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1.脳の構造 

2. 知覚と意味記憶 

3.行動と手続き記憶 

４.意識とｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記憶 

5.情動 

6. 夢と視覚 

7. 遺伝と環境/性差 

8. 言語／右脳と左脳 

9.まとめ／心理療法  

0.序 

この項では、遺伝と環境の問題を
扱って行きますが、その問題が最
も顕著に表れる性差を軸に話を進
めていきます。 

Ver1.3（2018.8.22） 

環境 
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7. 遺伝と環境/性差 

遺伝
（DNA） 

性差 

DNA 

人体の形成は、基本的に
は、遺伝によって決定され
ますが、環境が影響する
ことも自明なことです。 

しかし、その影響は、普通
に考えられているよりも
ずっと大きなものです。 

この項では、性差
の形成を例にとっ
て、このことを見て
いきます。 

先ずは、遺伝を司る遺伝子
（DNA)の構造と、その機能の
基本から見ていきましょう。 
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ｸﾛﾏﾁﾝ繊維 

染色体 核 

ﾇｸﾚｵｿｰﾑ 

ﾋｽﾄﾝ 

DNA 

DNA 

細胞 

動物の細胞の
核の中に染色
体があります。 

染色体は、絡み合った繊
維状の構造（ｸﾛﾏﾁﾝ繊
維）の集合体であり・・ ｸﾛﾏﾁﾝ繊維をほぐしてみ

ると、ﾇｸﾚｵｿｰﾑという塊
が連なっていることが分
かります。 

ﾇｸﾚｵｿｰﾑはたんぱく質
の塊(ﾋｽﾄﾝ）にDNAが巻き

ついたものであり、このよ
うにして膨大なDNAが染
色体に収められています。 

二つの機能 

7. 遺伝と環境/性差 

環境 
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ｸﾛﾏﾁﾝ繊維 

染色体 核 

ﾇｸﾚｵｿｰﾑ 

DNA 
鋳造機能 

転写機能 

遺伝子の発現 

細胞 

二つの機能 

DNAには、二つの
機能があります。 

一つは、DNA全体が複製さ

れ、それによって生命が誕
生する機能（鋳造機能）です
が、これは精子や卵子のみ
でしか発現しません。 

もう一つは、特定の遺伝子
ｺｰﾄﾞに特異的なたんぱく質
を合成する機能（転写機能）
です。 

体の各部分の細胞は、環境に応じてこ
の機能を発現し、これが遺伝子の発現
ということですが、個々の細胞は、 
ごく一部の遺伝子しか発現しません。 

7. 遺伝と環境/性差 
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染色体 核 

常染色体（22対） 性染色体（１対） 

X Y X Y 

性染色体（１対） 
XX・・女性 
XY・・男性 

Y染色体が発現しない
と男性化できない！ 

性差の発現 

男性化：3つの臨界期 

人は22対の常染色体と1対の
性染色体を持っていて・・ 

性差は性染色体の発現で決ま
ります。 

女性はXX性染色体を、男性
はXY性染色体を持っています

が、動物の基本は女性であり、
男性はY染色体が発現しない

と男性化できず女性になって
しまいます。 

そして、このY染色体の発

現による男性化には、３つ
の臨界期があります。 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その１.妊娠初期 

性染色体（１対） 

X Y 

胎児は解剖学的
には男性化します。 

胎児は解剖学的
には女性化します。 

精巣 卵巣 
精巣 

一番目の臨界期は妊娠
初期（およそ8週目以降）
であり、この時期に、Y染

色体上の性差決定因子
が発現します。 

性差決定因子 

その結果、それまで未分
化だった性腺が精巣に分
化します。 

逆に、この時期のXX遺伝
子を持つの動物胎児に 

人工的に性差決定因子を
導入すると・・・。 

もし、この時期のXY遺伝
子を持つの動物胎児の 

性差決定因子を抑制する
と・・・。 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その２.妊娠第二期中期 

精巣 

二番目の臨界期は妊娠
第二期（16～27週）の中
期であり、この時期に、 

精巣からﾃｽﾄｽﾃﾛﾝの分
泌が始まります。 

ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝは、身体各部位
のﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ受容体に作
用し身体を男性化するの
ですが・・・ 

この作用は、ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝが
5α-ﾚｸﾀｰｾﾞの作用でｼﾞﾋﾄﾞ

ﾛｷｼﾃｽﾄｽﾃﾛﾝになって初
めて効果を発揮します。 

ちなみに、この5α-ﾚｸﾀｰｾﾞ

（ﾘﾀﾞｸﾀｰｾﾞ）は、全身の皮
脂腺に存在しているよう
で、禿の原因として注目
されているようです。 

ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ ﾋﾄﾞﾛｷｼﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 

5α-ﾚｸﾀｰｾﾞ 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その２.妊娠第二期中期 

精巣 
ﾋﾄﾞﾛｷｼﾃｽﾄｽﾃﾛﾝの不足から
男性化が進まず、 

精巣を持っているのに、外観
や外生殖器が女性化します。 

ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ ﾋﾄﾞﾛｷｼﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 

5α-ﾚｸﾀｰｾﾞ 

もし、何らかの原因
で5α-ﾚｸﾀｰｾﾞが不足
すると・・ 

そして、先天性副腎過形成の
患者でも、同様なことが起こ
るようです。 

実際に、1950～60年ごろ、流

産防止のためにﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾝの
投与が行われた結果、こうし
たことが生じました。 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その２.妊娠第二期中期 

精巣 
ﾋﾄﾞﾛｷｼﾃｽﾄｽﾃﾛﾝの不足から
男性化が進まず、 

精巣を持っているのに、外観
や外生殖器が女性化します。 

ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ ﾋﾄﾞﾛｷｼﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 

5α-ﾚｸﾀｰｾﾞ 

もし、何らかの原因
で5α-ﾚｸﾀｰｾﾞが不足
すると・・ 

1985年のﾕﾆﾊﾞｼｱｰﾄﾞから、男

性が女性のふりをしてｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
などに出場することを阻止する
ために遺伝子検査が導入され
ましたが・・・ 

また・・ 

XY染色体を持っているにもかか

わらず女性の身体を持つ人が発
見され、検査が中止になりました。 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その3.妊娠第二期後期 

精巣 

最後の三番目の臨界期は
妊娠第二期の後期であり、
この時期、身体の各所で 
ｱﾛﾏﾀｰｾﾞが産出されます。 

そして、ｱﾛﾏﾀｰｾﾞは精巣で
産出されるﾃｽﾄｽﾃﾛﾝをｴｽﾄ
ﾛｹﾞﾝに変換します。 

ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 

ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ 

ｴｽﾄﾛｹﾞﾝは大人であれば、
卵巣で産出される女性ﾎﾙﾓ
ﾝなのですが・・・ 

奇妙なことに・・・ 
この臨界期のｴｽﾄﾛｹﾞﾝは 
脳を男性化します。 

脳が女性化し、身体は男性なのに 
「女性の脳」を持つことになってしまいます。 

従って、この時期に 
ｱﾛﾏﾀｰｾﾞが不足すると・・・ 

ちなみに、脳の男女差は、 
主に4つあります。 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その3.妊娠第二期後期 

精巣 

一つ目は、男性の脳の方が
大きいということですが、これ
は脳機能には無関係だと考え
られています。 

二つ目は、女性の方が脳梁
が大きいことです。 

結果として・・・ 

女性は、両半球の機能差が
小さく、言語能力に優れ、 

男性は、両半球が分業化さ
れ、視空間能力に優れてい
るようですが、この差は個体
間差に比べると小さな差で
す。 

そして3番目の最も重要な差
が、視床下部の差です。 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その3.妊娠第二期後期 

視床下部の前方に視索前
野という部分があり、そこ
には前視床下部間質核と
いう核群があります。 

この中のINAH-3という核の
大きさが、男性は女性の3
倍あります。 

なお、ﾙｲﾍﾞの研究では、
同性愛の男性は女性の大
きさしかないとの結果が示
されていますが、この真偽
は不明のようです。 

視床下部 

視索前野 

最後は、脳の部位の活動度
の違いです。 

7. 遺伝と環境/性差 
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男性化：3つの臨界期 

その3.妊娠第二期後期 

女性は男性に比べて前帯
状回が活動的です。 

前帯状回 

ここは、       で
PANIC/CAREｼｽﾃﾑの中枢
であることを示しました。 

このｼｽﾃﾑはこどもの養育
に不可欠な機能です。 

5.情動 

一方、男性は女性に比べ
て扁桃体が活動的です。 

ここは、       で
RAGE/FEARｼｽﾃﾑの中枢で
あることを示しました。 

男性は怒りや恐怖の情動が
激しいのかも知れません。 

5.情動 

扁桃体 

7. 遺伝と環境/性差 

環境 
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男性化：3つの臨界期 

以上の内容をまとめると、男性化の
臨界期は下表のようになります。 

興味深いのは、環境が、そ
れぞれの過程で、こうした物
質を介して決定的な影響を
与えていることです。 

7. 遺伝と環境/性差 

時期 男性化の内容 環境の影響 

その１ 妊娠初期 未分化性腺が精巣に分化 性差決定因子 

その２ 妊娠第二期中期 ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝの作用で身体が男性化 5α-ﾚｸﾀｰｾﾞ 

その３ 妊娠第二期後期 ｴｽﾄﾛｹﾞﾝが脳を男性化 ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ 
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男性化：3つの臨界期 

ドミニカのﾗｽ･ｻﾘｰﾅｽ村というところで
は、身体的には女性として発育し、思
春期になって身体が男性化するという
現象が数百人に生じているといいます。 

これは、XY染色体を持ちながら、第２

臨界期の男性化が起こらず、思春期
に何らかの原因で遅れて生じたものと
推測されますが・・・ 

こうした「男性」は思春期以降、男性と
して適応しているようです。 

また、妊娠第二期後期に生じる脳の
男性化は、身体的には際立ったもの
ではありませんが、性同一性の観点
から見ると極めて重要です。 

一方、ﾖｰﾛｯﾊﾟでは、男児が割礼の
際、間違って去勢されてしまい、外
科的に女性器を与えられ、女性ﾎﾙ
ﾓﾝを投与されて、女性として育てら
れた事例があったようです。 

こうした「男性」は思春期に性同一
性の危機を経験し、性転換手術を
受けて男性として適応したとのこと
です。 

7. 遺伝と環境/性差 
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