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研究成果の概要：薬物条件付け刺激による心理的（情動）変化を検討可能な動物モデルの作出

を本研究の目的とした．実験の結果，薬物と関連づけられた刺激が情動に影響を及ぼす性質を

獲得することが明らかとなった．また，報酬が期待可能な環境下では負の心理状況に変化する

事が示唆された．この心理的変化は報酬を期待できない環境へスイッチすることで消失する事

も分かった．この実験モデルは薬物依存と心理状況の変化の関係を理解を深めるための一助と

なることが期待される． 
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１．研究開始当初の背景 
薬物（報酬）と関連づけられた刺激（薬物を 
連想させる物体，例えば注射器など）が提示 
されることによって薬物探索行動は亢進す
る．つまり退薬後の再発（再燃）が生じる．
これは薬物依存を治療する際に最も大きな
障害となっている．ヒトを対象とした報告で
は，薬物を連想させるような刺激は薬物への
渇望を亢進させ，負の心理（情動）状態に移
行させることが示唆されている．しかしなが

ら，薬物連想刺激による負の心理（情動）状
態への移行を実験動物を用いて検討した実
験は今までに報告されていない 
 
２．研究の目的 
このプロジェクトのゴールは薬物条件付け

刺激によって誘起される心理的変化（情動変

化）を判定可能な動物モデルを作出すること

にある．この目的のために，心理（情動）的



な変化を捕らえるために味覚反応試験を用

いた．これは特定の味覚（甘み，苦み）に対

する反応は，その時点での心理（情動）状態

を反映していると考えられているためであ

る．次に，２つの行動試験（報酬性学習試験）

と味覚反応試験を組み合わせて実験を行っ

た．はじめは報酬と関連づけられた刺激によ

る心理（情動）状態の変化を検討し，つぎに

報酬を予想させる刺激による心理状態の変

化を検討した． 
 
 
３．研究の方法 
 
（１）味覚反応試験 

始めに麻酔下でマウス口腔内にカニューレ

を慢性的に留置し，少なくとも 7日間の回復

期間をもうけた．味覚反応試験では口腔内に

カニューラを通して 毎分 0.1ml で溶液が投

与され，その様子はビデオに記録された（１

分間記録）．ビデオ撮影では床面が透明なパ

イプ直下に鏡を設置し，そこにマウスを入れ

て腹側からマウスの行動を記録した．特に口

周辺を撮影した．ビデオはフレーム毎にマニ

ュアルで解析を行い，どの処置が施されたか

は解析者にはブラインドにされた．報酬性の

反応として rhythmic tongue protrusion, 

non-rhythmic tongue protrusions and paw 

licking を，また嫌悪性の反応として gapes, 

forelimb flails, headshakes, face wiping 

and chin rubbing を記録した．味覚反応を評

価するために味覚溶液の自発消費量と感受

性が異なる C57BL6 と DBA2 の２系統のマウス

でスクロース（0.01M又は 1M），キニーネ（0.03 

mM から 3mM），エタノール（5％から 30％）に

対する味覚反応試験を行った．また，スクロ

ース味覚反応にモルヒネ，メタンフェタミン

投与がどのような影響を持つのか検討した．

詳細については既発表文献を参照のこと． 

 

（２）条件付け場所嗜好実験の手順 

場所条件付けはドア付きの壁で半分に区切

られた実験箱の中で行われた．2 つのコンパ

ートメントは壁の模様（縦縞または横縞）に

よって区別された．実験箱内の行動量と，位

置は自動的に記録された．条件付けの前日に

マウスを２つのコンパートメント間を自由

に行き来できるようにし，各個体の内因性の

嗜好性をあらかじめ 20 分間測定した（プレ

テスト）．条件付けはアンバイアス法を用い

て行った．マウスは条件付け初日には「溶媒

条件付け」として溶媒（生理的食塩水）を片

側のコンパートメントに閉じこめる前に皮

下投与し，次の日には「薬物条件付け」とし

てメタンフェタミン（2mg/kg），モルヒネ

（10mg/kg），もしくはナロキソン（10mg/kg）

を投与してもう一方のコンパートメントに

閉じこめた．各条件付けではコンパートメン

トには４０分間閉じこめた．「溶媒条件付け」

と「薬物条件付け」のセットは合計で４回繰

り返して条件付けとした（計８日間の条件付

け）．条件付け後にプレテストと同じように

マウスのコンパートメント間の嗜好性を測

定し，薬物条件付けコンパートメントでの滞

在時間をプレテストとテストで比較して場

所嗜好性が形成されたかを統計的に処理し

た．スクロースとキニーネに対する味覚試験

は各コンパートメント中で行い，コンパート

メントに入れてから 10 分後にスクロース

（0.2M），20 分後にキニーネ（0.5mM）の味覚

反応試験を行った．どちらのコンパートメン

トから味覚反応試験を行うかはランダムに

決定した．（味覚反応試験の詳細については

方法を参照のこと） 

 

（３）報酬予測実験の手順 

条件付け環境として透明なプラスチックシ

リンダーを用いた．シリンダーの周囲をセン



サーリングで囲み，行動量と立ち上がり回数

（リアリング）を自動的に測定した．実験は

次の 3 つの期間で構成された．【１】馴致期

間（試行回数 13 回，動物を実験環境に慣れ

させるためにマウスをシリンダーに入れた），

【２】条件付け期間（試行回数 15 回，マウ

スはシリンダーに入れられてから 30 分後に

報酬が与えられた），【３】消去期間（試行回

数 11 回，マウスはシリンダーに入れられて

も何も報酬を与えられなかった）．1日に 1試

行とし，試行時間は各 1時間とした．報酬と

してメタンフェタミン（皮下投与）又はエサ

を条件付け期間中にマウスに与えた（シリン

ダーに入れて 30 分後に投与された）．エサを

報酬とした実験群はその中で自由給餌群と

制限給餌群の 2つの実験群に分け，制限給餌

群ではもとの 85％の体重になるようにホー

ムケージ内のエサ量を調節した．馴致期間後

半（9，10 日目），条件付け期間前半（4，5

日目），条件付け期間後半（13，14 日目），消

去期間前半（4，5 日目），消去期間後半（9，

10 日目）にスクロースとキニーネに対する味

覚反応試験を行った．味覚反応試験はシリン

ダーにマウスを入れて 10 分後に行った． 

また上記の実験とは異なるマウスに同じ手

順で条件付けを行い，条件付け期間の最終試

行後に 還流固定を行い，免疫染色を行った．

（味覚反応試験の詳細については方法を参

照のこと） 

 
４．研究成果 

（１）C57BL6 マウスと DBA2 マウスでの味覚

反応試験の特徴付け 

いんせ rt ラットで行われた報告と同様に，

用量依存的なスクロースに対する報酬性反

応とキニーネに対する嫌悪性反応が観察さ

れた（図１）．C57BL6，DBA2 共にスクロース

に対する報酬性反応は容量依存的に増加し

た．C57BL6 ではキニーネに対する嫌悪性反応

が用量依存的に増加しており，このマウス系

統はキニーネ溶液の摂取を忌諱したとする

先行報告と一致していた．DBA2 ではこのよう

な用量依存性の嫌悪反応の増加は見られな

かった（ただし，C57BL6 と DBA2 を比較する

と統計的な差はなかった）．DBA2 ではエタノ

ールによる嫌悪反応が増加していた．この結

果は DBA2 は C57BL6 よりもエタノール摂取量

が少ないとする先行研究の結果と一致して

いた． 

 

モルヒネの皮下投与によってスクロールに

対する味覚反応は両系統で低下したが，この

処置によって全般的な運動機能が低下した

ためであると考えられた．また，メタンフェ

タミンの皮下投与によってスクロースに対

する味覚反応が報酬性反応から嫌悪性反応

にシフトしたことから，メタンフェタミンは

負の心理（情動）状態，つまり不快な状態を

引き起こすことが示唆された．このメタンフ

ェタミン作用は DBA2 に顕著であった． 

 

（２）条件付け場所嗜好性，嫌悪性は条件付

け心理（情動）変化と関連している 

条件付けに先立ち，両コンパートメント（環

境）への嗜好性に偏りがないことを確認した

（図２）．プレテストと条件付け後テストを

比較すると溶媒とモルヒネで条件付けを行



った実験群では場所嗜好性が形成されてい

なかった．モルヒネで条件付けが形成されな

かったのは実験に供したマウスのうち 2匹が

場所嫌悪性を形成したためであった． 

 

メタンフェタミン，ナロキソン条件付け群で

はそれぞれ場所嗜好性，場所嫌悪性が形成さ

れたことを確認した．薬物条件付けコンパー

トメント内での味覚反応を実験群間で比較

すると，条件付け薬物による違いは見られな

かった．しかし，実験群内を比較すると条件

付けを行ったコンパートメントが心理（情

動）状態に影響を与える特徴を獲得すること

が示された（図２）．具体的には，ナロキソ

ン場所嫌悪反応とキニーネによる味覚嫌悪

反応の間に正の相関が見られた．また，モル

ヒネ条件付け群では溶媒条件付けコンパー

トメントでのスクロースによる報酬性味覚

反応とモルヒネ条件付けコンパートメント

での報酬性味覚反応の間に負の相関関係が

見られた．興味深いことに，メタンフェタミ

ン場所条件付け中に観察された行動学的逆

耐性現象とメタンフェタミン条件付けコン

パートメント内でのスクロースによる報酬

性味覚反応との間に正の相関関係が見られ

た．これらの結果は薬物条件付け刺激は心理

（情動）に影響を及ぼす性質を獲得するとい

う仮説を支持するものであり，薬物条件付け

場所嗜好性の発現へ関与することが示唆さ

れた． 

 

（３）薬物報酬予測は負の心理（情動）状態

を引き起こす 

自由給餌群，制限給餌群では報酬（エサ）を

与えられる前 10 分間の行動量が条件付け試

行を繰り返すことによって増加した（図３）． 

 

これは報酬を予想しているためであると考

えられた（報酬予測期間）．自由給餌群での

み，この行動量の増加が消去期間後に消失し

た．味覚反応に注目すると，制限給餌群，メ

タンフェタミン群では報酬予測期間中にキ

ニーネに対する嫌悪反応が増加しており，こ

の期間中は負の心理（情動）状態にあること

が示唆された．この嫌悪反応の増加（負の心

理状態）は消去期間後には観察されなくなっ

た（図４）．ホームケージ内で同じようにメ

タンフェタミンを投与したマウスにはこの

ような負の心理（情動）状態への変化は見ら

れなかった（未発表）．このような心理状態

の変化に関与する神経領域を同定するため

に c-fosを神経活動のマーカーとした組織学

的な実験を現在行っている． 



 

５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 1 件）  
Cagniard B, Murphy NP. Taste reactivity 

and its modulation by morphine and 

methamphetamine in C57BL/6 and DBA/2 mice. 

Physiology & Behavior, 2009, 96:412-420 

 
〔学会発表〕（計 5 件） 
Cagniard B, Murphy NP (2008). Are 

conditioned place preferences and 

aversions associated with conditioned 

affective states? Society for Neuroscience 

Abstract 767.24 

 

Cagniard B, Murphy NP (2008). Anticipation 

of food and drug reward induces a negative 

affective state in mice. FENS meeting 

 

Cagniard B, Murphy NP (2007). Comparison of 

taste affective responses to rewarding 

stimuli in mouse genetic models of drug 

abuse susceptibility. Society for 

Neuroscience Abstract 811.6 

 

Cagniard B, Murphy NP (2007). A new model 

to evaluate affective states associated 

with reward-predicting cues. Neuroscience 

Research, vol 58, suppl 1. 

 

Cagniard B, Murphy NP (2007). A new model 

to evaluate affective states associated 

with reward-predicting cues in mice. 

International Behavioral Neuroscience 

Society Abstract, volume 16 

 
 
６．研究組織 
(1)研究代表者 

 バーバラ カンヤー （Barbara Cagniard） 

 独立行政法人理化学研究所 ・ Murphy 研究

ユニット・研究員 

 研究者番号：10435670 

 


