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行動 2017 公開シンポジウム 

 

行動選択 
 

日時：8 月 31 日（木）9:00-11:00 場所：900 番教室（講堂） 

企画： 行動 2017実行委員会 

司会： 岡ノ谷 一夫（東京大学 大学院総合文化研究科） 

 

 

動物は、自らを取り巻く刻々と変化する膨大な情報の中から重要な情報に目や耳をむけ、それに対

して適した行動を選び出さなければならない。これを「行動選択」という。行動選択は、異性に対

する選り好みや、採餌における空間認識や移動など、様々な場面にわたり、そして実に巧妙である。

行動選択は、いかなる情報がどのように使われているのかという心理メカニズムやそれを支える生

理メカニズムの面から理解することができよう。同時に、ある行動選択が生存や繁殖にどれほど影

響を与えているかという機能面も理解しなければならない。さらには、動物の自発的な行動選択を

利用した飼育管理へ応用的アプローチも欠かせない。本シンポジウムは、動物の行動選択に関する

様々な切り口からの話題提供を通じて、動物行動研究の深さと広がり、そして、それらの融合につ

いて議論する合同学会ならではの機会としたい。 

 

 

講演１ 

いつ、誰を選ぶか〜グッピーにおけるメスの配偶者選択と隠れた選択〜 

佐藤 綾（群馬大学 教育学部） 

 

グッピーは、オスのみが鮮やかな体色をもつことから、オスの形質

に対するメスの選り好みについてよく研究がなされている。本種は

卵胎生の繁殖様式をもち、オスとメスは交尾をし、メスは子を出産

する。メスは 1 度の繁殖で複数のオスと配偶をすることから、配偶

の途中や後でもメスは子の父親となるオスを選択する機会をもつ。

一般にグッピーのメスはオレンジ色が目立つ派手なオスとの配偶を選り好むが、このメスの選択は

オスの強制交尾によって妨害される。あるいは、メスはいつでも好みのオスと配偶できるとは限ら

ない。よってメスは、好みのオスと配偶に成功できたか否かという異なる状況におかれることとな

る。これまでの研究から、本種のメスは配偶したオスの性的魅力に応じて、再配偶の選択、受精時

期や子の数、性比の操作を行っていることを明らかにした。また、最近の研究から、野外のオスの

配偶成功は性的形質と関係していないことが明らかとなった。このことから、オスの派手な体色は

メスの配偶前の選り好みではなく、配偶後の隠れた選択による影響を強く受けていると考えられる。

本研究では、それら繁殖におけるメスグッピーの巧妙な行動選択を紹介する。 

 



講演２ 

ヒトと動物の空間情報獲得と行動選択 

澤 幸祐（専修大学 人間科学部）  

 

餌場の探索や帰巣など、動物にとって空間移動に関する行動選択は

重要である。こうした行動選択は、餌場のようなゴールの持つ価値

によって制御されるだけでなく、ゴールの位置に関する空間情報に

よっても影響を受ける。環境内にはゴールに関する空間情報を提供

する手がかり（ランドマーク）が数多く存在するが、空間的ランドマークはある時は不確定的な情

報しか提供せず、ある時は複数ランドマークが同一情報を提供するといった冗長なときもある。単

一のランドマークで十分な場合もあれば、複数のランドマークの組み合わせパターンが重要な場合

もある。様々な外部要因によって、ランドマークとゴールとの空間関係やランドマークそのものが

時間の経過とともに変化してしまうことも少なくない。空間内での移動に関する行動選択は、ラン

ドマークが提供する様々な空間情報の選択の問題であるといえる。 

本講演では、ヒト、ハト、ハムスターといった生態学的、進化的背景において大きく異なる動物種

を対象に、ランドマークとゴール、あるいはランドマーク間の関係を様々に変化させたときに、生

物がどのような行動（空間内での探索行動）を選択するのかを検討した実験を紹介する。 

 

 

 

講演３ 

精密化された酪農場における乳牛の行動選択と管理者の役割 

森田 茂（酪農学園大学 家畜管理・行動学） 

 

現代酪農における飼養管理は、家畜の健康や管理者の軽労化を求め、ヒトの

都合ではなく、ウシの選択に委ねるシステムへと変化している。放し飼いさ

れた乳牛は、優劣関係を作る。各乳牛は、一定回数、牛舎内の飼槽を訪れ、

管理者が提供した飼料を摂取する。若く小さい乳牛は、牛体の大きな乳牛に

比べ、採食量を確保するために飼槽を訪れる回数が多い。日内の行動パター

ンは、飼養管理の影響を特に強く受けるが、頻回給与および時刻を固定しな

い搾乳により、飼槽選択は分散化し、競合発生は低下する。乳牛は休息場所で、1 日 12 時間程度

伏臥する。乳牛は伏臥姿勢を 1～2 時間しか継続しない。休息する位置の選択には、施設特有の、

あるいは個体ごとの偏りがある。個々の乳牛は、社会的繋がりも考慮して、休息位置を決定する。

精密化された酪農場では、1 日当たりの搾乳回数や搾乳時刻も乳牛の選択に委ねられている。搾乳

場所への乳牛の訪問頻度とタイミングが、こうした酪農場運営の成否を決めている。各種センサー

の活用により、乳牛の生体情報を把握・集積し、群飼養であっても乳牛個体ごとの選択に対応した

飼育方法を組み立てることが、現代の管理者には求められている。 

 



講演４ 

動物はどのように異性を選択し異性に接近するのか 

千葉 篤彦（上智大学 理工学部） 

 

多くのげっ歯類において、生殖行動の出発点は性的に成熟した雄が発情して

いる雌を見つけて接近することである。一方、雌もまた、発情すると雄の交

尾を受け入れる。雌雄のこのような行動発現には、異性の発する匂いに含ま

れるフェロモンが重要な役割を果たしている。異性のフェロモンに惹かれる

神経機構には、多くの点で雌雄差があることが知られている。例えばラット

では、発情雌と雄の匂いを同時に提示して選好性テストを行うと、発情雌は

雄の匂いに対して生得的に選好性を示すのに対し、雄が発情雌の匂いに対する選好性を獲得するた

めには交尾経験が必要である。また、去勢した雄ラットにエストロゲンとプロゲステロンを投与す

ると、選好性が逆転して同性である雄の匂いに対して選好性を示すようになるが、雌ラットを去勢

してテストステロンを投与してもこのような選好性の逆転はおこらない。本発表では、脳の性差、

ホルモン、個体の過去の経験が、異性の匂いに対する選好性発現に及ぼす影響について、これまで

に当研究室でラットを用いて行われた研究から得られた知見を中心に紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



行動 2017 合同シンポジウム 

 
行動計測 

日時：9 月 1 日（金）9:00-11:00 場所：900 番教室（講堂） 

企画： 行動 2017実行委員会 

司会：友永 雅己（京都大学 霊長類研究所） 

 

 

近年の急速な技術革新によるセンサーの高精度化、小型化、データ処理の大容量化、高速化によっ

て、個体や集団の行動や動態を、人間による直接観察では捉えることができなかった時間・空間の

スケールで、その実態を明らかにすることができるようになってきた。そのような計測技術は、直

接観察することが困難な環境に生息する動物の生態解明にとどまらない。直接観察では捉えること

ができなかったミクロ・マクロな行動・挙動を描き出すことによって、データが新たな研究パラダ

イムを生みだすことも今や珍しくない。本シンポジウムでは、様々な環境、動物、切り口で、先端

的な行動計測技術を用いた研究を展開している４名の研究者に話題提供いただき、計測技術がもた

らす行動研究の新たな展開を議論する場としたい。 

 

 

講演１ 

集団生活下のマウス個体識別と行動計測 

掛山 正心（早稲田大 人間科学部） 

 

集団生活しようとする性質を持たないとされるマウスであっても、母子

分離や社会隔離が行動変化を示すことが知られている。本講演では、

RFID チップによる個体識別・行動計測を実現した IntelliCage 装置に

おける行動課題と、独自開発を進めている映像解析型の個体識別・行動

計測システムについて紹介し、集団生活下での行動計測が、脳と行動の

健康を考える上でのブレイクスルーになり得るかを議論したい。

IntelliCage 装置では、実験者が介入しないセミナチュラルな環境下で

行動計測が可能であり、驚くほど再現性の高いデータを得ることができ

る。我々は、様々なモデルマウスにおいて競争優位性の低下があること、またその神経基盤として

大脳皮質と皮質下の神経活動異常があることを見出してきた。開発中の映像解析型の個体識別・行

動計測システムでは、各個体の個体識別と同時に行動軌跡をトレースできるので、より詳細な個体

同士の関係性の解析が可能になると期待される。これまでに、単飼マウスに比して群飼マウスは見

知らぬ他個体との関係性構築を素早く行えること、単飼マウスも外的環境によっては素早い関係性

構築を行えることがわかってきた。 

 

 



講演２ 

動物の行動を捉える新たな目 〜Let's try 3D depth sensing for animal behaviour 

recording !!〜 

小針 大助（茨城大 農学部） 

 

動物の行動観察は、パターンマッチング技術の応用である。すな

わち、記録したい行動が対象とする行動か否かを独自の定義に従

って観察者が識別し、頻度や持続時間、あるいは出現プロセスな

どを記録するということである。その意味で動物の行動を計測す

る（データ化する）ということは、デジタル技術に適しているといえる。近年、様々なハードウェ

アの発達により、様々な事象のデジタル化技術も急速に発展してきている。今回紹介する 3 次元深

度センサーカメラもその一つであるが、本カメラの画期的な点は、従来のカメラのように単なる平

面的なピクセル処理ではなく、立体構造をデータ化できるという点である。これは、ある意味コン

ピューターが物を見る目を獲得したといってもよいだろう。つまり、これまで人間の視覚システム

において当然のように行われてきた、立体視や空間内での物体の識別、時間と空間の両方にまたが

った物体の追跡が、機械にも可能となったということである。このようなデバイスの動物の行動研

究への適用は、まだ始まったばかりではあるが、このような技術革新が我々の研究分野においてど

のような可能性があるのか本学での研究事例をもとに解説する。 

 

 

講演３ 

類人猿と鳥類の心理研究：最新センサー技術とアナログの工夫で新しい研究パラダイムを

めざす 

狩野 文浩（京都大学 野生動物研究センター） 

 

動物の心理・行動研究において、近年の２つの技術的進歩が特に重要です。

一つは、撮像技術の進歩で、直接観察することが難しい視線行動や生理反

応を記録できるようになりました。類人猿に動画を見せて、その時の視線

パターンをアイ・トラッカーで計測したところ、類人猿は動画内容の記憶

と役者の心理状態の理解に基づいて、動画の次の場面や役者の次の行動を

正確に予測できることが明らかになりました。また別の研究では、サー

モ・カメラを使って、動画を見ているときの類人猿の感情状態を記録する

ことに成功しました。もう一つの重要な進歩は、GPS や加速度計、ジャイロセンサーなど、従来は

大型であったセンサーの小型化です。そのことでウェアラブルデバイスの開発が可能になり、小型

の動物の行動・移動パターンを従来以上の精度で追跡できるようになりました。現在、ハトのナビ

ゲーションと集団行動における視覚の役割を、新しく開発したウェアラブルデバイスを使って調べ

ています。講演では、これらの技術によって得られた成果を紹介する共に、ハイテクとアナログ（あ

るいは手仕事の努力）を組み合わせた、行動科学の新しい方法論について議論しようと思います。 



講演４ 

バイオロギングによる行動学：海洋動物の長距離ナビゲーション研究を例として 

依田 憲（名古屋大学 大学院環境学研究科） 

 

野生動物の行動や生態の研究は、詳細な野外観察が基本となる。

しかし、多くの野生動物は、いともたやすく観察可能な領域を出

てしまう。そのため、動物の行動・生理・生態と、その周辺環境

との相互作用の複雑さを理解するためには、工学技術を用いて人

間の観察可能限界を突破する必要がある。そこで開発されたのが、

バイオロギング（Bio-logging）である。バイオロギングは、動物

に小型のデータロガーをとりつけ、動物自身の行動や生理状態、経験する環境などを時系列データ

として記録する手法である。1960 年代にアザラシに水圧計を装着する実験からバイオロギングは

始まったが、今世紀に入り、ロガーの小型化・多様化・低価格化が一気に進み、動物行動学の標準

的手法として花開いた。本講演では、海鳥類の数百～数千キロメートルに渡るナビゲーション行動

を研究した成果を発表すると共に、センサやインターネットの革命と出会い、ビッグデータ解析や

ログボット（Logging-Robot）といった新展開を見せるバイオロギングの近未来について紹介する。 

  



動物行動学会×行動内分泌研究会 コラボシンポジウム 

 

性差と配偶者選択 

日時：8 月 30 日（水）13:30-15:00 場所：900 番教室（講堂） 

企画：山田 一夫（筑波大学）、近藤 保彦（帝京科学大学）、佐藤 綾（群馬大学） 

司会：山田 一夫（筑波大学） 

 

なぜオスとメスとで形質に差が見られるのか。ダーウィンは同性間競争と配偶者選択という性淘汰

により性差を説明した。それから 1 世紀半を経た今でも、行動解析や統計解析の技術の進展ととも

に、オスとメスの振る舞いの性差について行動学的な新たな知見が蓄積されている。さらに現在で

は、そのようなオスとメスとの異なる振る舞いについて、神経レベルやホルモンレベルでの詳細な

制御機構が明らかにされつつある。本シンポジウムでは行動生態と神経内分泌を専門とする 4 名の

講演者に性差と配偶者選択にまつわる研究内容を発表いただく。オスとメスの行動は“なぜ”違うの

か。究極要因と至近要因のコラボレーションが生み出すさらなる理解を期待したい。 

 

 

げっ歯類の異性臭に対する選好性と性ホルモンによる調節 

近藤 保彦（帝京科学大学 生命環境学部 アニマルサイエンス） 

哺乳類の生殖において他個体から発せられる嗅覚信号は重要な手掛かりである。性的に成熟した雄

は発情雌臭を積極的に探索し(雌型選好性)、発情雌は性的に活発な雄臭に惹きつけられる(雄型選

好性)。これらの行動は一連の性行動の一部として機能しており、性ホルモン依存的である。卵巣

を摘除した雌ラットにエストラジオールを投与すると雌型の選好性を示し、去勢雄ラットにテスト

ステロンを投与すると雄型の選好性を示す。一方、卵巣摘除雌ラットにテストステロンを慢性投与

しても雌型選好性が現れ、去勢雄にエストラジオールを慢性投与しても雄型選好性を示すことから、

これらの選好性は脳の性に特異的な反応であると考えられる。ところが雄ラットを去勢して嗅覚選

好性を調べると、去勢後、一過性に雌型選好性が現れ、また去勢雄にエストラジオールを慢性投与

でなく 1回注射しても雌型選好性が引き起こされる。すなわち雄脳には雌雄選好性の調節系が両方

とも内在しており、周生期臨界期の脳の性分化において、嗅覚選好性に関しては性ホルモンによっ

て雄化が起こるが脱雌化は生じないことが示唆される。 

 

 

カエデチョウ科鳥類の派手で複雑な求愛行動の謎 

相馬 雅代（北海道大学 理学研究院 生物科学） 

性淘汰のモデル動物とされる鳥種は多くある中，キンカチョウやジュウシマツは，歌行動の進化に

関して代表的な研究対象とされてきた．これらの鳥種を含むカエデチョウ科は，歌だけにとどまら

ず，行動・形態の性的二型の進化を考える上で，興味深い特徴を持っている．一般に，レック繁殖

や一夫多妻のような強い性淘汰圧下では，複数の「派手」な装飾形質がオスに備わる．しかしカエ



デチョウ科鳥類は一様に一夫一妻の繁殖システムを持つにも関わらず，複雑/複合的な性的形質を

持ち，さらに種間変異も著しい．オスは，求愛のための歌に加えてダンスディスプレイを呈し，加

えて，鳥種によっては多様な装飾色の羽を持つ．その上，メスがオス同様に求愛歌やダンスを持つ

こともある．なぜカエデチョウ科は，これほどに「派手」な性的信号をもち，さらにそれは雌雄で

共有されうるのか，ブンチョウやセイキチョウの事例をふまえ，相互配偶者選択の面から機能を考

察したい．またあわせて，カエデチョウ科 134 種を対象とした系統種間比較の結果を紹介し，何

がカエデチョウ科の性的信号の進化を促したか議論したい． 

 

 

オスとメスの相互探索の最適化が生み出す動きのパターンの性差 

水元 惟暁（京都大学 大学院農学研究科） 

オスとメスが互いのパートナーを得るための配偶者探索において、雌雄はそれぞれどのような動き

のパターンで探索すると、出会いの効率を上げることができるだろうか。目標物の位置情報がない

場合の効率的な探索手法を求める「ランダム探索問題」では、様々な動きのパターンの探索効率が

調べられてきた。本講演では、オスとメスが互いを探索する配偶者探索の状況において、互いに最

適となる動きのパターンを調べた演者らの研究を紹介する。数理モデルにより様々な動きのパター

ンの探索効率を比較したところ、限られた探索時間の中では、雌雄で異なる動き方が最適な戦略に

なりうることを発見した。これは、探索時間が限られた時には、探索者は発見速度と正確性の両方

のバランスをとる必要があるが、オスとメスは異なる動きをすることで、この間に働くトレードオ

フを解決することが出来るためである。また進化シミュレーションを行い、雌雄で異なる動きのパ

ターンを持つ集団が一様な集団から生じることを示した。また、シロアリを用いた行動実験により、

配偶者探索において歩行パターンに性差を見出した結果を紹介するとともに、本理論の適用可能な

例について議論したい。 

 

 

新たに見つかった性的二型核の性差形成機構と生理機能 

塚原 伸治（埼玉大学 理工学研究科 生命科学） 

形態学的な性差がみられる神経核は性的二型核と呼ばれ、多くの動物の脳内にその存在が確認され

ている。しかし、未知な性的二型核もあると考えられる。最近、我々はマウスの背側視床下部に新

規の性的二型核（SDN-DH）を発見した。SDN-DH は、既知の雄優位な２つの性的二型核の間に

あり、体積とニューロン数に雌優位な性差があった。性ホルモンは脳の性差形成に重要な因子であ

る。周生期の精巣から分泌されるアンドロゲンは SDN-DH を脱雌性化させる作用があり、春機発

動期の卵巣から分泌されるエストロゲンは SDN-DH の雌性化に働くことが分かった。SDN-DHの

生理機能を探るため、SDN-DH の c-Fos 発現細胞を計測した結果、養育行動をおこした初産雌マ

ウスの c-Fos 発現細胞数は、行動を起こさなかった未経産雌マウスよりも少なくなっていた。

SDN-DH には、養育行動の抑制や仔に対する忌避反応に関与するニューロンが存在するかもしれな

い。また、コモンマーモセットの脳でもマウスの SDN-DH に相同する領域が見つかった。  



日本動物心理学会×応用動物行動学会・日本家畜管理学会 コラボシンポジウム 

 

動物園研究のこれからの 10年を考える：福祉・科学・展示の調和
を目指して 
後援：京都大学霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院、科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）

「野生の認知科学：こころの進化とその多様性の解明のための比較認知科学的アプローチ」 

 

日時：8 月 30 日（水）15:00-16:30 場所：900 番教室（講堂） 

企画・司会・ディスカッサント 

小倉 匡俊（北里大学獣医学部） 

山梨 裕美（京都市動物園 生き物・学び・研究センター） 

友永 雅己（京都大学霊長類研究所） 

 

国内外における動物園や水族館をとりまく環境はこの 10 数年の間に「激変」と呼ぶにふさわしい

変化の波の中にあるといってよい。動物園の役割には、種の保存、教育、調査・研究、そしてリク

リエーションが含まれるが、ここ最近の変化の波は、この中でも種の保存と調査・研究の側面でよ

り顕著なのではないか。動物の行動を研究対象とする研究者にとって、希少種を多く飼育する動物

園の果たす役割は極めて重要だ。動物を理解するための研究は動物福祉や展示の質の向上にも貢献

すると考えられることからも、動物園の側もメリットを感じていると信じたい。そこで、本シンポ

ジウムでは、国内外および学界内外から講演者をお招きし、動物園（での）研究のこれからの 10

年について、それぞれの立場からお話しいただくこととした。 

 

 

動物園における行動研究 〜アニマルウェルフェアの実現による動物学の発展にむけて〜 

伊藤 秀一（東海大学農学部 応用動物科学科） 

日本の動物園は，主にレジャー施設や公園として維持管理されているが，近年は野生動物研究の場

としての役割が重要であると言われている．一方で，動物園動物は野生とは大きく異なる環境で管

理されているため，異常行動やその他のストレス反応の発現が確認され，来園者に対してだけでな

く，アニマルウェルフェア（AW）の観点や，野生動物研究の対象としてからも問題である．その

ため多くの動物園では，飼育動物の AW 向上を目的として，行動の多様化や暇な時間を減らすこと

を目的とした環境エンリッチメントの導入，正常行動発現を目指した新たな展示方法への移行が行

われている．しかし，ほとんどの日本の動物園では，研究体制が整っていないことから，このよう

な試みや施設の変更が動物に及ぼす効果についての検証（研究）が行われていないことが多く，行

動学や管理学を専門とする大学の研究者（や学生）が，動物園で研究を実施している．本講演では，

当研究室が動物園において行った研究を紹介し，さらに動物園での研究において考えるべきことや

進むべき方向についての提案を行い，今度の動物園における研究活動を考えていきたい． 

 



Cognitive research with great apes in U.S. zoos advances conservation, 

welfare, and science 

Robert Shumaker（Executive Vice President of Conservation and Life Sciences and Zoo 

Director, Indianapolis Zoological Society, USA） 

Cognitive research with great apes in the United States has a rich history.  Investigations 

into topics such as numerical competence, language, and tool use have helped to shape our 

understanding of great ape mental skills.  Until recently, this important work occurred in a 

variety of settings.  Today, zoos are the primary location where such work occurs.  

The Simon Skjodt International Orangutan Center at the Indianapolis Zoo was designed to 

be functionally naturalistic for the apes who live there.  The design of the Center promotes 

normal styles of locomotion, emphasizes a dynamic social environment that includes choice 

and variation in social partners, and provides daily opportunities for learning and problem 

solving in the form of computerized cognitive tasks.  Participation in these tasks is entirely 

voluntary for the apes, and all testing sessions are conducted in a demonstration format 

that is viewable by zoo guests.   

Having zoo guests present during cognitive research sessions fosters public engagement 

with orangutans in a way that advances a greater concern for field conservation efforts.  

Simultaneously, these sessions promote the psychological welfare of the apes, and 

advance the science of understanding their mental skills and abilities. 

 

 

動物園にイイネ！と思うとき、イラッとするとき 

川端 裕人（ジャーナリスト，作家） 

日本の動物園は独特のカルチャーを培ってきた。特に 21 世紀になって、SNS の普及も相まって、

動物園コミュニティの中での交流が活発になったことから、これまでにもまして動物園カルチャー

は独特の変貌を遂げつつあるかもしれない。飼育員レベルでの、インフォーマルな交流は、日々の

業務のモチベーションを維持することにも大いに役立っているように見える。それどころか、飼育

に必要な知識や技術を、園内、JAZA 内の研修などではなく、横のつながりの中で得ることも多い。

さらには、熱心な動物園ファンとも交流も盛んだ。このような外へと「開かれた」状況は、一時の

Euphoria かもしれず、正式な後ろ盾を持たない危うさも内包する。近年、大学などの研究者が動

物園コミュニティの新たな参画者として認識されつつある。研究者は、この「文化」に対してどの

ように寄与できるだろうか。 

  



応用動物行動学会・日本家畜管理学会×行動内分泌研究会 コラボシンポジウム 

 

「緊張」と「安心」の行動学 

 〜動物たちは何をどのように「感じている」のか？〜 

日時：8 月 31 日（水）13:30-15:00 場所：900 番教室（講堂） 

企画・司会：青山 真人（宇都宮大学 農学部） 

 

 

動物の行動の目的が問われたならば、究極要因の観点からは「自分の適応度を上げること」と答え

る。一方、至近要因の観点からは、哺乳類においては、「緊張」「不安」「苦痛」「不快」を経験

する機会を避け、「安心」「くつろぎ」「快楽」を経験する機会を得ることである、というのが一

つの答えとなろう。「緊張」と「安心」を軸として行動を理解しようとする研究は、神経生理学や

心理学において興味深い研究分野である。さらに、この研究は、動物が「その状況をどのように感

じているのか」を推察する有効な手段にもなり、「動物福祉」を向上させるために必要な知的基盤

ともなる。本シンポジウムにおいては、「緊張」と「安心」を共通の主なテーマとし、その神経生

理学的メカニズム、その発現に影響を及ぼす要因、さらに産業動物におけるその応用の試みについ

て紹介する。 

 

 

トラック輸送に伴うヤギの行動学的・生理学的反応  

〜特に「乗り物酔い」の可能性について〜 

青山 真人（宇都宮大学 農学部） 

家畜にとって輸送が強いストレスであることが明らかになっているが、輸送ストレスが家畜にとっ

てどのような刺激であるのか、未だ不明な点が多い。ウシやヤギなどの反芻家畜は嘔吐反射を欠く

ため、これまで動揺病（乗り物酔い）になるとは考えられてこなかった。演者らは、輸送ストレス

の一つの要因として動揺病の可能性を考え、これを確かめる研究を行なっている。シバヤギを軽ト

ラックで 1 時間輸送すると、顔を下に向け、伏臥位になり、血液採取のために実験者が体に触れて

も立ち上がらない個体が複数みられた。一方、動揺病を軽減する効果のあるジフェンヒドラミンを

輸送前に投与すると、上述のような個体においても、輸送による行動学的反応が緩和された。動揺

病の発生には、延髄が関与する。シバヤギを輸送し、延髄における c-Fos タンパク質（神経細胞の

活動のマーカー）の発現を検討した。その結果、輸送をしなかった対照区に比べ、輸送区では、前

庭核（平衡感覚に関与）と孤束核（悪心や嘔吐に関与）における c-Fos タンパク質の発現が顕著に

多かった。ヤギは嘔吐はしないが、輸送によって動揺病に似た体験をしているのかも知れない。 

 

 

 

 



新奇物体に対するリスクアセスメントを制御する神経回路 

西 真弓（奈良県立医科大学 第一解剖学教室） 

我々は最近、マウス視床下部の室傍核と脳弓の狭間に新規領域を見出し、perifornical area of the 

anterior hypothalamus (PeFAH)と名付けた(Horii-Hayashi et al., EJN, 2015)。PeFAH には、

Urocortin3 と Enkephalin を共発現する外側中隔投射性のニューロン群が存在する。PeFAH の機

能を明らかにするために、Cre-loxP システムを用いて、PeFAH Ucnc3/Enk ニューロンにアデノ

随伴ウイルス AAV-Flex-hM3Dq/hM4Di-mCherry を局所感染させ、薬理遺伝学の手法である

DREADD によって PeFAH ニューロンを操作するシステムを確立した。これまでに、DREADD に

よって PeFAH ニューロンを活性化するとホームケージ内においては床敷きを掘り返す行動や特定

箇所へ盛る行動を顕著に誘発し、新奇環境における物体探索試験においては、物体探索行動が有意

に上昇する結果を得た。本シンポジウムでは、PeFAH ニューロンの抑制による結果も加え、PeFAH

ニューロンの機能について最新データも含めて紹介する。 

 

 

ウシの社会性とオキシトシン 

矢用 健一（農業・食品産業技術総合研究機構）   

広義にはどんな生物にも社会はあるが、ウシは母子関係以外の個体を識別し、その仲間の存在が安

寧効果をもたらす社会的緩衝という作用の科学的証拠が比較的多い動物である。産業動物であるウ

シは、限定された飼育環境下で、様々な社会的ストレスによって成長や生産が低下することが大き

な問題である。私たちは社会的適応の巧拙の個体差にはオキシトシンが関連していると考え、研究

を進めてきた。生後間もない時期の血中オキシトシン濃度が高い個体と低い個体に分類すると、高

い個体は低い個体に比べて成長後に群れの仲間への親和行動が多いことがわかった。一方で、高い

個体は、仲間への攻撃行動も多いという一見矛盾した結果も得られている。乳牛では、搾乳のため

に子ウシは生後直後に母親から離され、母親のケアを受けない。このことが社会適応性の低下をも

たらしている恐れもある。生まれて最初の社会的な絆形成の機会を与えることは現状では難しい。

しかし、母親からうける物理的刺激（舌で舐めるグルーミング）を与えてやることを目的として、

子ウシ用疑似グルーミング装置を開発した。子ウシは長期間装置を使用し、社会的適応の良化を示

唆するデータも得られつつある。 

 

 

群れの機能と「安心」の神経内分泌学 

菊水 健史（麻布大学 獣医学部） 

動物が群れを形成するには幾つかのメリットが存在する。そのメリットは最終的に個体の生存確率

を上昇させ、あるいは子孫の繁栄が得られる、という適応度の上昇につながると提唱されている。

群れの構成員のあり方は、遺伝子をどのように継承するか、ということに依存して変化するが、そ

れだけが群れの機能ではない。群れの機能が、最終的に個体の生存確率などにも影響することが知

られている。ネズミなどの小型哺乳類は、寒いところでは固まりあうことが知られている。これは



お互いの身体が熱源になり、個々の栄養をより効率よく利用できるため、と考えられる。エネルギ

ーの消費だけでなく、エネルギーの確保も群れによって効率化する。群れによって狩りをする動物

では、単独で狩りをする場合に比べてより大きな個体を捕まえることが可能と言われている。また

群れで密集して固まっていると、天敵が近づけない、という個体を守るメリットもある。群れでい

ると、生殖のチャンスが増え、安定して子孫を残すことも上昇するだろう。 

このような群れの機能の一つに、社会緩衝作用が知られている。仲間の存在がストレス反応を緩

和する作用．たとえば群れで暮らすモルモットが知らない場所に置かれた場合，単独よりも他個体

と一緒だとストレスホルモンであるグルココルチコイドの分泌が低くなる。また，そのストレス緩

和効果は個体間の結びつきに依存しており，知り合いや母子などの絆関係の個体と共にいる方がそ

の効果が高い。この作用は特に母子間で最も強く観察され，仔ヤギや仔ネコなどは母親と一緒だと

新奇環境に早く慣れる。 

このような社会緩衝作用の発現には、脳内のオキシトシンが関与すると考えられている。今回、

社会緩衝作用の発現がどのように個体間で調整されているのか、そしてそこにオキシトシンがどの

ように関わるのか、を紹介したい。 

 

  



動物行動学会×日本動物心理学会 コラボシンポジウム 

 

脊椎動物の認知比較〜魚もそれほどアホやない 

 

日時：8 月 31 日（水）15:00-16:30 場所：900 番教室（講堂） 

企画・司会：中嶋 康裕（日本大学） 

 

鏡に写った姿を見て自分だとわかる（鏡像認知できる）動物は類人猿だけだろう、と考えられてい

たのはそれほど昔のことではない。しかし、今ではゾウやイルカなどの哺乳類に加えて、鳥や魚、

さらにはイカまでもが鏡像認知できると主張されている。動物の認知能力はどれほどのものか、動

物行動学と動物心理学からアプローチする。 

 

 

魚類における顔認識：霊長類との類似性 

幸田 正典（大阪市立大学 大学院理学研究科） 

安定した順位や縄張りをもつ社会性魚類は、相手個体を視覚で識別していることが多い。最近、複

数魚種で、個体識別は個体毎に異なる顔の色彩模様に基づくことが確認された。珊瑚礁や熱帯湖の

社会性魚類の体全体の色彩模様を調べると顔だけに大きな個体変異があることがわかり、魚類の視

覚による個体識別では、顔認識に基づくことがむしろ一般的であると推察される。またシクリッド

の一種では、顔認識が 0.5 秒以内と速やかなこともわかってきた。さらにこの魚種の顔認識には、

既知個体の顔を倒立させるとその認知が他の場合に比べより遅れるという「倒立効果」も確認され、

この結果は魚類でも顔認識にほ乳類で知られる「顔神経」が存在する可能性を示唆している。さら

にある魚種では、出会った相手個体の顔をはじめに見ることもわかってきた。魚類のこのような顔

認知様式は、ヒトや霊長類などの顔認知のあり方とかなり似ていると言え、ここではその相似性・

相同性を考えてみたい。さらに「魚類の顔神経はヒトの顔神経の皮質下(動物的)回路と相同である」

との我々の仮説を紹介し、今後の研究の方向を探りたい。 

 

 

魚類における認知的共感の可能性 

十川 俊平（大阪市立大学 大学院理学研究科） 

共感とは他者の情動表出によって起きる情動反応である。霊長類やその他の哺乳類、一部の鳥類で確認

されてきたが、魚類で共感を扱った研究はない。近年になり、魚類も複雑な社会構造を維持しており、

高度な社会的認知能力を持つことがわかってきた。すなわち、哺乳類や鳥類と同じく共感が進化し得る

社会的環境は整っていると考えられる。そこで本研究では、高度な認知能力で知られる協同繁殖魚

Neolamprologus pulcher を用い、本種が負の情動に対し共感を示すのか、またその情動表出を認知（理

解）できるのかを確認する実験を行った。本種をペアで飼育し、ペアオスに電気刺激を与え、水槽内に

ある小部屋に入ると電気が止まることを学習させた。その後、ペアメスにのみ電気刺激を与えその様子



をペアオスに見させたところ、学習させていないオスは小部屋に入らなかったが、学習したオスは小部

屋に入って電気を止めた。この結果は、ペアオスがペアメスの情動表出を電気刺激によるものだと理解

し、共感したと考えられる。本研究は魚類が他者の情動を認知(理解)することができる(認知的共感を行

う)可能性を示唆している。 

 

 

齧歯類における物理的因果理解 ―ラットの道具使用行動― 

永野 茜（同志社大学 大学院心理学研究科） 

ヒトの高度な物理的因果理解はどのような進化を経てきたのであろうか。チンパンジーやフサオマキザ

ルなどといったヒト以外の霊長類も高度な物理的因果理解能力を有し，野生場面や実験場面で道具を使

用することが数多く報告されている。ヒトの物理的因果理解の発生過程を解明するためには，霊長類以

外の脊椎動物も含めた広範な種比較が必要である。しかしながら，齧歯類において，統制された実験場

面で道具使用行動について検討されたのはデグーのみであった。 

 発表者は，ラットを対象に，実験場面で霊長類対象の課題と類似した道具使用課題や発表者が新たに

開発した課題を実施し，物理的因果理解に関する検討を行ってきた。本課題ではラットを対象に，道具

を用いて前足の届かない位置にある餌を獲得させる訓練および新奇な場面でのテストを実施した。一連

の研究から，ラットは，“どのような種類の道具をどのような方向に動かすことで餌を獲得できるのか”

という物理的因果理解能力を有する可能性が初めて示された。本発表では，霊長類や鳥類を対象とした

道具使用行動研究と比較しながら，物理的因果理解の進化を解明するための齧歯類における新たな知見

を提供する。 

 

 

アメリカカケスにおけるメタ認知とエピソード記憶 

渡辺 安里依（千葉大学 大学院人文科学研究院） 

エピソード記憶やメタ認知など，これまでヒト特有の能力とされてきた高次認知の分野では，霊長

類を対象とした研究が主流だ。その一方で，霊長類と同等のエピソード記憶能力を持っていると示

唆されているのがカラス科に属するアメリカカケスである。アメリカカケスは優れた空間記憶を持

ち，自身が「どの食物を」「どこに」「いつ」食物を貯蔵したかを記憶し，それを状況に応じた行

動に反映させることができる。エピソード記憶とメタ認知には深い関連があるとされているため，

アメリカカケスは後者を検討する非哺乳類種としても最適といえるだろう。メタ認知とは，自身の

知識や記憶の有無を判断する能力であり，「意識」を紐解くために重要な要素だとされている。記

憶課題においては，メタ認知を持つ個体は，自身の記憶の信頼性を判断し，確信度のなさに応じた

情報希求行動をとることで効率的に足りない情報を補うことができる。本発表では，アメリカカケ

スを対象としておこなった，記憶課題を使ったメタ認知実験を紹介し，鳥類の高次認知能力につい

て考察する。 
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