
2016 年度 行動遺伝学研究会 

「個体の繋がりの分子進化研究」 

 

ヒトは社会で生きる動物です。社会の中で、自己を見出し、他者との関係を構築し、時には

排他的に振る舞い、時には利他的行動で他者を助けることもあります。ヒト社会で特徴的な

広範な協力行動は、その進化の過程で特異的に獲得されてきたと言われていますが、その起

源はヒト以外の動物でも見いだせるかもしれません。動物の個々の繋がり、例えば絆の形成

や排他的な攻撃行動、親子の関係性、雌雄のつながりなど、社会性の根源的機能は哺乳類に

限らず多くの動物で保存された機能といえます。本研究会では、これら個体間の関係性に関

する分子やそれの発現に関わる遺伝子がどのように動物種で保存され、あるいは種特異的

に獲得されたかを、行動遺伝学的に議論し、ヒトと動物の共通性と普遍性を顕在化させると

共に、ヒト社会で問題となる社会性疾患の原因究明の一助となる知見の交換を行います。 

 

この研究会では、未発表データについてもご紹介頂き深く議論したいと思っております。そ

のため、参加者は守秘義務を負うことにご承諾いただきます。ご了解のほどよろしくお願い

します。また、講演中の撮影、録音、また講演で得られた情報の SNS 等による発信などは

すべて禁止させていただきます。活発なご議論になることを楽しみにしています。 

 

日時 2016 年 10 月 13 日木曜日 午後 1 時半より 

   2016 年 10 月 14 日金曜日 午後 1 時まで 

場所 国立遺伝学研究所 講堂 

 

懇親会 第 1 日目（13 日）午後７時半より（講堂） 

   有職者 3000 円 

   学生  1000 円 

 

 

 

（世話人） 

麻布大学獣医学部 伴侶動物学研究室 

菊水健史 kikusui@azabu-u.ac 

国立遺伝学研究所 マウス開発研究室 

小出剛 tkoide@nig.ac.jp 

 

 

  



口頭発表について 

基本的にご自身のノート PC をお使いください。 

プロジェクターへの接続は D-Sub 15 ピンケーブルで行います。Powerbook などコネク

ターが必要な場合は各自ご持参ください。 

発表の持ち時間は各自質疑応答を入れて 28 分です。20 分程度で発表を終了するようにご

準備ください。十分にディスカッションの時間をとって頂くようお願いします。スケジュ

ールが大変タイトになっていますので、時間の超過をしないようご協力をお願いします。 

 

ポスター発表について 

ポスターは A0ノビ (914×1292) の縦サイズでご準備ください。 

研究会会場にポスターボードを設置していますので、プログラムに記載している番号のと

ころに貼り付けをお願いします。研究会開催中は掲示したままで結構です。 

 

研究会会場 国立遺伝学研究所 講堂 （マップ D棟） 

 

宿泊施設はマップの Q 棟です。宿泊施設をご利用の方は、ウェブサイトに掲載している「宿

泊施設案内」を参考にしてください。また、遺伝研の近くにはコンビニ等はありません。近

いサークル K まで歩いて６－７分程度かかります。あらかじめ必要なものを購入しておか

れることをお勧めします。宿泊費は以下の通りです。受付時にお支払いください。 

シングルルーム 一人 2000 円 

  ツインルーム 一人 2500 円 

 

市内のビジネスホテルをご希望の方は、無料シャトルバス等の利用が便利な三島駅北口近

くのビジネスホテルが便利だと思います。以下にピックアップしておきます。 

東横イン富士山三島駅（http://www.toyoko-inn.com/hotel/00215/） 

ドーミーイン三島（http://www.hotespa.net/hotels/mishima/）  

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00215/
http://www.hotespa.net/hotels/mishima/


 

アクセス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三島駅から徒歩 40 分程度 

 

 

三島駅から遺伝研までは少し距離がありますので、遺伝研のシャトルバス（北口シャトルバ

ス乗り場より）をご利用頂くと便利です。ただ、マイクロバスになりますので、特定の便に

多くの方が集中すると満車になる恐れもあります。ご注意ください。 



バス停（時刻表はこちら https://www.nig.ac.jp/nig/pdf/access/busJ-misima.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三島駅（北口）から遺伝研までは往復の無料シャトルバスがあります。 

北口発の時間は                          遺伝研正面玄関前発の時間は 

           8 時 3 分                                   7 時 40 分 

           8 時 40 分                                  8 時 23 分  

           9 時 30 分                                  9 時 3 分 

           10 時 5 分                                  9 時 47 分 

           11 時 5 分                                  10 時 25 分 

           12 時 5 分                                  11 時 25 分 

           14 時 5 分                                  13 時 25 分 

           15 時 5 分                                  14 時 25 分 

           17 時 3 分                                  16 時 20 分 

           18 時 5 分                                  17 時 20 分 

           19 時 5 分                                  18 時 25 分 

           20 時 5 分                                  19 時 25 分 

  21 時 5 分                                  20 時 25 

https://www.nig.ac.jp/nig/pdf/access/busJ-misima.pdf


 研究会プログラム 

平成 28年 10月 13日（木） 

 

12:30  受付開始 

13:30-13:35 開会の辞 

  小出 剛（国立遺伝学研究所） 

 

セッション 1      座長：小出 剛  

13:35-14:05 ゲノム解析側から見たイヌの行動遺伝学的研究の方向性 

  桃沢幸秀（理化学研究所基盤技術開発研究チーム） 

14:05-14:35 ヒトとイヌの共進化遺伝子の探索 

  菊水健史（麻布大学獣医学部） 

14:35-15:05 うつ状態は種間で保存されているのか？～ヒトの診断基準によるマウスの行 

動評価の試み 

加藤忠史（理化学研究所精神疾患動態研究チーム） 

15:05-15:15 小休憩 

 

セッション 2      座長：桃沢幸秀 

15:15-15:45 イヌの行動遺伝学的研究 

  荒田明日香（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

15:45-16:15 Roles of microglia in human social mind 

  加藤隆弘、扇谷昌宏、佐藤美那、神庭重信（九州大学医学系学府） 

16:15-16:45 家禽化による行動変容と関連する遺伝的変化 

  岡ノ谷一夫（東京大学大学院総合文化研究科） 

16:45-16:55 小休憩 

 

セッション 3      座長：菊水健史 

16:55-17:25 自閉症モデルマウスの行動遺伝学 

  内匠透（理化学研究所精神生物学チーム） 

17:25-17:55 瞬きによる情報の分節化とその共有 

  中野珠実（大阪大学大学院生命機能研究科） 

17:55-18:25 脳における複雑なニューラルネットワーク形成メカニズム 

  八木健（大阪大学大学院生命機能研究科） 

18:25-18:35 研究会開催にあたって（菊水・小出） 

 

ポスターセッション 懇親会          

18:35-19:30 ポスターセッション 

19:30-22:00 懇親会 

 

 



 

 研究会プログラム 

平成 28年 10月 14日（金） 

 

セッション 4      座長：岡ノ谷一夫 

9:00-9:30 求愛と攻撃の相反性を実現するショウジョウバエ脳内神経回路 

  小金澤雅之（東北大学大学院生命科学研究科） 

9:30-10:00 雄マウスにおける喰殺と養育の神経制御 

  時田賢一（理化学研究所親和性社会行動研究チーム） 

10:00-10:30 動物とヒトの繋がりに関わる行動および遺伝のメカニズム 

  小出剛（国立遺伝学研究所マウス開発研究室） 

10:30-10:45 小休憩 

 

セッション 5      座長：小金澤雅之 

10:45-11:15 ショウジョウバエ fruitless 変異体の雄同士の求愛と遺伝子−環境相互作用 

  山元大輔（東北大学大学院生命科学研究科） 

11:15-11:45 遺伝子活性化型 lncRNA によるげっ歯類神経細胞のエピジェネティック制御 

  今村拓也（九州大学医学研究院） 

11:45-12:15 ステロイドホルモンが一生を通した個体の繋がりに果たす役割とその脳内作 

用機序 

  小川園子（筑波大学大学院人間系） 

12:15-12:45 鳥類の先天的発声の分子制御機構 

  新村毅（基礎生物学研究所環境生物学領域） 

 

12:45  閉会の辞 

  菊水健史（麻布大学獣医学部） 

  



ポスターセッション 
 
P-1 町田 暁洋 自閉症モデルマウスにおける社会認知機能解析 

P-2 大滝賢一 イヌの卓越した社会認知機能を支える遺伝基盤 

P-3 磯江泰子 メダカの成長過程における社会性の発達と終脳の発達 

P-4 阿部 秀明 Structural mutations in chicken Neuregulin 3 (NRG3) and its 

influence on phenotypic variation 

P-5 天野大樹 養育行動の選択と内側視索前野入力シナプスの機能相関 

P-6 福永 津嵩 GroupTracker: 小型魚類の社会性行動を解析するためのトラッキ

ングソフトウェア 

P-7 岡山 毅 ３次元カメラを用いた巣作り行動の観察 

P-8 豊田 淳 社会的敗北モデルマウスの栄養・代謝研究 

P-9 戸張靖子 鳴禽類におけるメソトシン cDNA のクローニング 

P-10 森 千紘 鳴禽類の聴覚非依存的な歌固定化の神経機構 

P-11 松本悠貴 選択交配を利用した従順性行動の QTL マッピング 

P-12 吉見一人 ゲノム編集を用いた高効率ノックイン動物作製法の開発および行

動学研究への応用 

P-13 永山博通 野生由来マウスヘテロジニアスストックの従順性選択群における

行動学的特性の解析 

P-14 田邉彰  野生マウスの不安様行動に関わる PACAP 遺伝子多型の解析 

P-15 度会晃行 獲得母性の発現制御に関する神経機構 

P-16 松本結  マウスにおけるメラトニン合成能の効果 

P-17 田中良弥 ショウジョウバエにおける求愛行動の種特異性を生み出す神経基

盤の探索 

P-18 遠藤のぞみ マウス集団内行動様式の解析 

P-19 宇治田和佳 Grin1 点変異マウスの集団内社会性行動解析 

  



ゲノム解析側から見たイヌの行動遺伝学的研究の方向性 
 

桃沢幸秀（理化学研究所・統合生命医科学研究センター・基盤技術開発研究チーム） 

 

イヌは、犬種ごとに明確な行動特性の違いが存在するため、行動遺伝学的研究のよいモデ

ルと考えられてきた。ここ 10 年ほどの間に、リファレンスゲノム配列の公開、イヌの

SNP アレイや動物種を問わない次世代シークエンサーの実用化など、ゲノム解析環境は大

きく改善したが、その研究成果は限られたものとなっている。これまでの発表者のヒトお

よびイヌのゲノム解析の経験を元に、今後のイヌの行動遺伝学的研究の方向性を検討した

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒトとイヌの共進化遺伝子の探索 

菊水健史（麻布大学獣医学部） 

 

犬は本当に不思議な動物である。種も違い、言葉も通じないが、なぜか心が通じる気がする。

科学的にも犬のもつ卓越した社会認知能力、社会知性、とくに人とのコミュニケーション能

力の驚異的な高さが見出されている。オオカミとイヌとは異なった能力があり、ある意味、

イヌは類人猿であるチンパンジーにも勝るヒトとのコミュニケーション能力をもつことも

実証されてきた。イヌの進化の過程、ヒトとの共生の歴史を知ることは、つまりヒトがなぜ

イヌとは特別な関係が結べたのかを理解する、ヒトの理解にもつながる。今回、これまで行

われてきた犬の優れた認知能力、ヒトをどのように見ているか、を紹介し、さらにそれに関

わる遺伝子探索の研究を紹介する。 

  



うつ状態は種間で保存されているのか？ 
～ヒトの診断基準によるマウスの行動評価の試み 

 

加藤忠史（理化学研究所精神疾患動態研究チーム） 

 

 齧歯類におけるモノアミン系に作用する抗うつ薬のスクリーニングに、強制水泳試験、尾

懸垂試験が広く用いられてきた。これらの試験がうつ状態そのものとは関係ないことを指

摘する専門家が多いにもかかわらず、これらの試験が未だにうつ状態の行動評価に用いら

れているのが現状である。こうした現状が、気分障害の基礎研究が臨床に全く還元されてい

ない状況の一因となっている可能性がある。我々は、うつ病の基準のゴールドスタンダード

はヒトの診断基準であると考え、精神疾患の診断基準である DSM-5(精神疾患の診断と統

計のためのマニュアル第 5 版)の抑うつエピソードの基準を用いて、我々の作成したモデル

マウス（変異 Polg トランスジェニックマウス）の行動評価を行ったので、報告する。 

 

 

 

 

イヌの行動遺伝学的研究 

荒田明日香（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

 

ヒトと密接に関わるイヌには、ヒトと同様に気質の個体差が存在する。伴侶動物の問題行動

や使役犬の適性には気質が関わっており、問題行動の一部はヒトの精神疾患に類似してい

ることから、イヌにおける気質の遺伝的基盤を解明することは、イヌにもヒトにも役立つこ

とと考えられる。我々は、家庭犬と使役犬を対象に、気質評価系を確立し、気質の表現型と

遺伝子多型の関連性を探るべく、候補遺伝子あるいはゲノムワイド関連解析を行ってきた

ので、その結果を紹介する。 

  



Roles of microglia in human social mind 

ミクログリアが社会性に果たす役割を解明するためのトランスレーショナル研究 

 

加藤隆弘 1&2、扇谷昌宏 1、佐藤美那 1、神庭重信 1（1：九州大学大学院 医学研究院 精

神病態医学分野、2：九州大学 先端融合医療レドックスナビ研究拠点） 

 

 脳内免疫細胞ミクログリアは、炎症性サイトカインやフリーラジカルといった神経傷害

因子及び神経栄養因子を産生し、中枢神経系における神経免疫応答・酸化ストレス反応・

神経傷害・神経保護などに重要な役割を担い、神経変性疾患や神経因性疼痛の病態に関与

していることが知られており、近年死後脳研究や生体脳 PET 研究において、統合失調症、

うつ病、自閉症など精神疾患患者でもミクログリア過剰活性化が示唆されている。他方、

ミクログリア活性化抑制作用を有する抗炎症薬 (Cox-2 阻害薬)や抗生物質ミノサイクリ

ンに抗精神病作用／抗うつ作用を認めたという臨床報告がなされている。演者らの研究室

では、抗精神病薬・抗うつ薬など元来ニューロンをターゲットとして開発された薬剤にミ

クログリア細胞の活性化抑制作用があることを見出してきた。こうした知見に鑑みると、

ミクログリアの過剰活性化は様々な精神疾患の病態機構に関与しており、ミクログリア活

性化の制御が新しい精神疾患治療ターゲットになる可能性がある。 

 PET 研究によりヒト脳内ミクログリア活性化をある程度は推測できるが解像度等の課題

が大きく、現時点では微細なモレキュラーレベルの活性評価は不可能である。こうした限

界を補うべく、筆者らの研究室では、ヒト末梢血採血により 2 週間で作製可能な単球由来

直接誘導ミクログリア様細胞（iMG 細胞）の作製技術を開発し、新しいトランスレーショ

ナル研究を推進している。加えて、ミクログリアが社会的意思決定に如何に影響するかを

探るために、健常者対象のミノサイクリン内服による介入研究（信頼ゲームなどによる経

済ゲーム実験で評価）も始動している。こうした新しい手法を導入することで、ヒト・ミ

クログリアの活性化がどのような社会的活動や精神症状に関与しているかを予測すること

が可能になり、社会機能・精神病理に果たすミクログリアの役割がより深く解明されるこ

とが期待される。本発表では、研究室での最新の成果を紹介する。 

  



家禽化による行動変容と関連する遺伝的変化 
 

岡ノ谷一夫（東京大学） 

 

ジュウシマツは野生種であるコシジロキンパラを２５０年にわたり日本で家禽化した亜種

である。RAPD 法による大まかな解析では、ジュウシマツはコシジロキンパラとは同じク

ラスタに属する。しかしこれら２亜種には歌学習の準備性に差異があり、ジュウシマツに

学べる歌の一部はコシジロキンパラには学べない。この差異がゲノムの差異によるのかエ

ピジェネティクスによるのかを検討する。また、これら２亜種の差異が、家畜化の神経堤

細胞仮説にどの程度合致するかを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自閉症モデルマウスの行動遺伝学 
 

内匠 透 （理化学研究所・脳科学総合研究センター） 

 

自閉症は社会性の異常を主徴とする小児の精神疾患である。今日の生命科学の進歩ととも

に、自閉症を医学生物学の対象として、とらえることができる時代になった。また、自閉症

研究は、こころの病を分子のレベルで理解する領域で、今やもっとも進んだ分野となったと

言っても過言ではない。すなわち、生活習慣病や癌など他の普通の疾患と同様に、複合疾患

としての自閉症を考え、医学生物学的アプローチを試みる時代となったことを意味する。

我々の行動遺伝学的取り組みの一つとして、患者さんの生物学的（染色体）異常をもとに、

マウスモデルを人工的に構築し、その病態生理を明らかにする、そして、将来の治療開発の

ためのモデルとして期待するという事例を紹介する。 

  



瞬きによる情報の分節化とその共有 
 

中野珠実（大阪大学大学院生命機能研究科） 

 

人は３秒に１回の割合で瞬きをするが、一体何のためにするのか長年の謎であった。実は、

瞬きはランダムなタイミングではなく、情報の分節で選択的に生じており、その時、脳の中

では 2 大神経ネットワークの活動が一過性に交替する現象が起きている。さらに、瞬きの

タイミングは人々で同期している。研究会では、瞬きによる情報分節化の神経機構と、瞬き

を介した分節の共有化がコミュニケーションの質の鋭敏な指標であることについて紹介す

る。 

 

 

 

脳における複雑なニューラルネットワーク形成メカニズム 

八木 健（大阪大学・大学院生命機能研究科 心生物学研究室） 

 

脳は複雑なニューラルネットワークをつくっている。この複雑なニューラルネットワーク

が、莫大な情報を処理し、認知、記憶、創造、感情、運動をもたらす。また、これらの情報

が統合され、意識や心が生まれ、個体の繋がりを通して社会が生まれる。脳において、個々

の神経細胞は個性ある神経活動を行い、集団的活動により情報を処理している。この様な脳

における内的情報をもたらす神経細胞の活動を担保し、統合する複雑なニューラルネット

ワークはどの様に形成され機能しているのであろうか？この疑問に答える為には、まず、脳

において複雑なニューラルネットワークが形成されるメカニズムを明らかにする必要があ

る。私たちは、脳神経系で発現する多様化膜分子群であるクラスター型プロトカドヘリン

（clustered Pcdh）に興味を持ち研究を行っている。Pcdh 遺伝子群は単一神経細胞ごとに

異なった組み合わせで発現しており、神経細胞の個性化と回路形成に関わることが知られ

ている。この様な Pcdh 分子群のランダムな発現制御と特異的細胞接着活性が、複雑なニュ

ーラルネットワーク形成に関わっていることが示唆されてきている。最近、高度な知能を持

つタコでも Pcdh 遺伝子が遺伝子クラスター構造を持っていることが明らかとなっている。 

  



求愛と攻撃の相反性を実現するショウジョウバエ脳内神経回路 
 

小金澤 雅之（東北大学大学院生命科学研究科） 

 

求愛と攻撃は同時に生起しない。これら相反する行動のどちらをとるか動物が決める際に

第一義的なのは、対象個体の性に関する感覚情報である。一方で、これらの行動の中枢解発

機構については十分に分かっていない。fruitless (fru)と doublesex (dsx)はショウジョウ

バエ神経系の性的二型を生み出す最も重要な遺伝子である。我々は性差を示す fru/dsx 発

現ニューロンの機能解析により、求愛と攻撃を切り替える神経回路を同定した。相反的な行

動実現のモデルとして議論したい。 

 

 

 

 

 

雄マウスにおける喰殺と養育の神経制御 

時田賢一（理化学研究所脳科学総合研究センター親和性社会行動研究チーム） 

 

交尾未経験の雄マウスは仔マウスに対して喰殺行動を示すが、雌との交尾・同居を経て父親

となると養育行動を示すようになる。本研究では、交尾未経験雄マウスの仔への喰殺行動に

は分界条床核 BST の一部である BSTrh が重要であり、また父親マウスの養育行動には内側

視索前野中央部 cMPOA が必要であることを、破壊行動実験、光遺伝学的実験、機能神経解

剖学的実験等によって明らかにしたので紹介する。 

  



動物とヒトの繋がりに関わる行動および遺伝のメカニズム 
 

小出 剛 （国立遺伝学研究所） 

 

社会行動は同種の個体間での繋がりを意味しており、その動物種が自然界で生き残るため

に重要な役割を果たしている。一方、ヒトはその生活域を世界各地に広げていく過程でさ

まざまな動物と関わりを持つようになってきた。それがいわゆる家畜動物である。野生動

物が理想的な家畜動物になるためには、長い年月をかけた育種が必要であるが、その遺伝

学的および行動学的基盤はまだ不明のままである。そこで我々は野生マウス集団を選択交

配することでヒトとの強い繋がりを示すマウスを作製することに成功した。本発表ではそ

の研究の成果について報告する。 

 

 

 

 

ショウジョウバエ fruitless 変異体の雄同士の求愛と遺伝子−環境相互作用 

山元 大輔（東北大学大学院生命科学研究科） 

 

キイロショウジョウバエの突然変異体、fruitless (fru)は、雄が雌にほとんど求愛せず、交

尾もしないという表現型によって分離された。一方、fru 変異体雄は他の複数の雄と一緒に

しておくと、互いに求愛して行列をつくる。この求愛行列はしかし、fru 変異体雄を羽化後

隔離して育てるとほとんど消失する。行動中の雄個体を用い、求愛開始中枢の神経活動を

Ca2+-imaging によって記録した結果、集団生活経験個体に特異的な興奮応答を見出した。

その意味を論議する。 

  



遺伝子活性化型 lncRNA によるげっ歯類神経細胞のエピジェネティック制御 
 

今村拓也（九州大学医学研究院） 

 

一般に、神経内分泌細胞を含む神経系細胞は雌雄で異なる増殖パターンを示し、また、雌雄

いずれにおいても、一旦分化すると回路に余分な電気信号がうまれてノイズとして働いて

しまわないように、再増殖することはない。本研究会では、マウス脳性分化期の性ステロイ

ドによる遺伝子活性化型 lncRNA を介した腹内側核幹細胞のエピジェネティック制御機構

の一例と lncRNA によるラットニューロンモデル細胞の完全増殖停止機構の一例について

紹介する。 

 

 

 

 

 

ステロイドホルモンが一生を通した個体の繋がりに果たす役割とその脳内作用機序 

小川 園子 （筑波大学行動神経内分泌学研究室） 

 

個体の一生においては、時期特異的、性特異的、脳領域特異的に働くホルモンの働きによ

って様々な社会行動、絆行動の表出が制御されている。本講演では、ホルモンが、脳内の

「どこに局在する」、「どの受容体に」、「いつ」、「どのように」に作用して、（１）社会行

動の表出を司る神経系を構築し、（２）適応的な行動の表出を支え、（３）性差、個体差を

生み出すのか、を明らかにすることを目指して我々が進めている研究の一端を紹介する。 

  



鳥類の先天的発声の分子制御機構 

 

新村 毅 （基礎生物学研究所環境生物学領域） 

 

 

要旨：ほとんどの動物は学習をしなくとも種特有な発声形態を獲得することができる。この

生まれながらに備わる発声能力のことを先天的発声と言うが、そのメカニズムはいかなる

生物においても明らかにされていない。我々は、この先天的発声の制御機構を明らかにする

ために、ニワトリの「コケコッコー」をモデルとした研究を進めている。本発表では、現在

展開している分子制御機構の研究について紹介する。 

 

 


