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Abstract
Whether pheromone signaling exists in humans is still a matter of intense discussion. In this review, the likelihood of 

pheromonal communication in humans is assessed with a discussion of the vomeronasal system is functional in humans; and 
the possible ways pheromones operate in humans. Although the vomeronasal organ （VNO）, a putative pheromone receptor 
organ, has been implicated in the reception of pheromones in many vertebrates, it is not the only pathway through which 
such information has access to the central nervous system. In fact, the main olfactory system also detects pheromones. In ad-
dition, an important caveat for humans is that critical components typically found within the functioning vomeronasal system 
of other, nonprimate, mammals are lacking, suggesting that the human vomeronasal system does not function in the way that 
has been described for other mammals. Therefore, linking detection of pheromones with the vomeronasal system as phero-
mones is a non sequitur. Thus, in the years since the introduction of pheromones, the extensiveness of the concept has ex-
panded. In a broader perspective, pheromones can be classified as primers, signalers, modulators, and releasers. Examples in-
clude affects on the menstrual cycle （primer effects）; olfactory recognition of newborn by its mother （signaler effects）; indi-
viduals may exude different odors based on mood （suggestive of modulator effects）; breast crawl of newborn （releaser ef-
fects）.
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は じ め に

ヒトは，古くから精油などの「自然な匂い」や香水な
どの「人工的な匂い」を，生活を豊かにするために用い
てきた。一方，野生動物の世界では，個体の生存，子孫
繁栄に必要な情報を交換するために，フェロモンを用い
たコミュニケーションが頻繁に行われている 1）。哺乳類
では，フェロモンは鋤鼻器で受容され，その投射先（鋤
鼻嗅覚系）の神経回路を介して作用をもたらす 2），とい
う定説が当時有力視されていた経緯もあり，ヒト鋤鼻器
が痕跡的である証拠が相次いで報告されたことから，ヒ
トではフェロモンを介したコミュニケーションが行われ
ていないのではないかという懸念があった。ところが，
時を経て，フェロモンの研究は進み，従来の概念には当
てはまらない結果が次々と報告され，現在では，「ヒト
の体から発せられヒトに作用を及ぼす匂い」は一括し
て，フェロモン（広義）と定義されるようになった 3）。
このような新たな定義の下，ヒトフェロモンの研究は加
速化し，最近では，フェロモンは 4タイプに類型化さ

れ，さらなる解明が行われる段階に差し掛かっている。
そこで，本稿では，まず，1.フェロモン情報の受容か
ら中枢への伝達メカニズムを概説し，哺乳類（ヒトを除
く）における 4タイプ別のフェロモンの効果にも触れた
うえで，2.ヒトフェロモンの作用について，最新の知見
を含め，概説する。

1.　フェロモン情報の受容から中枢への伝達メカニズム

1–1.　主嗅覚系と鋤鼻嗅覚系
多くの哺乳類は，2種類の独立した嗅覚系を有してい

る。その一つは，主に一般的な匂い物質の識別および認
識を行う「主嗅覚系」である。主嗅覚系では，匂い物質
は嗅上皮に存在する嗅神経細胞上の嗅覚受容体に結合
し，電気信号に変換され，嗅神経を介して主嗅球に送ら
れる。この嗅覚情報は外側嗅索を経由して梨状皮質へと
向かう。その後は，視床背内側核などの広汎な領域を経
て最終的には大脳新皮質嗅覚野へ到達する （Fig. 1）。嗅
覚情報は大脳新皮質嗅覚野に到達して初めて「匂い」の
感覚として意識にのぼり，認知される。

日本香粧品学会誌　Vol. 36, No. 4, pp. 303–309 （2012）

 * 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　神経機能学分野
  〒852–8523 長崎市坂本 1–12–4
  連絡先　E-mail: kazuyuki@nagasaki-u.ac.jp

 *   Department of Neurobiology and Behavior, Unit of Basic Medical 
Sciences, Course of Medical and Dental Sciences, Nagasaki Univer-
sity Graduate School of Biomedical Sciences (1–12–4 Sakamoto, 
Nagasaki 852–8523, Japan)


