しなかった両４%群においては薬物微量投与の影
響は⾒られなかった。コントラスト(downshift, unshifted)×投与薬物×
セッション（11-15）の 3 要因分散分析を⾏ったところ、3 つの要因の有
意な交互作⽤(F(4, 116) =2.750, p < 0.04) が認められた。また、コント
ラストとセッションの有意な交互作⽤(F(4,116) = 6.168, p < 0.001)、セ
ッションの主効果(F(4, 116) = 5.527, p < 0.001)も認められた。その他
の主効果、ならびに交互作⽤は統計的に有意でなかった。コントラスト
とセッションの有意な交互作⽤が認められたため単純主効果の検定を⾏
ったところ、PBS 投与の条件においてはセッション 11 においてコント
ラストの主効果が有意であった(F(1,29) =9.829, p < 0.0005)のに対して、
LID 投与条件ではいずれのセッションにおいても有意なコントラストの
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Fig. 2-2. Lick frequency during the last preshift session (10)
and all postshift sessions (11–15) in groups receiving PBS
(top) or lidocaine (LID, bottom) before session 11. PBS
groups exhibited a significant cSNC effect on session 11 (the
cSNC effect). All other comparisons were nonsignificant.
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主効果は認められなかった。
さらに、32％群、４%群それぞれにおいて薬物投与条件×セッション
の 2 要因分散分析を⾏ったところ、32％群において薬物投与と有意な交
互作⽤が認められた(F(4.64) = 3.575, p < 0.02)。さらに単純主効果の検
定を⾏ったところ、セッション 11 において LID 投与条件において PBS
投与条件と⽐較して有意に多くのリッキング数が観察されたことが明ら
かとなった(F(1,16) = 6.147, p < 0.03)。同様の分析を４%群においても
⾏ったが有意な主効果や交互作⽤は認められなかった。したがって、予
測されたように、扁桃体中⼼腹内側核 LID 微量投与は完了⾏動における
継時的対⽐を消失させることが確認された。グラフ上では、32％群の
LID 条件においてシフトによるリッキング数抑制からの回復が遅延する
傾向が⾒られたが、統計上これが⽀持されることはなかった。
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第５節

ラットの予期的負の対⽐における

扁桃体中⼼核不活性化の効果（実験２）
2.5.1 ⽬的

報酬価の低下に対する扁桃体中⼼核 LID 投与の影響の範囲を明らか
にするため、負の情動の関与がないと考えられる予期的負の対⽐(ANC)
における扁桃体中⼼核⼀時不活性化の効果について検討することを本実
験の⽬的とした。

2.5.2 ⽅法
被験体

本章第２節で述べた 48 匹の被験体から、本実験の終了までにガイド
カニューレが脱落したもの、あるいは劣化の著しいもの、またはガイド
カニューレ装着の影響を調べるために実験１終了直後に脳を取り出した
ものを除き、さらに第 3 節で述べたガイドカニューレがターゲット部位
を外れたものを除く、19 匹が本実験の解析の対象となった。

装置

本章第２節で述べ、また第 4 節（実験 1）で⽤いたのと同様の条件付
け箱を装置として⽤いた。ただし、本実験では、左右 2 本のリッキング
チューブがどちらも使⽤され、スケジュールにしたがってコンピュータ
により出し⼊れされた。

訓練⼿続き

ANC 場⾯での訓練は、cSNC 実験の最後のセッションの翌⽇から開始
された。実験開始時において実験に⽤いた 2 つの群の被験体は同数であ
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ったが、組織学的分析によって除外した被験体がいるため、最終的に被
験体は 4-32 群 11 匹、4-4 群 8 匹の計 19 匹となった。被験体は、cSNC
実験で割り当てられた群、条件に関わりなく、新しい群にランダムに割
り当てられた。4-32 群に割り当てられた 11 匹の動物のうち、6 匹は以
前の cSNC 実験においてダウンシフトを経験したもので、5 匹は経験し
なかったものであった。4-4 群に割り当てられた 8 匹の動物のうち、2 匹
はダウンシフトを経験し、6 匹は経験しなかったものであった。群間で
前実験でのダウンシフト経験の動物数にばらつきがあるのは、組織学的
検索によって除外した被験体数が群によって違ったからである。被験体
は、cSNC 実験に⽤いたのと同じ条件付け箱で訓練した。cSNC 訓練中に
使⽤されたリッキングチューブの右側に、追加のリッキングチューブを
設置した。元からあるリッキングチューブ(1 st bottle)は常に４%ショ糖
液を供給したが、追加したリッキングチューブ(2 nd bottle)は群に応じて
32％または４%ショ糖液を供給した。4-4 群では、被験体による最初の
リッキングから 3 分間、元からあるリッキングチューブから４%ショ糖
液が供給され、被験体がこれをリッキングした。その後、30 秒の休息（ブ
ラックアウト）を挟んで新しく設置されたリッキングチューブが提⽰さ
れたが、この群では、このリッキングチューブから提供されたのも 1st
bottle 同様の４%ショ糖液であった。この 2nd bottle へのリッキングも最
初のリッキングから 3 分間であった。4-32 群では、30 秒休息後の 2nd
bottle から提供された溶液が 32％ショ糖液であったが、それ以外は 4-4
群と同様であった。10 ⽇間同様のセッションを⾏った。
10 ⽇間の通常セッションの後、2 回の薬物投与セッションを⾏った。
このセッションにおいてすべての動物に LID と PBS をそれぞれ 1 回ず
つ微量投与した。したがって、シフト群（4-4、4-32）は被験体間要因で
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あったが、薬物条件（LID、PBS）は被験体内要因であった。薬物投与セ
ッションでは被験体を条件付け箱にいれる直前、本章第 2 節で述べた⽅
法によって CeA 内微量投与を⾏った。微量投与のないセッションを 1
回、2 ⽇間の薬物投与セッション間に挿⼊した。リッキング数を従属変
数として測定した。

2.5.3 結果

Fig. 2-3 は本実験の主な結果を各群の被験体数とともに⽰したもので
ある。 4-32 群および 4-4 群全ての動物に対して、LID および PBS 両薬
物条件の微量投与をカウンターバランスをとった順序で実施している。
1st bottle（ANC 効果発現を確認するために重要なボトル）および 2nd
bottle のリッキング数について、群（4-32、4-4）× 薬物条件(LID、PBS)
の 2 要因分散分析を⾏った。1st bottle において 4-32 群のリッキング数
が 4-4 群よりも少なく、統計的にも群の主効果が有意であった（F（1,17）
= 5.458, p <0.04）。しかし、薬物条件の主効果や群と薬物条件の有意な
相互作⽤は認められなかった。したがって LID、PBS の両条件において
ANC 効果が観察され、CeA 内 LID 微量投与が ANC に影響を及ぼした
という証拠は得られなかった。2nd bottle においては群の主効果、投与薬
物の主効果、両者の交互作⽤はいずれも有意ではなかった。

39

Fig. 2-3. Lick frequency during test sessions with either PBS
or lidocaine (LID, within-subject factor), and shifted or
unshifted (between-subject factor), on the first and second
bottles. On the first bottle, there was a significant effect
between groups (the ANC effect), but the infusion factor was
not significant. Group differences were nonsignificant on the
second bottle.
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第６節

ラットのオープンフィールド⾏動における

扁桃体中⼼核不活性化の効果（実験３）
2.6.1 ⽬的

動物に無条件の恐怖など負の情動を引き起こすと考えられるオープン
フィールド(OF)場⾯において、扁桃体中⼼核⼀時不活性化の効果につい
て検討することを本実験の⽬的とした。

2.6.2 ⽅法
被験体

第２節で述べた 48 匹の被験体から、本実験の終了までにガイドカニ
ューレが脱落したもの、あるいは劣化の著しいもの、またはガイドカニ
ューレ装着の影響を調べるために実験１終了直後に脳を取り出したもの
を除き、さらに第 3 節で述べたガイドカニューレがターゲット部位を外
れたものを除く、19 匹が本実験の解析の対象となった。

装置

第２節で述べた OF を本実験の装置として⽤いた。

訓練⼿続き

ANC 実験（実験 2）が終了した翌⽇、同じ動物を OF に投⼊し 20 分
間⾏動を観察した。 この実験の直前に、各動物は LID または PBS のい
ずれかの CeA 内微量投与を受けた。 LID 群に割り当てられた 12 匹の
動物のうち、8 匹は ANC 実験において 4-32 群に属し、4 匹は 4-4 群に
属していたものであった。PBS 条件に割り当てられた 7 匹の動物のうち
3 匹は ANC 実験において 4-32 群に属し、4 匹が 4-4 群に属していた。
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OP 実験の開始時に、ラットは装置の中⼼に置かれ、その後⾃由に⾏動
することができた。 移動距離（cm）は、隣接する部屋にあるコンピュー
タによって、5 分間のタイムビンごとに⾃動記録された。

2.6.3 結果

ANC 実験で⽤いた被験体と同じ動物を OF テストにも被験体として
⽤いた。 被験体はそれ以前の経験に関して再びランダムに割り当てられ
たが、組織学的結果により分析から除外した動物がいるため、群ごとの
被験体数が等しくならなかった。
Fig. 2-4 は、OF 内での移動距離に関する結果を各群の被験体数ととも
に⽰したものである。OF 内の動物の位置を、装置の壁から近い周辺領
域と中央領域とに分割してそれぞれの場所での移動距離を図に表してあ
る。それぞれの場所での移動距離について投与薬物（LID、PBS）×タイ
ムビン（1-4）の 2 要因分散分析を⾏ったところ、中央領域での移動距離
（Fig4., 上）において投与薬物の主効果およびタイムビンの主効果(Fs >
5.98, ps < 0.03)が 有 意 で あ っ た 。 2 要 因 の 交 互 作 ⽤ も 有 意 で あ っ た
(F(3,51) = 4.18, p < 0.02)。下位検定によれば、最初の 5 分間でグルー
プ間に有意な差があり、LID 群において有意に移動距離が⻑い(F(1,17)
= 6.45, p < 0.03)ことが明らかになった。周辺部での移動距離について
は、投与薬物とタイムビンの交互作⽤が統計的に有意ではなく、有意な
傾向(F(3,51) = 2.47, p < 0.08)にとどまること以外は同様であった。LID
を投与された被験体は、PBS 投与動物よりも有意に⻑い移動距離を⽰し
(F(1,17) = 6.87, p < 0.02)、また、両薬物条件での活動性は時間を追っ
て有意に減少した(F(3,51) = 65.01, p < 0.001)。このように、扁桃体中
⼼核の不活性化は、OF の中央領域および周辺領域の両⽅においてより
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移動活動を増加させたが、その効果は最初の 5 分間で最も顕著であった。
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Fig. 2-4. Distance traveled during the 20-min openfield session presented in 5-min bins and separately
for the central and peripheral areas in groups
receiving a presession infusion of PBS or lidocaine
(LID). Lidocaine caused a significant increase in
distance traveled in the central area and in the
periphery, especially during the initial 5 min of the
session.
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第7節

本章の考察

報酬を 32%ショ糖液から４%ショ糖液にダウンシフトされたラットの
リッキング数抑制が、lidocaine（LID）微量投与により CeA を⼀時的に
不活性化させることで減弱された。しかしその⼀⽅で、もともと４%を
リッキングしていたラットのリッキング数には何ら影響を及ぼさなかっ
た。このリッキング数抑制の減弱は 2 つの観点から確かめられた。１つ
は同じ 32％群の⽐較において、セッション 11 でのリッキング数が LID
投与条件と PBS 投与条件とで異なり、LID 投与条件において有意に多
くのリッキング数が観察されたことである。もう 1 つは同じ LID 投与条
件においてリッキング溶液のシフトがあった 32％群とシフトがなかっ
た４%群とでセッション 11 でのリッキング数に統計的に有意な違いが
なかったことである。cSNC が観察されたのはセッション 11 におけるた
だ 1 セッションだけと⾮常に短い期間であったことには注意しなければ
ならない。cSNC の効果の⼤きさは実験によって著しく異なり、これが
回復プロセスの違いと関連していることがこれまでのデータの再分析に
よって最近明らかにされている(Papini et al., 2014)。扁桃体中⼼核不活
性化の効果がより強く観察された際には cSNC 効果がより⻑く持続して
いた可能性があるが、本研究でこれを明らかにすることはできなかった。
第 2 に、ANC 場⾯では CeA 不活性化が遂⾏に影響を与えたという証
拠は得られなかった。また第 3 に、CeA に LID を注⼊された動物は OF
でより多くの歩⾏を⽰すことを明らかにした。ANC での実験の後に OF
テストを⾏い、そこで LID 微量投与の効果が観察されているので、ANC
において LID の効果が⾒られなかったのは、ガイドカニューレ挿⼊が⻑
期化したことによって起こるグリーオーシスなどによって起こる LID
微量投与の不具合によるものではないことが明らかである。LID 投与の
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効果が OF 中央部での活動に選択的でなかったことは、その効果が無条
件性の恐怖に特有ではないことを⽰唆している可能性も考えられる。し
かし、本実験で⽤いた OF が⽐較的⼩さいものであったために OF 全体
が⼗分に明るく、中央部と周辺部を区別することなく⼀様に恐怖場⾯で
あり、2 つの部分を区別することが困難であった可能性も否定できない
（Bouwknecht et al., 2007）。
これらの結果は、扁桃体が報酬評価によって活性化される回路に重要
な役割を担っているとするこれまでの⾒解と⼀致しており、特にそのよ
うな評価に負の情動が関与する場合によく当てはまる。報酬価の減少に
よって起こる負の対⽐効果の減弱は、シフト前に形成された予測報酬の
再活性化を妨害することによって引き起こされるか、あるいは現在の報
酬量と予測された報酬価との⽐較をした結果の出⼒を妨害することによ
って引き起こされているという可能性も考えられる。本研究の結果は、
これらの可能性を必ずしも否定するものではないが、この問題について
は後に議論する。 cSNC には負の情動反応が伴うという強い証拠がある
（Papini, 2003, 2014; Torres & Sabariego, 2014; Papini et al., 2015）。ダ
ウンシフト場⾯では、リッキング数低下に伴い、ストレスホルモンの放
出（Mitchell & Flaherty, 1998; Pecoraro et al., 2009）や、攻撃性や性⾏
動の変化（Mustaca et al., 2000; Freidin & Mustaca, 2004）、痛覚鈍⿇
（Mustaca & Papini, 2005）、抗不安薬経⼝摂取量の増加（Manzo et al.,
2014, 2015）が⾒られることが知られている。 さらにこのような変化は、
オピオイド（Papini, 2009）、カンナビノイド（Genn et al., 2004）、ベン
ゾジアゼピン系抗不安薬（Flaherty et al., 1986; Ortega et al., 2014）に
よって抑制され、コルチコステロンおよび D-サイクロセリン（Bentosela
et al., 2006; Ruetti et al., 2009; Norris et al., 2011）などの記憶増強作⽤
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を持つ薬物の訓練後投与によって増強される。
⼀⽅、ANC は cSNC 同様 32％のショ糖液を期待しつつそれよりも報
酬価の少ない４%ショ糖液を経験するにもかかわらず、負の情動を伴わ
ないとされている（Flaherty, 1996）。ANC 場⾯では、４%ショ糖液は後
に続く、より報酬価の⾼いショ糖液の明らかな信号になっている。した
がって同じショ糖液を経験するにもかかわらず、ANC 場⾯では古典的条
件付けに類似した欲求場⾯として考えることができる。ANC 場⾯での
４%ショ糖液試⾏とその後の 32％ショ糖液試⾏の間の試⾏間間隔を延
ばす（条件刺激と無条件刺激の間の遅延を延ばすことに類似している）
と ANC は減弱する（Flaherty et al., 1991）ことが知られているが、この
ことはまさにその仮説を⽀持するものである。
ここで報告された CeA への LID 微量投与が ANC に対して効果をも
たらさなかったという結果については慎重でなければならない。本実験
では、ANC 実験で⽤いたすべての被験体がそれ以前に cSNC 場⾯の経
験をしており、ここでの経験を含むいくつかの要因が効果の検出を阻ん
だ可能性がある。さらに、CeA 不活性化の効果は ANC の形成期ではな
く、ANC 完成期においてのみ検討されたが、このことが効果の⾒られな
かった原因である可能性も考えなければならない（Groshek et al., 2005）。
さらに、ANC 効果が古典的条件付けの⼀形態であり、扁桃体が条件付け
に関与しているのだとすれば、なぜそれに対して本実験では扁桃体不活
性化の影響が⾒られなかったのかも考えておかなければならない。
Savage & Ramos（2009）のレビューによると、BLA は報酬の⽐較が必要
となる場⾯に深く関わっているが、CeA の役割はあまり明確ではないこ
とが⽰唆されている。CeA は、ANC に類似した単純な欲求⾏動の条件
付け（例えば Tronel & Sara, 2002; Chang et al., 2012）や報酬の⼤幅な
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増加を伴う状況（Holland, 2006）においてさえも関与していないようで
あり、これらは本研究実験 2（ANC 実験）での結果と同様であると考え
られる。しかし、CeA 損傷が欲求⾏動を引き起こす条件刺激への定位反
応を阻害し（Gallagher et al., 1990）、古典的条件付け−道具的条件付け
の移⾏場⾯において予め古典的条件付けによって条件付けられた CS が
その後 の道具 的条 件付 けの獲 得を 早める 機能 を 阻害す る（Holland &
Gallagher, 2003）という報告もある。したがって現時点では、CeA 不活
性化が ANC に影響をおよぼさないという結論は暫定的なものとしてお
くのが妥当である。
cSNC 場⾯において扁桃体が重要な役割を担っていることは、32％か
ら４%へのダウンシフト後に細胞活性を評価する研究によっても⽰唆さ
れている。Pecoraro & Dallman（2005）は細胞活動のマーカーである cFos を測定し、ダウンシフト最初のセッション後の細胞活性が増加する
ことを報告している。最近では、シナプス可塑性（Kida & Serita, 2014）
のマーカーである pCREB のレベルの上昇が、CeA においてダウンシフ
ト最初のセッション後に起こることが報告されている（Glueck et al.,
2014）。しかしながら、本実験の結果は、cSNC における扁桃体のより選
択的な役割を⽰唆することとなった。本研究の結果は、扁桃体が恐怖条
件付け（Helmstetter et al., 2008）に関与するばかりではなく、OF での
移動活動にも重要であることを⽰した。OF、特にその中⼼部での活動性
は、無条件の恐怖や不安、または脅威から逃れることと探索動機との間
の葛藤（例えば Ramos, 2008）の指標として考えられている。したがっ
て、cSNC 状況における CeA の重要な役割の 1 つは、ダウンシフトの経
験に負の情動的価値を付与することであると考えられる。
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第3章

ラットの完了⾏動対⽐効果における
扁桃体基底外側核の役割

第1節

本章の序と⽬的

3.1.1 報酬獲得と扁桃体基底外側核

報酬過程における扁桃体の役割は、⼀連の脳内刺激実験によって 1960
年代初頭に最初に⽰唆された。Wurtz & Olds (1963)は、扁桃体基底外側
核（BLA）領域に刺⼊された刺激電極が、ラットに逃避⾏動を⽣じさせ
る（すなわち、その脳部位に流された微弱な電流を停⽌させるためにラ
ットがレバーを押すことを学んだ）ことを報告した。⼀⽅、扁桃体中⼼
核（CeA）領域に電極を刺⼊されたラットはその領域に微弱な電流を流
すためにレバーを押すことを学習した。Wurtz & Olds （1963, p.948）
は、
「 扁桃体に環境中の報酬と罰を反映する領域が含まれている」と述べ、
BLA 領域は負の強化に、CeA 領域は正の強化に関与するとした。その後
に⽰されたデータの中にはこの⾒解を⽀持するものがあるものの（例え
ば、Knapska et al. (2006)、Parkinson et al. (2000)）、近年の BLA の機能
に関する知⾒は、むしろ報酬によって維持される⾏動における役割であ
るとするものが多い。例えば、GABAA 受容体作動薬である muscimol を
BLA 領域に注⼊すると、⾃由に摂取できる餌の摂取量には影響を与えな
い⼀⽅で餌報酬を得るためのレバー押し反応は抑制された(Simmons et
al., 2009)。したがって、BLA の不活性化は欲求（予期的）⾏動に影響す
るが、完了⾏動には影響しなかったと考えられる。さらに、Hatfield et
al. (1996)は BLA 領域の損傷が単純な欲求性の条件付けや、報酬に対す
る嫌悪感の発現（⾷物 - 毒対提⽰後）に影響を及ぼさない（Parkinson et
al. (2000)も参照）ものの、報酬価低下による影響は消失させてしまうこ
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と を 報 告 し て い る 。 餌 報 酬 に 対 し て 毒 で あ る 塩 化 リ チ ウ ム (lithium
chloride)を対提⽰すると、BLA 損傷動物でも統制群動物同様餌そのもの
に対する摂取量は⼤きく減少させ、味覚嫌悪が確⽴していることが確認
できた。しかし、予め餌と対提⽰されていた条件刺激(光)への反応は統
制群動物と異なり、抑制が⾒られなかったのである。すなわち、毒を⽤
いた報酬価低下の信号に対する抑制反応において BLA 損傷動物は障害
を⽰したのである。

3.1.2 扁桃体基底外側核の報酬⽐較機能仮説

前述の研究は報酬を獲得する過程における BLA 領域の役割を⽰唆し
ているが、報酬喪失を伴う状況における扁桃体の機能に関する情報は少
ない。すなわち、以前に⼤きな報酬を伴った⾏動が後により⼩さな報酬
（ダウンシフト）、もしくは報酬を得られなくなる（報酬消去）のような
場⾯である(Papini et al., 2015)。ダウンシフト場⾯の⼀例は、完了⾏動
に お け る 継 時 的 負 の 対 ⽐ 効 果 （ consummatory successive negative
contrast; cSNC）である。この場⾯で動物は最初に⼤きな報酬を得るよう
訓練され、後にその報酬が⼩さな報酬にダウンシフトされ、それに対す
る反応が、常に⼩さな報酬（４%ショ糖液）を得て訓練された動物と⽐
較される。ダウンシフトを経験した動物は、経験しなかった動物と⽐較
して⼀時的な反応強度の抑制が⾒られる（すなわち、ショ糖液を舐める
量や回数がノンシフトの動物と⽐較してもより少なくなる）。報酬消失の
⼿続き（例えば欲求⾏動における消去）には、報酬期から⾮報酬期への
移⾏でダウンシフトが含まれる。これは⼀時的な反応強度の増強をもた
らすがその後必ず反応強度の低下が続くことになる。
報酬消失には 2 つの異なる、しかし相補的な過程を内包していると考
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えられている。それは、報酬⽐較とこの⽐較から⽣じる負の情動である。
後者は伝統的に欲求不満、失望と呼ばれているものである(Amsel, 1992、
Flaherty, 1996、Gray & McNaughton, 2000)。⼀⽅、報酬⽐較は、現在の
報 酬 と 記 憶 か ら 取 り 出 さ れ る 予 測 報 酬 と の 対 ⽐ を 指 す (Papini &
Pellegrini, 2006)。現在得られている低い報酬と予測される⾼い報酬とを
⽐較すると、負の予測誤差が⽣まれる。報酬⽐較において負の予測誤差
の検出は重要なのであるが、その後で必ず負の情動が引き起こされると
は限らない。したがって、BLA の報酬⽐較機能説は必ずしも情動を伴う
ことを必要としているわけではない。ラットは、異なる濃度の 2 つのシ
ョ糖液（報酬⽐較）を区別することができるが、不⼀致が重⼤でない場
合、cSNC（負の情動）を⽰さない。例えば、ラットは 8％と４%のショ
糖濃度を区別することができるが、8%から４%へのショ糖液濃度ダウン
シフトは cSNC を誘発しない。したがって、原則として、これら 2 つの
プロセスは別のものと考えることができるのである。

3.1.3 扁桃体基底外側核の報酬⽐較機能説の構造的可能性

BLA に何らかの操作を加えて報酬喪失への効果を確認する実験では、
BLA の役割が報酬⽐較であるのか、それとも負の情動であるのか、もし
くはその両⽅であるのかについて決定的な証拠を得ることは難しい。
Becker et al. (1984)は、外側扁桃体の電気損傷が cSNC を消失させるの
ではなく、弱めることを報告した。彼らは、このような損傷を施された
動物は現在の４%ショ糖液による報酬価を、記憶していた 32％ショ糖液
の報酬価と⽐較するのではなく、４%ショ糖液の絶対的報酬価に合うよ
うに⾏動を調整することで 32%から４%ショ糖液へのダウンシフトに対
応するのではないかと述べている。この解釈によれば、外側扁桃体損傷
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は報酬⽐較機能を低下または消失させ、動物は現在の報酬価にのみ対応
した反応をしていると考えるべきである。BLA の c-Fos 発現（細胞活性
化のマーカー）がダウンシフト最初のセッションにおいては⾼まったが、
2 回 ⽬ の セ ッ シ ョ ン で ⾼ ま る こ と は な か っ た (Pecoraro & Dallman,
2005)という実験の結果は報酬⽐較機能説に合致するものである。扁桃
体の求⼼性および遠⼼性の神経は、報酬損失による動物の反応に影響を
与えることが知られている脳の構造と線維連絡がある(Price, 2003)。例
えば求⼼性側では、味覚情報を CeA 領域に送る腕傍核（parabrachial
nucleus）(Grigson et al., 1994)やその腕傍核からの味覚情報を受けて
BLA 領域に投射する味覚視床(Reilly & Trifunovic, 1999)の損傷はどち
らも cSNC を消失させる。遠⼼性接続では、側坐核(nucleus accumbens)
での dopamine 放出が cSNC 場⾯において減少することがマイクロダイ
アリシス法による実験により確かめられている(Genn et al.,2004)。島⽪
質の損傷は cSNC を消失させる(Lin et al., 2009)。cSNC は腕傍核、味覚
視床、島⽪質および BLA を結ぶフィードバックループによってもたら
される効果であると考えられる（Price, 2003）。この回路は、報酬の⽐較
に必要な現在の報酬（腕傍核-視床⼊⼒による）と予想される報酬（視床
-島⽪質⼊⼒による）の情報が、BLA に収束する可能性のあることを⽰
唆している。

3.1.4 他機能の可能性

BLA はまた、報酬喪失によって引き起こされる負の情動に関与してい
る可能性もある。BLA は恐怖条件付けに明確に関係している（例えば、
Baldi & Bucherilli, 2015 や Furini et al., 2014）ので、恐怖とフラストレ
ーションが同様のものだとするなら(Gray & McNaughton, 2000、Papini
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& Dudley, 1997)、報酬喪失場⾯における情動の発⽣とその表現において
BLA が何らか役割を果たしていると考えることができるかもしれない。
この考えによれば、報酬価の低下や喪失を伴う課題において検出される
負の予測誤差は薬物投与や脳損傷によって影響を受けるさまざまな⾏動
的効果や⽣理学的効果を引き起こし、これらが⼀緒になって負の情動を
引き起こすことを⽰唆している(Amsel, 1992; Papini & Dudley, 1997;
Papini et al., 2006; Papini et al., 2015)。前述したように cSNC での扁桃
体外側野損傷の効果もこの⾒解を⽀持している。さらに pCREB 発現（シ
ナプス可塑性のマーカー）は、CeA および BLA 領域の両⽅で報酬量が
減少する最初のセッションではなく、その翌⽇、第 2 セッションにおい
て上昇することが報告されている(Glueck et al., 2015)。

3.1.5 本章の⽬的

本章の⽬的は、完了⾏動の負の対⽐効果場⾯において BLA が報酬⽐
較機能と負の情動のどちらに関与しているのかを検討することであった。
そのために本章で計画した 4 つの実験は報酬⽐較か負の情動、またはそ
の両⽅を含む課題をラットに与えることにより、どちらが重要であるの
かをテストするように設計されたものである（説明については Table 31 を参照）。これまで本論⽂の第 2 章を含めて、負の対⽐に関与するいく
つかの脳部位の役割を決定するためにも同様の⼿法が⽤いられてきた
(Ortega et al., 2013、 Torres et al., 2016)。これらの中でダウンシフト
を含む 2 つの課題、すなわち cSNC および予期的負の対⽐(anticipatory
negative contrast; ANC）が⽤いられている。cSNC 場⾯は報酬⽐較と負
の情動の両⽅を必要としている(Flaherty, 1996、Papiniet al., 2015)。⼀
⽅、ANC は報酬⽐較を必要としているものの、負の情動を伴わないと考
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えられる。薬理学的研究(Flaherty & Rowan, 1988)や CeA の⼀時的機能
停⽌実験(本稿第 2 章)、および⼼理学的研究(Gomez et al., 2009)のいず
れもがその証拠を⽰している。被験体は⾃動反応形成（Autoshaping; AS）
の獲得訓練と、報酬喪失課題としてその消去も経験した。AS の消去場⾯
で は 負 の 情 動 が 活 性 化 す る こ と が 明 ら か に さ れ て い る (Boughner &
Papini, 2006、Dudley & Papini, 1995、Ortega et al., 2014、Papini et al.,
2001、Tomas & Papini, 2001)。最後に、被験体はオープンフィールド
（Open field; OF）でもテストされた。OF テストは、報酬の⽐較を伴わ
ない負の情動テストと活動性制御テストという 2 つの⽬的で⾏われた。
明るく照明された広場に投⼊されたラットは、周辺部に⽐べて中央領域
でより移動活動が低下し(Hale, 2006)、BLA 領域での c-Fos 発現が増加
する(Bouwhner et al.,2007)。本稿の実験 3 は lidocaine による扁桃体中
⼼核の可逆性機能停⽌が OF テストにおける移動活動性を増加させるこ
とを報告し、これを負の情動の低下のためであるとして解釈している。
前述したような結果に基づくと、BLA 損傷がこの研究に含まれる 1 つ
または複数の課題（実験）に影響を及ぼすことが予測される。重要な点
は、結果のパターンが上記で概説した BLA に関する機能の 2 つの仮説
のうち 1 つをサポートするように設計されているため、どの課題が影響
を受け、どの課題が影響を受けないのかを判断することであった。BLA
が報酬⽐較と負の情動の両⽅になんらかの役割を持っている場合、これ
らのすべての課題に影響が出るものと考えられる。しかし、報酬⽐較機
構のみを障害させた場合、cSNC、AS 消去および ANC が影響を受け、
OF テストには影響が⾒られないはずである。最後に、BLA 損傷が負の
情動にのみ影響を及ぼすならば、cSNC と AS の消去、および OF が影響
を受け、ANC には影響が⾒られないものと考えられる。
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第2節

本章の全体的⽅法

3.2.1 被験体

被験体は実験的にナイーブな Wistar ラット 33 匹であった。これらの
動物の導⼊元、繁殖、飼育環境、⾷事制限法、⾷事制限中の給餌法など
はすべて第 2 章 2.2.1 に⽰したものと同様であった。
実験４で⽤いられた被験体は、実験４のすべてのセッションが終了し
た後、順次次の実験（実験５、実験６、実験７）に⽤いられた。Table31 は、それぞれの実験で⽤いられた被験体の数をそれぞれの実験による
経験ごとに分類したものである。

3.2.2 BLA 損傷⼿術

⿇酔導⼊から頭蓋穿孔までの⼿続きは第 2 章第 2 節で述べたものと同
様であった。微量投与のためのカニューレは、ブレグマから-3.3AP、±
5.1ML、-8.1 および 7.6D/V の座標に刺⼊された。次にこのカニューレ
にインジェクションポンプ（KDScientific、Model KDS 232 CE、Holliston、
MA USA）を接続し、これに取り付けたマイクロシリンジから N-methylD-aspartate（NMDA）、もしくは溶媒を微量投与した。NMDA は pH7.4
の 100mM リン酸緩衝⾷塩⽔（PBS）に 20mg/ml の濃度で溶解した。0.2
μl の NMDA 溶液を-8.1D/V でさらに、0.1μl の NMDA を-7.6D/V で
それぞれ 0.1μl/min の速度で注⼊した。各注⼊後、カニューレを除去す
る前に、NMDA を隣接する組織に⼗分拡散させるため、5 分間そのまま
の状態を維持した。偽⼿術群の動物は同じ処置を受けたが、溶媒（PBS）
のみが注⼊された。⼿術直後から実験開始までの⼿続きも第 2 章第 2 節
で述べたものと同様であった。
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Table 3-1
Assignment of animals to the four phases of behavioral testing.

Note. In Exp.5 and 7 all animals received the same behavioral treatment. In
Exp.6, animals with the same ANC treatment were pooled. For example, four
animals in ANC Group BLA/4-32 (n = 8) had experienced reward downshift and
four had been in the unshifted condition. This procedure tended to match groups
for previous assignments. 32 and 4 refer to the concentration of sucrose
solutions. ANC, anticipatory negative contrast.
AS, autoshaping. BLA, basolateral nucleus of the amygdala. CR/Ext:
continuous reinforcement/extinction. cSNC, consummatory successive negative
contrast. OF, open field. See text for further details.
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3.2.3 装置
条件付け箱

実験４および実験６においては、装置として第 2 章第 2 節において述
べたものと同様の条件付け箱が⽤いられた。

オペラント箱

実験５においては装置として 4 台のオペラント箱（MED Associates、
St. Albans VT）が⽤いられた。オペラント箱はそれぞれ防⾳箱に納めら
れていた。各箱の⼤きさは 20.1×28×20.5cm(W×L×H）であった。床
はステンレス製のグリッド（直径 0.4cm、中⼼から中⼼まで 1.6cm）に
なっており、その下にはコーンコブが敷き詰められた糞⽫が置かれてい
た。フィーダの左右 1cm、床上 6cm の位置に 2 つの格納式レバーが取り
付けられていた。報酬⽤の餌⽫は、装置前壁に開けた⽳の内側（床上 2cm）
に配置されており、壁裏に取り付けられたペレットディスペンサーと連
結していた。このディスペンサーから供給される報酬⽤の餌ペレット
（45mg の餌ペレット; Bio-Serv、Frenchtown NJ）は タンパク質（18.8％）、
脂肪（5.0％）、炭⽔化物（61.5％）、繊維（4.6％）、灰分（4.4％）および
⽔分（5.0％）を含み、その含有カロリーは 3.68kcal/g であった。この実
験では、左側にあるレバーのみを使⽤した。このレバーの幅は 4.8cm で
あり、装置内に完全に挿⼊されると 1.9cm が箱内に露出した。完全に挿
⼊または収縮するのに 0.2 秒かかり、それに最⼩限の⼒が加えられるよ
うに調節された。餌⽫のある⽳には、ラットの頭が⼊ったことを検出す
るように設計された光電管（⽳の内側 1.1cm）が装着されていた。防⾳
箱には照明器（GE 1820）とファン、スピーカーが取り付けられており、
これによってオペラント箱内の照明とマスキングのためのホワイトノイ
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ズが供給され、換気がなされた。背景マスキングノイズ（ホワイトノイ
ズとファンの⾳）は 80.1 dB であった。隣接する部屋にあるコンピュー
タによってレバーの出し⼊れや報酬⽤ペレットの配給が制御され、また
レバー押しの回数や餌⽫に頭を⼊れた回数が記録された。

オープンフィールド

実験７では第 2 章第 2 節で述べたものと同様のオープンフィールド 3
台が装置として⽤いられた。

3.2.4 組織学的検索

すべての実験が終了した翌⽇、すべての被験体を CO２ の過剰吸⼊によ
り安楽死させ、即座に脳が取り出された。取り出された脳は４%
paraformaldehyde に少なくとも 3 ⽇間浸けられ、その後少なくとも 2 ⽇
間 30%ショ糖液に浸けられた。その後 40µm の厚さでスライスされた。
脳スライスは cresyl-violet で染⾊され、光学顕微鏡(Olympus CX42)とデ
ジタルカメラ(Q-Color 3)を⽤いて撮影され、Image-Pro Express を⽤い
てコンピュータに取り込んだ後分析された。
各切⽚の A/P 位置は、ラットの脳の Paxinos & Watson (2007)のアト
ラスに基づいて同定された。4 倍に拡⼤した画像に ImageJ ソフトウェア
を⽤いて細胞計数を⾏った。画像は 2592×1944 ピクセル、8 ビットで表
⽰し、モニタ画⾯上の 4.91cm 2 の領域が細胞計数のために選択され、そ
れは常に測定脳部位（BLA または CeA）の中⼼となるよう調整した。

3.2.5 統計

第 2 章第 2 節で述べたものと同様の⽅法で統計検定が⾏われた。
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第3節

組織学的検索の結果

組織学的検索の結果、NMDA 投与のための刺⼊部位が明らかに異なる
ものや損傷部位を確認するための脳切⽚を作成する際などの失敗により、
被験体 33 匹のうち 4 匹が不適当なものとして解析対象から除外された。
Fig. 3-1 は、脳の組織学的検索⽤脳切⽚のうちから 2 つの例を⽰して
いる。ここに⽰した切⽚は、NMDA 注⼊後の BLA 領域における細胞体
数の減少が偽⼿術統制群と⽐較して明らかなものを例として選択した。
⼀般に、BLA 領域における細胞減少はこの例ほど際だったものではなか
ったが、採⽤した細胞数測定法によって、BLA 領域で細胞数が減少して
いたという客観的結果を得ることができた。
Fig. 3-2 は、BLA 損傷群および偽⼿術統制群における CeA 領域および
BAL 領域の細胞数を⽰している。各動物は、BLA におけるカニューレ挿
⼊位置とその直後の領域（A/P -2.8〜-3.3）の脳切⽚から得られた 1〜4
枚の画像を⽤いて細胞数を計算した。 2 つ以上のスライスで細胞数を評
価し、その平均をその動物の値として⽤いた。BLA 損傷動物の細胞数は、
偽⼿術群動物よりも有意に少ないものであった（F(1,27) = 25.67, p <
0.001）。対照として、同じ⼿法を⽤いて、偽⼿術群および BLA 損傷群の
動物の CeA 領域（A/P -2.8〜-3.3）についても細胞数を計算したが、両
群の細胞数の差は統計的に有意ではなく、NMDA 損傷が隣接する CeA
領域にまで拡がってはいなかったことを⽰唆している。
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Fig. 3-1. Photomicrographs of coronal sections stained
with Cresyl Violet showing the BLA. The left picture
shows an animal with a sham lesion and the right picture
a BLA lesion. The arrow points to an area damaged by
the NMDA infusion. Cell bodies are visible in the case
of the sham slice, but the BLA is substantially depleted
of cell somas after the NMDA lesion.
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Fig. 3-2. Mean (±SEM) of cell count in the BLA
and CeA for groups of rats given neurotoxic lesions
or sham lesions in the BLA. All cell counts were
calculated in slices from A/P -2.8 to -3.3.
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第４節

ラットの継時的負の対⽐における

扁桃体基底外側核 NMDA 損傷の効果（実験４）
3.4.1 ⽬的

本実験では継時的負の対⽐(cSNC)現象における扁桃体基底外側核
の役割を、対象部位を⾛る神経線維に影響を与えず、対象部位に存在
する細胞体のみを破壊することが可能な NMDA 損傷法によって明らか
にすることを⽬的とした。

3.4.2 ⽅法
被験体

本実験では、本章第 2 節で述べたラット 33 匹を被験体として実験を
⾏った。このうち、前節で述べた組織学的検索の結果により、損傷部位
が妥当であると判断された 29 匹のみを解析の対象とした。

装置

本章第 2 節で述べた装置のうち、条件付け箱を⽤いて実験を⾏った。

訓練⼿続き

それぞれの被験体が NMDA 損傷⼿術のダメージから回復し、また摂
⾷制限により体重が飽⾷時の 81〜84%に達した後（⼿術後約 6〜10 ⽇）
速やかに「完了⾏動における負の対⽐効果実験」を開始した。実験開始
にあたり、BLA 損傷群、偽⼿術群の動物はそれぞれさらに 2 つの群に割
り振られ、計 4 群の動物で実験が⾏われた。すべての群に割り当てられ
た動物ができるだけ同時に訓練が開始されるよう群を割り当て、順次実
験を遂⾏した。
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4 つの群はすなわち、BLA/32、Sham/32、BLA/4 および Sham/4 であ
った。「32」は 32%から４%へショ糖液の濃度をダウンシフトする条件
を⽰し、「4」は４%ショ糖液濃度が⼀定であるノンシフト条件を⽰す。
BLA/32、Sham/32 の 2 群は毎⽇ 1 セッション⾏われる訓練のセッショ
ン 1〜10 において 32%ショ糖液を与えられ、これをリッキングした。セ
ッション 11〜15 では４%ショ糖液を与えられ（ダウンシフト）、これを
リッキングした。BLA/4 および Sham/4 の両群は 1〜15 のすべてのセッ
ションで４%ショ糖液を与えられ（ノンシフト）、これをリッキングした。
動物は毎⽇決まった 4 匹で同時に待機室、次いで実験室に運ばれた。そ
れぞれの被験体が実験のために割り当てられた条件付け箱は実験期間を
通して固定されていたが、同じ条件箱を使⽤する被験体の順番は毎⽇ラ
ンダムに変えられた。これは順番による⼿がかりを最⼩限にするためで
ある。毎⽇のセッションの⻑さは 5 分間で、実験プログラムがスタート
してから平均 30（±15）秒でリッキングノズルが条件箱内に提⽰され、
被験体がこのノズルを最初にリッキングすることでセッションが開始さ
れた。5 分間のセッションが終了するとリッキングノズルは条件箱の外
に出された。セッション中は条件箱内の室内灯が点灯し、空調のファン
が回り、またホワイトノイズが防⾳箱内のスピーカーから流された。

3.4.3 結果

Fig. 3-3 は、偽⼿術群(上)および BLA 損傷群(下)の各セッションにお
けるショ糖液リッキング数を⽰している。プレシフト(セッション 1〜
10)のリッキング数を、損傷（BLA、Sham）×コントラスト（32％、４%）
×セッション（1〜10）の 3 要因分散分析により分析（セッションを繰り
返し要因として分析）したところ、セッションの主効果が有意であった
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（F(9, 225) = 18.53, p < 0.001）。リッキング数は全体的に 10 回のプレ
シフトセッションにわたって増加したことが明らかである。また、コン
トラストの主効果(F(1,25) < 3.72, p < 0.07)と、コントラストと損傷の
交互作⽤(F(1,25) < 3.83, p < 0.06)には有意な傾向があったが、これは
偽⼿術群のリッキング数が sham-32％、sham-４%の両群間で差がなか
ったのに対して、BLA 損傷群では BLA-32 群の平均リッキング数が、
BLA-4 群と⽐較して多かったことを⽰している。 損傷の主効果、損傷
とセッションの交互作⽤、および 3 要因の交互作⽤についてはいずれも
有意でなかった。プレシフトの最終段階では BLA、偽⼿術両群はほぼ同
じリッキング数を⽰していた（Fig.3-3 のセッション 10）。Fig. 3-3（セ
ッション 11）はまた、偽⼿術群（上）および BLA 損傷群（下）に対す
るダウンシフトの影響をそれぞれ⽰している。BLA 群では cSNC が⾒ら
れなかった。損傷×コントラスト×セッション（11〜15）の３要因分散
分析を⾏ったが、その結果がこの結論を裏付けている。セッションの主
効果は有意であった（F（4,100）= 2.99、p <0.03）が損傷とコントラス
トとの相互作⽤も有意な傾向（F（1,25）= 4.10、p = 0.054）にあった。
そのため下位検定を⾏ったところ、偽⼿術群では有意なコントラストの
主効果が⽰され(F（1,25）= 4.36, p <0.05）、cSNC 効果が明らかであっ
たものの、BLA 群においてこの主効果は有意でなく、cSNC を確認する
ことができなかった。リッキング数の違いはおよそ 11 セッションで起
こっているため、このセッションのみにおいて損傷×コントラストの 2
要因分散分析を⾏った。その結果、損傷とコントラストの交互作⽤が有
意であった（F(1,25) = 4.51, p < 0.05）。また、コントラストの主効果も
有意であった(F(1,25) = 12.73, p < 0.002）。下位検定の結果、偽⼿術群
ではダウンシフトした群とノンシフトの群との間でリッキング数に有意
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な差が⾒られたものの(F(1,25) = 15.54, p < 0.002)、BLA 損傷群におい
てその差は有意でなかった(F(1,25) = 1.09, p > 0.30)。
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Fig. 3-3. Mean (±SEM) lick frequency in groups given
access to 32% or 4% sucrose during preshift. All animals
received access to 4% sucrose during postshift sessions
11–15. Thus, “32” denotes the 32-to-4% sucrose
downshift condition and “4” the 4% sucrose unshifted
condition. The top panel shows the results for shamoperated animals and the bottom panel for animals with
BLA lesions.
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第５節

ラットの⾃動反応形成およびその消去における

扁桃体基底外側核 NMDA 損傷の効果（実験５）
3.5.1 ⽬的

本実験では⾃動反応形成（AS）およびその消去場⾯における扁桃体基
底外側野の役割を、対象部位を⾛る神経線維に影響を与えず、対象部位
に存在する細胞体のみを破壊することが可能な NMDA 損傷法によって
明らかにすることを⽬的とした。

3.5.2 ⽅法
被験体

本章第 2 節で述べたラット 33 匹を被験体として実験を⾏った。この
うち、第 3 節で述べた組織学的検索の結果、損傷部位が妥当であると判
断された 29 匹のみを解析の対象とした。

装置

本章第 2 節で述べた装置のうち、オペラント箱を⽤いて実験を⾏った。

訓練⼿続き

前節において述べた cSNC 実験（実験 4）のすべてのセッションを終
了した後、順次本実験のセッションを開始した。⾏動訓練はすべての動
物で同様であった。したがって、本実験において存在する独⽴変数は損
傷（BLA、Sham）とセッション（習得 1〜10、消去 11〜20）の 2 つの
みであった。それぞれの条件に割り当てられる被験体の数は、cSNC 課
題（実験 4）においてリッキングしたショ糖液の経験に関してカウンタ
ーバランスがとられた（Table 3-1 参照）。動物は毎⽇決まった 4 匹で同
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時に待機室、次いでオペラント箱がおかれている実験室へと運ばれた。
毎⽇１セッション、10 ⽇間で合計 10 セッション⾏われる習得セッショ
ンでは毎⽇ 10 試⾏が⾏われた。各試⾏では、オペラント箱内にレバー
を 10 秒間提⽰した後、ラットの反応とは関係なく 45mg の餌ペレット 5
つを 0.2 秒ごとに 1 つの割合でディスペンサーから供給した。試⾏間隔
は平均 90 秒（範囲：60〜120 秒）であった。
習得セッションの後、同じく 1 ⽇ 1 セッション、1 セッション 10 試⾏
で 10 ⽇間の消去セッションを⾏った。消去セッションの各試⾏では習
得セッションと同様レバーが 10 秒間提⽰されたが、餌ペレットが供給
されることはなかった。各セッションの終了後は⽔を含ませたペーパー
タオルでそれぞれの箱を掃除し、糞便を除去した。セッション中は条件
箱内の室内灯が点灯し、空調のファンが回り、またホワイトノイズが防
⾳箱内のスピーカーから流された。
従属変数は、試⾏ごとの「レバー押し回数」と「餌箱に頭を⼊れた回
数（エントリー回数）」であった。さらに、反応バイアスとして、試⾏ご
との「レバー押し回数」から「餌箱に頭を⼊れた回数」を差し引いた値
も⽤いた。この値が正の数である場合は、サイントラッキング（レバー
CS に対する反応）の強さを⽰すのに対して、負の数である場合は、ゴー
ルトラッキング（餌提⽰場所に対する反応）の強さを⽰している。

3.5.3 結果

Fig. 3-4 は、AS の習得と消去に及ぼす BLA 損傷の影響を⽰したもの
である。上段、中段、下段の 3 つの図はそれぞれ、「レバー押し回数」、
「餌箱に頭を⼊れた回数（エントリー回数）」、およびそれら 2 つを組み
合わせた「反応バイアス」の 3 つの異なる指標について⽰している。
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レバー押し回数について習得の 10 セッションを⾒てみると、セッシ
ョンが進むにつれておおよそレバー押し回数は増加するものの、BLA 損
傷の効果は⾒られなかった。2 要因（セッション×損傷）の分散分析を
⾏ったところ、セッションの主効果のみが有意であり（F(9,243) = 16.59,
p < 0.001）、損傷の主効果、セッションと損傷の交互作⽤はいずれも有
意でなかった。習得から消去への移⾏時（セッション 10〜11）にレバー
押し回数が増加する傾向があったが、その傾向は BLA 損傷群、偽⼿術群
とも同様であった。セッション 10〜11 における 2 要因の分散分析では、
いずれの主効果も交互作⽤も有意ではなく、消去スパイクは明らかでな
かった。 Fig.3-4 上段のグラフを⾒ると BLA 損傷群のラットが偽⼿術群
のラットと⽐較して消去の際の反応数が少ない（消去抵抗が⼩さい）よ
うに⾒えるが、すべての消去セッションを含む 2 要因（セッション×損
傷）の分散分析はでは損傷の主効果もセッションと損傷の交互作⽤も有
意ではなかった。セッションの主効果のみ有意であり(F（9,243） = 37.51,
p < 0.001)、消去セッションを通して両群で同様にレバー押し回数が減
少したことが⽰唆された。
BLA 損傷の消去への効果をさらに詳しく調べるため、消去過程を前半
後半の 2 つに分けて統計検定を⾏った。セッション 11〜15 では、BLA
損傷群と偽⼿術群に有意な差は認められなかった。しかし、セッション
16-20 において BLA 損傷群は、偽⼿術群と⽐較して有意に反応数が少な
く、消去抵抗が⼩さいことが明らかになった（F(1,27) = 4.34, p < 0.05)。
Fig. 3-4 中段のグラフはエントリー回数の結果を⽰している。Torres et
al. (2016)に基づいて予想されたように、エントリー回数は習得時初期に
増加し、その後は速やかに減少した。習得から消滅への移⾏中または消
滅時に損傷による明らかな影響は⾒られなかった。 2 要因（セッション
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×損傷）の分散分析の結果、習得期におけるセッションの主効果は有意
であったが(F(9,243) = 36.24, p < 0.001)、それ以外の主効果や交互作⽤、
また消去期におけるすべての主効果や交互作⽤はいずれも有意ではなか
った。
Fig. 3-4 下段のグラフは反応バイアスの結果、つまりセッションごと
のレバー押し回数から餌箱に頭を⼊れた回数を引いた値を⽰している。
すべての値が正であり、ラットがゴールトラッカー（US の場所に反応す
る傾向のある動物）ではなく、主にサイントラッカー（レバーCS に反応
する傾向のある動物）であることを意味している。習得(F(9,243) = 18.53,
p < 0.001)および消去(F(9,243) > 37.15, p < 0.001)での分析は、いずれ
もセッションの主効果のみが有意であることを⽰した。他のすべての効
果は有意ではなかった。
通常⾒られる、習得期終盤に対して消去期初期の反応数が増加する現
象（消去スパイク）は反応バイアスに関しても明らかではなく、また BLA
損傷もその有意な影響を⽰さなかった。また、BLA 動物における消去の
反応バイアスがより低くなる（消去抵抗が⼩さい）傾向があった。消去
期を前半後半に分けた分析において消去期前期（セッション 11〜15）で
は有意な損傷の主効果は⾒られず、消去期後期（セッション 16〜20）に
お い て は 損 傷 の主 効 果 に 有意 な 傾 向 が⾒ ら れた (F(1,27) = 4.13, p =
0.052)。
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Fig. 3-4. Mean (±SEM) lever presses per trial
(top), goal entries per trial (middle), and
response bias (bottom) for sham-operated and
BLA-lesioned groups. Response bias corresponds
to the difference between lever presses minus goal
entries per trial. The dashed vertical line signals
the transition from acquisition (reinforced lever
presentations) to extinction (nonreinforced lever
presentations).
During
acquisition,
every
presentation of the lever was followed by the
response-independent delivery of 5 food pellets
(continuous reinforcement).
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第６節

ラットの予期的負の対⽐における

扁桃体基底外側核 NMDA 損傷の効果（実験６）
3.6.1 ⽬的

本実験では、予期的負の対⽐（ANC）における扁桃体基底外側核の役
割を、対象部位を⾛る神経線維に影響を与えず、対象部位に存在する細
胞体のみを破壊することが可能な NMDA 損傷法によって明らかにする
ことを⽬的とした。

3.6.2 ⽅法
被験体

本章第 2 節で述べたラット 33 匹を被験体として実験を⾏った。この
うち、第 3 節で述べた組織学的検索の結果、損傷部位が妥当であると判
断された 29 匹のみを解析の対象とした。

装置

本章第 2 節で述べた装置のうち、条件付け箱を⽤いて実験を⾏った。
この装置は本章第 4 節（実験４）で⽤いたものと同様であったが、装置
前⾯の壁には左右に並べて 2 つのリッキングチューブが取り付けられた。
これらのリッキングチューブはいずれも通常は壁の外に出ており、隣室
のコンピュータによって実験スケジュール合わせて条件付け箱の中に導
⼊された。

訓練⼿続き

予期的負の対⽐（ANC）場⾯でのトレーニングは、⾃動反応形成消去
の最後のセッションの翌⽇から開始された。被験体は、群間で以前の経
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験が可能な限り同じ割合になるように割り当てられた（Table 3-1）。本
実験のデザインにおいては、セッション（1〜7）、損傷（BLA、Sham）
および２ nd ボトルでのショ糖液濃度（４%、32%）の３つが独⽴変数で
あった。各損傷群の被験体はそれぞれ 2 つのショ糖濃度条件に分けられ
た。1 つはショ糖濃度が１ st ボトルの４%から２ nd ボトルでの 32％にア
ップシフトした 4-32 条件、もう１つは１ st ボトルでも２ nd ボトルでショ
糖濃度が同じ４%である 4-4 条件であった。動物は毎⽇最⼤ 8 匹が同時
に待機室、続いて条件付け箱のある実験室へと運ばれた。前の 8 匹のセ
ッション中、次の 8 匹は実験室から廊下を挟んだ明るい待機室で待たさ
れた。全ての動物に、毎⽇ 1 回のセッションが与えられ、このセッショ
ンの中でショ糖液の⼊った 2 つのボトルを順番にリッキングすることを
求められた。１ st ボトルへのリッキングは、最初にリッキングしてから 3
分間可能であった。その後 30 秒の休息時間があり、さらにその後、同様
に２ nd ボトルを 3 分間リッキングすることができた。１ st ボトルでは、
すべての動物に対して４%ショ糖液が与えられた。4-4 条件の動物には
２ nd ボトルでも同様に４%ショ糖液が与えられた。⼀⽅、4-32 条件の動
物の２ nd ボトルでは 32％ショ糖液が与えられた。全部で 7 回のセッショ
ンが⾏われた。条件付け箱は、各セッションの後湿ったペーパータオル
で清掃された。各ボトルのリッキング数が指標であった。

3.6.3 結果

Fig. 3-5 は、最後の 2 セッションにおけるリッキング数の平均をとっ
たものである。それぞれ１ st ボトル（上）と２ nd ボトル（下）のリッキン
グ数を⽰している。１ st ボトルおよび２ nd ボトルのリッキングについて
損傷群（BLA、Sham）×ショ糖濃度（4-32、4-4）を要因とした 2 要因
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分散分析を⾏った。その結果１ st ボトルにおいてショ糖濃度の主効果が
有意な傾向を⽰したものの(F(1,36) = 3.48, p = 0.074)、有意な主効果や
交互作⽤は認められなかった。Fig. 3-5（上）を⾒ると、偽⼿術群の動物
ではショ糖濃度による効果が⾒られる⼀⽅で BLA 動物ではこれが認め
られないため、4-32 群と 4-4 群とを⽐較する別個の分析を各損傷群につ
いて⾏った。その結果、偽⼿術群では１ st ボトルリッキングの有意な抑
制、すなわち ANC が観察された（F(1,12) = 6.41, p <0.03）。しかし、
BLA 群では 4-32、4- 4 条件間に有意な差は認められず ANC が⾒られな
かった。
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Fig. 3-5. Mean (±SEM) lick frequency in groups
receiving two trials per day. The first trial (top,
First bottle) involved access to 4% sucrose for all
groups. The second trial (bottom, Second bottle)
involved access to 32% or 4% sucrose depending
on the groups (4-32, 4-4). Each bar represents the
mean over the last two sessions of anticipatory
negative contrast (ANC) training, either for shamoperated or BLA-lesioned groups.
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第７節

ラットのオープンフィールド⾏動における

扁桃体基底外側核 NMDA 損傷の効果（実験７）
3.7.1 ⽬的

本実験では、オープンフィールド(OF)⾏動における扁桃体基底外側核
の役割を、対象部位を⾛る神経線維に影響を与えず、対象部位に存在す
る細胞体のみを破壊することが可能な NMDA 損傷法によって明らかに
することを⽬的とした。

3.7.2 ⽅法
被験体

第 3 節で述べたラット 33 匹を被験体として実験を⾏った。このうち、
組織学的検索の結果損傷部位が妥当であると判断された 29 匹から装置
の不具合によってデータが取得できなかった 1 匹の動物を除いた 28 匹
のみを解析の対象とした。

装置

本章第 2 節で述べた 装置の うち、3 台の オー プンフィ ールド(OF:
(L×H×W = 43×30×43cm))を⽤いて実験を⾏った。

訓練⼿続き

最後の ANC セッションの翌⽇、すべての被験体は OF の置かれた実
験室（この実験室は条件付け箱がある実験室と同じ部屋であったが、こ
の部屋では⼀度に 1 種類の⾏動テストしか⾏われなかった）に運ばれ、
OF テストを受けた。OF テストは午前 9 時から午後 5 時の間に 20 分間
のセッションが 1 度だけ実施された。ラットは可能なかぎり２〜３⼈の
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実験者により分担して取り扱われ、3 匹が同時に OF に投⼊された。電
球（100W）が OF 中央部の上に下げられ、OF を照明した。実験室の照
明は消されていた。
前の動物のセッションの間、動物は実験室から廊下を挟んだ明るい待
機室に待機させられた。テスト開始時、ラットは OF の中⼼に置かれ、
その後⾃由に⾏動することができた。OF は、各セッションの後、湿った
ペーパータオルで清掃された。実験の独⽴変数は損傷（BLA、Sham）の
みであった。 隣接する部屋にあるコンピュータが、セッション中の被験
体の移動距離（cm）を従属変数として記録した。

3.7.3 結果

Fig. 3-6 は OF テストの結果を⽰したものである。BLA 損傷動物と、
偽⼿術動物の移動活動距離を OF の中⼼部位と周辺部位に分けて⽰して
いる。2 要因（損傷×領域）の分散分析を⾏ったところ、領域の主効果
のみが有意であった（F（1,26）= 75.90、p <0.001）。損傷の主効果、お
よび損傷と領域の交互作⽤は有意でなかった。したがって、BLA 損傷は
ラットの移動活動活動や OF の中⼼部よりも周辺部を好んでよく活動す
るという傾向には影響を及ぼさなかった。
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Fig. 3-6. Mean (±SEM) distance (cm) traveled
during 20-min test sessions in the OF
segregated according to whether the animal
was in the central area or in the peripheral area
of the field.
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第8節

本章の考察

BLA 損傷は、本章の実験に含まれる 2 つの負の対⽐効果（cSNC およ
び ANC 効果）を消失させ、さらに AS の消去にも影響を及ぼした。cSNC
と ANC の効果はいずれも完了⾏動に基づくものである。 これらの結果
は Simmons & Neill (2009)によって報告された結果とは異なるものとな
った。彼らの研究は GABA 作動薬である muscimol による BLA 不活性
化が道具的⾏動には影響を及ぼすものの、完了⾏動には影響しないこと
を⽰唆した。⼀⽅、本研究の結果は、cSNC 効果の低下を⽰した Becker
et al. (1984)の報告と⼀致しており、さらに報酬価低下効果の消失を⽰し
た Hatfield et al. (1996)の報告とも⼀致している。BLA 損傷はまた、AS
消去の後半においてレバー押し⾏動を減少させた。この効果はゴールエ
ントリーでは観察されず、また、反応バイアスにおいては弱いものであ
った。これらの影響のいずれも、反応の獲得（cSNC のシフト前セッシ
ョンまたは AS 獲得の間）に対する BLA 損傷の影響に依存するものでは
なかった（Parkinson et al., 2000 参照）。また、OF においても BLA 損傷
の影響は⾒られなかった。全般的活動という側⾯においても、またオー
プンフィールド中央領域において特に移動活動量が少なくなるという点
にいても BLA 損傷が影響した証拠は⾒いだせなかった。しかし、それ以
外の⾏動に影響があったという可能性（例えば、グルーミング; Hong
et.al (2014) 参照）は完全に排除することはできない。以下では、これら
の結果が本章の⽬的において⽰した 2 つの仮説、すなわち報酬⽐較と負
の情動の仮説についてどのような意味を持つのかに焦点を当てて考察す
る。
これまでの研究によれは、扁桃体中⼼核(CeA)の損傷が cSNC を消失
させたと報告されている(Becker et al., 1984) 。さらに、CeA 領域にお
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ける diazepam の微量投与が cSNC を減弱させたという報告もある(Liao
& Chuang, 2003)。 扁桃体領域では、ダウンシフト初⽇の後に c-Fos や
pCREB の 両 ⽅ が ⾼ レ ベ ル で 発 現 す る こ と も ⾒ 出 さ れ て い る (Grueck
et.al, 2015, Pecoraro et al., 2005)。こうしたことを考えると、報酬喪失
場⾯における CeA の役割については⽐較的豊富な証拠があるが、BLA
については全く異なっている。Becker et al. (1984)は、BLA を含んだよ
り外側野の損傷を有するラットで cSNC への影響について検討したが、
これらの動物は、偽⼿術を施したコントロール群と⽐べると⼩さいもの
の、それでも cSNC を⽰すことを報告している。さらに、彼らの⽤いた
⽅法での損傷は本研究と⽐較して⼤きく、さらに通過する神経線維をも
損傷するものであった。Becker et al. (1984)は、扁桃損傷が報酬のダウ
ンシフトによって誘発される負の情動による⾏動の制御を減少させ、相
対価値よりもむしろ報酬の絶対的価値に対応して反応するようにさせた
という可能性を⽰唆した。報酬の相対価値に対応するためには、報酬の
⽐較メカニズムが必要である(Papini et al., 2006)。本章で検討した cSNC
および ANC の状況において考えれば、その⽐較は、現在の報酬（４%シ
ョ糖液）と予想される報酬（32％ショ糖液）の再活性化された記憶表象
の間で⾏われるはずである。BLA 損傷はそのような⽐較を妨げ、その結
果、動物が現在⽰されている報酬にのみ敏感になるか、あるいは現在の
報酬により重きを置くようにするのではないか。これは動物が絶対的な
報酬価値に応答するということとほぼ同様のことである。この解釈は本
章で検証した BLA 損傷の動物に起こったことの合理的な説明としても
適当だと考えられる。cSNC および ANC の場合には、４%ショ糖液に対
応するレベルとして、ラットの⾏動は正常かつ適切であった。したがっ
て、BLA を損傷された動物は、偽⼿術を施されたノンシフトのコントロ
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ール群に匹敵するレベルで応答し、また同様に ANC 効果は消失してし
まったと考えることができる。さらに AS 消去での効果について、BLA
損傷動物のレバー押し反応が偽⼿術群のラットと⽐較してより低頻度で
あったことについては、現在の報酬条件、すなわち消去セッションにお
ける報酬の不在を反映すると考えることができる。ゴールトラッキング
において影響が⾒られなかったことは、これまでの研究(Tores et al.,
2016)で観察されたように、消去中のこの⾏動が⼀般的に低レベルにあ
ることに起因する、いわゆる床効果である可能性を考えることができる。
少なくともこの解釈と部分的には⼀致する研究結果がある。それは
BLA 損傷が道具的⾏動における SNC 場⾯（iSNC）に及ぼす影響を調べ
る実験において報告されている。Salinas et al. (1996)はラットを直線⾛
路で訓練した。ラットははじめ、群によって 10 粒または 1 粒のペレッ
トを報酬として 1 ⽇ 6 試⾏、試⾏間間隔 30 秒で直線⾛路を⾛⾏したが、
その後すべての群のラットの報酬が 1 粒のペレットに統⼀された。すな
わち 10 粒の群ではダウンシフトしたことになる。ダウンシフト初⽇は
BLA 損傷動物でも偽⼿術の動物でも、正常な iSNC 効果が観察された。
しかし翌⽇のセッションにおいては BLA 損傷動物の iSNC 効果は消失
してしまった。iSNC はある点で AS と類似している。両⽅とも予測的な
⾏動（すなわち、iSNC ではゴールに達するまでの⾛⾏時間、または AS
での餌報酬提⽰前にレバーを押すこと）を含んでいる。どちらの場合も、
BLA 損傷の影響は、新しい条件をある程度経験した後に初めて明らかに
なった。iSNC ではダウンシフトの 1 回のセッションの後、本章での実
験の AS では 5 回の消去セッションの後である。Salinaset et al. (1996)
は、扁桃体が刺激−報酬連合の保存場所ではないもの、その出⼒が他の
脳部位におけるそのような情動的に重要な記憶の固定を調整していると
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考えている。しかし、彼らの iSNC 実験の結果は、シフト後（現在）と
シフト前（期待）の報酬を⽐較するために必要なメカニズムの不完全な
損傷がもたらした結果を反映しているという可能性を考えることができ
るかもしれない。不完全な損傷が、最初のダウンシフトセッションで観
察されたコントラストを⽣み出したものの、その iSNC 効果は翌⽇のセ
ッション以降消失してしまった可能性がある。
BLA 領域への損傷が現在と期待報酬値の⽐較を⽋落させるという仮
説はまた、cSNC 場⾯（実験 4）でのシフト前の⾏動や AS（実験 5）の
獲得場⾯、OF テスト（実験 7）での活動性において損傷の影響が⾒られ
ないこともうまく説明する。おそらく、これらの状況のどれも、現在の
報酬と期待される報酬との⽐較を⾏う必要がなく、負の予測誤差を誘発
することがなかった。しかし、そのように⾒かけ上⾸尾よく⼀貫性をも
って説明できたとしても、注意しなければならない単純な理由が存在す
る。つまり本研究で⽤いられた実験のすべては同じ動物を同じ順序で、
直列的に⽤いており、それによって各実験を越えての報酬⽐較があった
可能性を捨て去ることができないということである。これら以前の実験
の混⼊効果は、以前の実験経験によって群構成のカウンターバランスを
取って動物を再分配することにより最⼩化されたはずである（Table 31 参照）。さらに、被験体が特に同じ状況に置かれた際に、その時点での
パフォーマンスは直前のトレーニングの影響を最も受けていると考えて
良いのかもしれない。それでも、報酬喪失を含む状況を超えた混⼊効果
の問題は、さらなる検討に値する問題である（例えば Cuenya et al., 2015、
Ross, 1969）。
扁桃体は条件性恐怖の情動的記憶のような情動と関わる重要な事項に
関与していることが明らかである。その中でも BLA 領域は、恐怖の消去
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に重要な回路の⼀部であることが具体的に⽰唆されている（例えば、
Baldi & Bucherelli, 2015, Furini et al., 2012）。例えば、恐怖の消去をは
じめる前に GABAA 受容体のアゴニストである muscimol を BLA に注⼊
することでフリージング⾏動の消去が促進されることが報告されている
（Akirav et al., 2006）。この結果は、本章研究での AS 消去中に⾒られた
レバー押し⾏動の減少を想起させるものである。しかしその⼀⽅で、条
件付け前に BLA 領域を興奮毒性によって損傷することで恐怖条件付け
の獲得に影響が出るという報告もあり、特に限られた数での訓練ではそ
のようである (Maren, 1999, 2001)。フリージングが獲得できなくなるが、
⼗分なトレーニングを重ねればできるようになる。このことは、本章で
⾏ わ れ た cSNC と AS の 習 得 に 効 果 が な い こ と と ⽭ 盾 し て い る
（Parkinsons et al., 2000 も参照）が、欲求⾏動に対する BLA の効果を
⽰す他の実験とは⼀致している（例えば Simmons & Neill, 2009）。1 つ
の可能性として考えられることは、本研究で使⽤された cSNC および AS
タスクが、その習得において BLA 損傷の影響を検出するために⼗分な
感度を持たなかったと⾔う可能性である。このことは報酬⽐較機構と全
く関係がないというわけではなく、報酬⽐較のアイディアを習得の初期
に予期していなかった報酬が得られるというところまで拡⼤する必要が
ある。これはしばしば正の予測エラーと呼ばれ、得られた報酬が予想し
たものよりも報酬価が⾼いことを意味する(Li & McNally, 2014)。
２つ⽬の可能性は、BLA に存在する細胞集団のうち、報酬制の環境条
件と嫌悪性の環境条件とで働くものの割合が異なり、それによって同様
の損傷が課題によって異なる結果をもたらすという可能性である。たと
えば、Namburi et al. (2015)は嫌悪性の信号（ショックと視聴覚 CS の対
提⽰）または報酬性の信号（ショ糖と視聴覚 CS の対提⽰）のいずれか
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に反応する明確な細胞集団を BLA 内でそれぞれ同定している（Beyeler
et al., 2016 も参照）。負の価値をコードするニューロンは CeA に投射さ
れ、正の価値をコードするニューロンは側坐核に投射されていた。これ
らの BLA 実験で使⽤された⾏動課題は報酬の喪失を伴うものではなか
ったが、CeA 領域でも同様の結果が⽰されており、このとき⽤いられた
のはショックの信号と報酬喪失の信号であった(Purgert, 2012)。しかし、
これが BLA ニューロンにも当てはまるかどうかは確かめられていない。
本章での実験結果には、これを解釈するにあたっていくつか注意をし
なければならない点が⽰唆されている。第１に、偽⼿術群の動物につい
て報告された報酬低減または喪失の効果が cSNC についても、ANC に
ついても、また AS の消去においても統計的に有意ではあったものの⽐
較的⼩さいものであった。これらの効果のサイズを⼤きくするために、
トレーニングパラメータを調整することは可能であると考えられる。た
とえば、⾷事制限を緩めることは cSNC 効果を⾼めることが知られてい
るが(Cuenya et al., 2015)、これは報酬のダウンシフトによって誘発され
る情動性が低下したことを意味する可能性がある（たとえば、報酬価の
低い報酬をめぐる葛藤の減弱）。
第２に、偽⼿術群の被験体に PBS を投与したことにより⾏動に影響を
与えるほどの⼩さなまたは中程度の BLA 損傷を引き起こした可能性が
ある。これは、今後の実験に無傷のコントロールを含めることで評価す
ることが可能である。しかし、これまで⾏ってきた多くの cSNC 実験に
関する経験に基づけば本章の実験で⾒られた効果のばらつきは⼀般的な
範囲に収まっていると考えられる。このような変動に関する潜在成⻑混
合モデルを利⽤した⼆次分析では、ダウンシフトからの回復に関する 3
つの異なるプロセスも検出することもできている(Papini et al., 2014)。
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したがって、実験全体での cSNC 効果の⼤きさの変動の⼀部は、ダウン
シフトに対する感受性が⽐較的低い動物の割合が通常よりは若⼲多い程
度のことによって引き起こされていると考えられる（Pellegrini et al.,
2005 実験 3 を参照）。
第３に、本研究ではダウンシフト場⾯における BLA の役割として報
酬⽐較機構としての解釈をしたが、他の研究では多少異なる解釈が⾏わ
れている。例えば Balleine et al. (2003)は、 2 つの反応（レバー押しと
チェーン引き）がそれぞれ別に強化される（餌ペレットまたはマルトデ
キストリンのうちいずれか）状況において BLA 損傷ラットがこれらを
弁別できなかったと報告した。この発⾒などに基づいて著者らは、さま
ざまな報酬の感覚的要素を道具的⾏動に導く⾏動−結果連合のために
BLA が必要なのであると主張している。BLA ラットが、例えば現在の
４%ショ糖と記憶されている 32％ショ糖の感覚成分を区別できないと
するなら、彼らの説明によってここに⽰された cSNC や ANC などの結
果を説明することも可能である。しかしその⼀⽅で、本章で述べた BLA
の報酬⽐較説によって Balleine et al. (2003)の結果を説明することも可
能である。Balleine et al. (2003)の研究では実験 4 において、動物はセッ
ションごとに 1 つの報酬を与えられるが、セッションごとに報酬は異な
るものであった。報酬はいくつかのセッションで特定の操作⼦とペアに
なっており、動物はこれを選択的に操作しなければならなかった。この
際、動物は特定の操作⼦によって想起される報酬の期待を実際に得るこ
とができた報酬と⽐較する必要がある。この機能こそが本章で仮定され
ている BLA の役割であり、BLA 損傷動物ではこの機能が失われている
と考えることで Balleine et al. (2003)の結果を説明することが可能であ
る。
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最後に、BLA が負の情動への関与が薄いとする仮説についても注意が
必要であり、より詳細な検討が必要である。この仮説はただ２つの断⽚
的な証拠に基づいているに過ぎない。その 1 つは、ANC に精神安定剤の
効果が⾒られない (Flaherty, 1996) とされているにもかかわらず本章
の実験において BLA 損傷の効果が⾒られていることである。もうひと
つは、前章の実験で CeA 機能の⼀時停⽌によって OF ⾏動に効果が⾒ら
れた⼀⽅、同様の OF ⾏動に BLA 損傷の効果が⾒られなかったことで
ある。
本章での実験の結果は、報酬喪失場⾯における BLA 機能について、負
の情動に関与するものではなく報酬⽐較に関与するものであるとする⾒
解をより強固にするものであった。cSNC 場⾯における報酬⽐較の基礎
となる神経回路の主要なコンポーネントは現在の報酬に関する情報を提
供する味覚視床―BLA 結合と予測される報酬に関する情報を提供する
と考えられる味覚視床―島⽪質―BLA 結合だと考えられる(Ortega et al.,
2017)。BLA はこれら 2 つのソースからの情報を⽐較する位置にある。
これらの構造の損傷は cSNC 効果を消失させ(Lin et al., 2009; Reilly &
Trifunovic, 2003; 本章実験１）、それらのうちの 2 つ、すなわち味覚視
床と BLA の損傷は ANC も消失させる(Reilly et al., 2004, 本章実験）。
そしてこの仮説が正しければ、島⽪質の損傷も ANC を消失させるはず
である。
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第４章

総合的考察

本論⽂では、計 7 つの実験によって対⽐効果における扁桃体の役割を
明らかにした。
第 2 章においては LID を微量投与することによって⼀時的に CeA を
不活性化し、cSNC、ANC、OF ⾏動への影響を検討した。第 2 章 7 節で
述べたように、これらの実験で明らかになった主な事実は、CeA の⼀時
不活性化によって①報酬を 32%ショ糖液から４%ショ糖液にシフトされ
たラットのリッキング数抑制が緩和されたこと、②⼀貫して４%をリッ
キングしていたラットのリッキング数に影響をおよぼさないこと、③
ANC には影響を与えないこと、④ OF でより多くの歩⾏⾏動が⽰され
たことであった。cSNC は抗不安薬などで消失したり弱められたりする
ことが知られており、その発現の⼀部にフラストレーションのような負
の情動の関与が⽰唆されている（Papini, 2003, 2014; Torres & Sabariego,
2014; Papini et al., 2015）。⼀⽅、ANC では同じ報酬量の変化が⽤いら
れているにもかかわらず負の情動の存在について否定的に考えられてい
る（Flaherty, 1996）。また、OF では古くから恐怖や不安、葛藤など⽣得
的な負の情動の存在が考えられており（例えば Ramos, 2008）、OF テス
トはその⼤きさを測るテストの 1 つとして⽤いられてきた。したがって
これらのことから、CeA は対⽐効果が⾒られる場⾯において負の情動の
惹起に関与し、これによって⾏動抑制などを引き起こす役割を担ってい
るものと考えることができる。扁桃体が情動と密接な関係があることは
これまでに⾮常に多くの研究から明らかになっていることであり、また
CeA が分界条床核を通じて扁桃体の最終出⼒を担っていることを考え
るとその結論に⽭盾しないものと思われる。
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⼀⽅、第 3 章においては NMDA 微量投与によって BLA の細胞体のみ
を損傷することで cSNC、ANC、AS とその消去、OF ⾏動への影響を検
討した。3 章の考察で述べたように、これらの実験で明らかになった事
実は、BLA 損傷が①cSNC を消失させること、②ANC についても消失さ
せること、③AS の消去にも⼀部影響を及ぼしたこと、④OF ⾏動には影
響を及ぼさないことであった。情動反応の指標として考えられる OF ⾏
動に影響を及ぼさなかったことを考えれば、BLA が直接負の情動の発現
に関与しているわけではないということが⽰唆されたものと考えられる。
⼀⽅、BLA 損傷の影響が⾒られたのはいずれも報酬⽐較の要素が含まれ
た課題であった。cSNC 及び ANC は異なる場⾯ではあるがいずれも４%
と 32％のショ糖液 2 つの報酬を経験しており、AS も餌ペレットという
報酬を経験した後に消去の⼿続きにより餌が剥奪された。いずれも、古
典的条件付けの要素により、過去の（あるいは将来の）報酬を想起させ
られる場⾯において異なる報酬を得る（あるいは報酬がないことを）経
験をする場⾯である。このような場⾯で BLA 損傷を受けた動物は通常
と異なる様式で反応することとなったと考えれば、3 章で述べたように、
報酬⽐較機構に何らかの障害を受けたと考えるべきであろう。対⽐効果
が起こる場⾯を考えれば、報酬⽐較機構は負の情動を内包する⾏動制御
機構の上流に位置すると考えられるため、負の情動の関与が薄いと考え
られている ANC でも影響が出たものと考えられる。
第 3 章 8 節の考察で述べたように、条件付けの獲得(Maren, 1999; Maren,
2001)や⾏動−結果連合(Balleine et al., 2003)のように現在のところ当仮
説と分離することが困難な仮説もあり、これらを完全に排除することは
できないが、BLA の報酬⽐較説はこれらの説に代わって実験結果を説明
することも可能である。
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本研究では報酬減少場⾯を伴う負の対⽐効果における扁桃体の役割を
検討してきた。これまでの研究を参考に、扁桃体内の神経核を発⽣学的
により古い CeA と⽐較的新しい BLA とに分け、それぞれがどのように
対⽐効果に関わるのかを検討した。対⽐効果には少なくとも報酬記憶、
報酬⽐較、⾏動調節の 3 つの機構が必要であると考えられるが、CeA は
負の情動への関与を通じて⾏動調節機構を担っていることが⽰唆され、
また BLA は報酬⽐較機構においてその役割を担っていることが⽰唆さ
れた。Fig. 4-1 は対⽐効果の基礎にあると考えられる３つの機構と、現
在までに考えられるその機構を担う脳部位に関する概念図である。第 1
章で述べたようにそれぞれの機構は 1 種類のものとは限らないが、本研
究においてその⼀端を明らかにすることができた。すなわち、報酬⽐較
機構としての BLA、そしてその結果によって負の情動を喚起し、⾏動の
主に抑制を担う⾏動制御機構としての CeA である。今後さらなる研究が
⾏われることによってこれらの全貌が明らかになってくるものと期待さ
れる。
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味覚視床 報酬情報
嫌悪情報

報酬記憶機構

BLA

⾏動制御機構
（正の情動）

CeA

報酬⽐較機構

⾏動制御機構
（負の情動）

⾏動制御機構
（ ？ ）

cSNC・AS 消去
OF

正の対⽐効果
等？

島⽪質

ANC

Fig. 4-1 本研究において⽤いられた⾏動解発のための概念図
ANC:予期的負の対⽐

AS:⾃動反応形成

CeA:扁桃体中⼼核

BLA:扁桃体基底外側核

cSNC:完了⾏動継時的負の対⽐
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概要

本論⽂は、ラットの完了⾏動に⾒られる負の対⽐において、扁桃体が
どのような役割を果たしているのかを検討したものである。負の対⽐の
基礎となる脳構造として扁桃体が重要であることは明らかであったが、
具体的にどのような機能を担っているかが明らかでなかった。そこで本
研究では、扁桃体のうち発⽣的に古い領域である中⼼核と、新しい領域
である基底外側核とに注⽬し、複数の実験系を組み合わせることでそれ
ぞれの核が報酬記憶、報酬⽐較、⾏動制御のうちどの役割を担っている
かを明らかにした。
第 1 章では、対⽐効果と対⽐効果に関与する脳部位について概説した。
第 1 節では対⽐効果が「動物が現在得ているものとは異なる他の報酬を
得た経験を持つとき、そうした経験を持たない動物と⽐較して現在の報
酬に対する反応が異なる現象をいう」ことを説明し、①２つの報酬をど
のようなタイミングで経験するか、②その結果⾏動がどのように変化す
るか、③対象となっている⾏動がどのようなものかによって 12 種類の
ものが考えられるので、それぞれについて概説した。さらに同節の後半
部では、対⽐効果に必要なメカニズムとして論理的に、報酬記憶、報酬
⽐較、⾏動制御の各機構が考えられることを説明し、その候補として考
えられる脳部位との関係を⽰す研究を概説し、中でも扁桃体が様々な対
⽐効果に関与している可能性のあることを述べた。第 2 節では扁桃体の
構造と機能について概説した上で、対⽐効果と扁桃体との関係性を⽰す
研究について述べた。第 3 節においては、第 2 節までをまとめた上、本
論⽂全体としての⽬的を述べた。扁桃体は過去の研究結果や発⽣学的あ
るいは解剖学的な根拠によって、中⼼内側領域と基底外側領域とに分け
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て考えることができる。それぞれの領域の代表的な核である中⼼核、基
底外側核を可逆的あるいは⾮可逆的に機能停⽌させることによって、両
部位の対⽐効果における役割を考察することが本研究の⽬的であった。
第 2 章では扁桃体のうち中⼼核(CeA)に、⼀時的にその神経活動を⽌
めることのできるリドカイン(lidocaine; LID)を微量投与することで以
下の３つの⾏動への影響を調べる実験を⾏い CeA の役割を考察した。
１）完了⾏動における継時的負の対⽐、すなわち報酬価の⾼い報酬を得
てきた動物が、その報酬を突然報酬価の低いものに変えられたときの反
応、２）予期的負の対⽐、現在得ている報酬よりも直後により報酬価の
⾼い報酬が予期できる場⾯での⾏動、３）オープンフィールド⾏動であ
る。
本章の実験ではすべて同じラットが⽤いられ、CeA への微量投与⽤ガ
イドカニューレ装着⼿術の後、継時的負の対⽐、予期的負の対⽐、オー
プンフィールドの順で実験が⾏われた。継時的負の対⽐の実験（実験 1）
では、半数のラットが 4％ショ糖液、もう半数のラットが 32％ショ糖液
を条件付け箱内のボトルから 3 分間与えられ、これをリッキングした。
10 ⽇間同じ訓練を続けた後、32％のショ糖液は４％に変更され、第 11
〜15 ⽇はすべての動物が 4％ショ糖液をリッキングした。第 11 ⽇のセ
ッションが始まる直前、4％群、32％群のそれぞれ半数のラットには LID
が CeA に微量投与され、残り半数のラットには溶媒であるリン酸緩衝⽣
理⾷塩⽔（PBS）が同じ⼿続きで微量投与された。その結果、PBS を投
与されたラットでは継時的負の対⽐が認められたが、LID 投与動物では
⾒られなかった。したがって、CeA の働きが⼀時的に停⽌したラットで
は継時的負の対⽐が⾒られなかったことになる。
続いて同じ 4％と 32％のショ糖液を⽤いた予期的負の対⽐の実験（実
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験 2）を⾏った。動物は毎⽇ 2 回ショ糖液をリッキングした。最初の 3
分間はすべての動物が 4％のショ糖液を条件付け箱の中でリッキングし
た。その後 30 秒の休憩時間を挟んで、今度は別のボトルからショ糖液
が提供され、ラットはこれをリッキングした。しかし、このとき半数の
ラットに提供されたのは 32％のショ糖液で、残りの半数に提供されたの
は 1 度⽬と同じ４％のショ糖液であった。これらの訓練を 1 ⽇１回、10
⽇間繰り返した。その後、第 11 ⽇と第 13 ⽇のセッション開始直前に半
数のラットに対して LID が CeA に微量投与され、もう半数のラットに
PBS が投与された。第 11 ⽇に LID が投与されたラットには第 13 ⽇に
PBS、第 11 ⽇に PBS であったラットには LID が投与された。第 12 ⽇
は何の投与もないまま、第 10 ⽇までと同様のセッションを⾏った。そ
の結果、PBS 条件の際にも LID 条件の際にも、セッション中の第 1 ボト
ルから提供される 4％ショ糖液へのリッキング数は第 2 ボトルで 32％を
リッキングする動物の⽅が少なく、すなわち予期的負の対⽐が観察され
た。したがって⼀時的に CeA の機能を停⽌しても予期的負の対⽐には影
響がないことが明らかになった。
オープンフィールド実験（実験 3）ではセッション開始の直前、半数
のラットの CeA に LID を、のこり半数のラットに PBS を投与し、その
後 20 分間オープンフィールドでの⾏動を観察した。その結果、オープ
ンフィールドの中⼼部か周辺部かに関わらず、LID 投与動物の移動距離
が⻑いことが明らかになった。オープンフィールドは明るく照明されて
おり、ラットが新奇で明るい場所を嫌い、すくみ⾏動などを惹起するこ
とを考えると、LID 投与によって負の情動が低下し、移動距離が増えた
ものと考えられた。
これらの実験結果から、CeA は完了⾏動における対⽐効果の⾏動制御
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機構の 1 つである負の情動の発⽣に関与している可能性が⽰唆された。
第 3 章では、扁桃体のうち発⽣的に⽐較的新しい基底外側核（BLA）
を 、 そ の 領 域 に 存 在 す る 細 胞 の み を 破 壊 す る N-methyl-D-aspartate
(NMDA)損傷法によって損傷した動物を被験体とした。実験は第 2 章同
様の 3 つの実験に加えて、⾃動反応形成とその消去であった。この章で
⽤いたラットはすべて同じ動物で、できる限り前の実験での経験がカウ
ンターバランスのとれるよう各群に割り当てた。動物は NMDA 微量投
与による BLA 損傷、もしくは PBS 投与による偽⼿術が⾏われた後、回
復期をおいて、１）継時的負の対⽐、２）⾃動反応形成とその消去、３）
予期的負の対⽐、４）オープンフィールドの順で実験に⽤いられた。
まず継時的負の対⽐実験（実験 4）においては、BLA 損傷群、偽⼿術
両群のうちそれぞれ半数のラットに 4％ショ糖液、残り半数に 32％ショ
糖液を条件付け箱内に取り付けたボトルから 3 分間与え、そのリッキン
グ数を計測した。連続する 10 ⽇間同様の訓練を続けた後、第 11 ⽇から
第 15 ⽇は全てのラットのリッキング溶液を４％ショ糖液にした。その
結果偽⼿術群では、ショ糖溶液が 32%から 4％になるダウンシフトを経
験した動物で第 11 ⽇にリッキング数が⼤きく減少し、もともと４％を
リッキングしていたラットを⼤きく下回った。すなわち継時的負の対⽐
が観察された。⼀⽅、BLA 損傷ラットでは、リッキング数が低下したも
のの、もともと４％をリッキングしていたラットと同様にリッキングし、
すなわち継時的負の対⽐は⾒られなかった。したがって、継時的負の対
⽐は CeA 停⽌（実験 1）同様に、BLA 損傷によっても⾒られなくなるこ
とが明らかになった。
続いて⾏われたのは⾃動反応形成とその消去実験（実験 5）であった。
まず、全ての被験体がオペラント箱で毎⽇１セッション、10 ⽇間で合計
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10 セッションの習得訓練を受けた。1 セッション内で 10 試⾏が⾏われ、
各試⾏ではオペラント箱内にレバーを 10 秒間提⽰した後、ラットの反
応とは関係なく 45mg の餌ペレット 5 つを供給した。習得セッションの
後、同じく 1 ⽇ 1 セッション、1 セッション 10 試⾏で 10 ⽇間の消去セ
ッションを⾏った。消去セッションの各試⾏では習得セッションと同様
レバーが 10 秒間提⽰されたが、餌ペレットが供給されることはなかっ
た。実験の結果、消去セッションの後半で BLA 損傷群のレバー押しが若
⼲早く低下しているものの、それ以外に損傷の効果は認められなかった。
次に予期的負の対⽐実験（実験 6）が⾏われた。実験 2 と同様、動物
は毎⽇ 2 回ショ糖液をリッキングした。最初の 3 分間はすべての動物が
4％のショ糖液を条件付け箱の中でリッキングした（1st ボトル）。その後
30 秒の休憩時間を挟んで、今度は別のボトル（2 nd ボトル）からショ糖
液が提供され、ラットは再度これをリッキングした。しかし、このとき
各群それぞれ半数のラットに提供されたのは 32％のショ糖液で、残りの
半数に提供されたのは 1 度⽬と同じ４％のショ糖液であった。これらの
訓練を 1 ⽇１回で７⽇間繰り返した。その結果、偽⼿術群では 2nd ボト
ルで 32％をリッキングするラットの 1st ボトルでのリッキング数が減少
し、すなわち予期的負の対⽐が観察されたものの、BLA 損傷群ではこれ
が⾒られなかった。BLA 損傷は予期的負の対⽐を消失させたのである。
最後に⾏われたオープンフィールド実験（実験 7）では、全ての動物
を１匹ずつオープンフィールドに投⼊し、20 分間⾏動を観察した。その
結果、オープンフィールド中⼼部でも周辺部でも同様に、時間経過によ
って移動⾏動が減少していくものの、損傷による効果は確認できなかっ
た。したがって、明るく照明された新奇場⾯であるオープンフィールド
内で通常惹起されると考えられる不安や恐怖のような負の情動の発現に、
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BLA 損傷は影響しなかったと考えられる。
本章では以上のような実験結果を踏まえ、BLA 損傷動物は情動反応に
影響がないものの、対⽐効果において負の情動を喚起させるために必要
な報酬⽐較機構に異常をきたしている可能性について考察した。
第 4 章では、第 2 章、第 3 章で得られた実験結果に基づき、完了⾏動
に⾒られる対⽐効果における扁桃体各部位の役割とその情報処理の流れ
について考察した。今回の各実験の結果から得られた各章の結論、すな
わち、BLA が報酬⽐較機構に関与し、その結果検出された負の誤差に対
して惹起される負の情動を介した⾏動制御機構に CeA が関与している
とする推論と、これまでに知られている味覚情報の処理過程を考慮に⼊
れた上で、1 つのモデルを提唱した。
以上のように、本論⽂は完了⾏動の対⽐効果における扁桃体 CeA と
BLA の役割を⽐較検討したものである。以前に経験した報酬と現在経験
している報酬の⽐較機能を基底外側核が、そしてその結果として負の情
動を喚起する役割を中⼼核がそれぞれ担っていることを強く⽰唆するも
のであった。
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おわりに

「はじめに」で紹介した「恐怖とストレス」に著者が出会ったのは、
1984 年のことであった。当時筑波⼤学⼈間学類の 2 年⽣であった著者
は「⼈間研究の⽅法Ⅰ」という授業で恩師である岩崎庸男先⽣に教えを
請うことになり、当時岩崎研究室の⼤学院⽣であった⼀⾕幸男先⽣（現
筑波⼤学教授）と⼀緒に読んだのが件の本であった。当時著者はこの本
に感銘を受け、そのような研究をしてみたいと⼼から思ったものであ
る。
その後卒業論⽂では違うテーマを選んだものの、院⽣時代にはフラス
トレーションの研究にもどり、ラットの直線⾛路⾛⾏学習消去時のコル
チコステロン測定などを⾏っていた。
その後、就職した先（霊⻑類センター）での⾏動解析装置開発やサル
を使った環境ホルモン研究、そして現在の薬学部での薬剤師コミュニケ
ーション研究、ヒューマンエラー研究などに時間を費やしてきたもの
の、やはり、同じ刺激に違う反応が起こるという現象にずっと興味を持
ち続けてきた。
そんな中、2013年2⽉から1年間、⻑期出張という名⽬で合衆国テキ
サス州フォートワース市にあるTexas Cristian University (TCU)の
Mauricio R Papini教授の下で研究する機会をいただくことができた。
この論⽂はその際に⾏った実験を基にまとめたものである。本論⽂の執
筆にあたっては、これら実験の共同研究者達にまずお礼を申し上げなけ
ればならない、Mauricio R. Papini (TCU)教授、当時⼤学院⽣であった
Amanda C. Glueck博⼠ (University of Kentucky)とIvan Annicchiarico
⽒ (Florida Atlantic University)、およびIgnacio Morón博⼠ (University Of

Granada)である。また、機会を下さった当時の星薬科⼤学学⻑
治先⽣、ならびに榎並洋介先⽣（名誉教授

名誉理事

⽥中隆

元教養科⻑）に

も感謝申し上げなければならない。そして、著者がこの分野に興味を持
つきっかけを作り、学類⽣時代からお世話いただいた故

岩崎庸男先⽣

や最後までご迷惑をおかけしたにもかかわらず、決して⾒放すことなく
お世話をいただいた⼀⾕幸男先⽣、なかなか重い腰を上げない私を叱咤
激励して下さった旧岩崎研究室の多くの先輩、後輩の皆様にも⼼から感
謝申し上げる。
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