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「哺乳類の社会コミュニケーション反応を計測・制御する新技術の開発」
Development of New Technologies to Evaluate and Control Social Communication Behaviors
in Mammals
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■ 研究内容

哺乳類動物が自然環境下で生存するためには，様々
な状況や立場にある同種や異種の動物との間で適切
な社会コミュニケーション反応を行うことが必要であ
る。例えば，母親は仔に対しては母性反応を示し，天敵
に対しては恐怖反応を示す必要がある。情動は動物個
体の行動を動機づける要因である。従って，動物個体
が適切に社会コミュニケーション反応を行うためには，
対象となる動物の種類や状況に応じた適切な情動が
脳内に生成される必要がある。
私たちは，マウスの匂いに対する情動や行動を先天

的に制御する神経回路を世界に先駆けて発見した。本
研究では，同種動物や天敵の発生する匂い分子に対
して母性，攻撃，性，恐怖の先天的な情動を生成する
神経メカニズムを解析する。また，後天的に匂いを手
掛かりに獲得した恐怖情動を制御する神経メカニズム
と，匂いに対する先天的な恐怖情動を制御する神経メ
カニズムの比較解析を行う。先天的と後天的に多様な
情動を制御する神経メカニズムの解析を通して，特異
的な情動を定量的に計測するエモーショナル・ブレイ
ンマーカーを開発する。
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■ Research works

In order to survive in the natural environment, it is 
necessary for mammals to exhibit appropriate social 
communication behaviors between conspecifi c and 
interspecifi c animals in various situations. For 
example, dams should show maternal behaviors to 
their offsprings, and they should exhibit fearful 
behaviors to their predators. Emotions are motivational 
factors for animal behaviors. Therefore, in order to 
exhibit appropriate social communication behaviors in 
individuals, it is necessary to arouse appropriate 
emotions in their brain that is suitable for objects and 
contexts in the environment.

We have previously found the neural pathways 
which innately regulate odor-evoked emotions and 
behaviors in the mouse brain. In this project, we will 
analyze the neural mechanisms to generate maternal, 
aggressive, sexual and fearful emotions that are 
evoked by specifi c odorant molecules which are 
released from conspecifi c and predator animals. 
Furthermore, we will make a comparable analysis of 
neural pathways for odor-induced learned and innate 
fear responses. Through the analysis of neural 
mechanisms to regulate learned and innate emotions, 
we are developing emotional brain markers to measure 
specifi c emotions quantitatively.

図：先天的と後天的な嗅覚情動を制御する神経回路


