魚類社会脳の分子神経基盤の解析
Analysis of molecular bases of fish social brain
（日本動物学会学会推薦）
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Within group-living animals, individuals appropriately tailor their attitudes and responses to other
group members according to the social context and external environment. The territory between sensory
input and behavioral output, which comprises the integrative circuits underlying decision-making processes,
however, is vast and mysterious. To address this issue, we have focused on medaka fish, a model animal used
mainly in the field of molecular genetics. Recently we demonstrated the ability to recognize conspecific
individuals in medaka fish. Our aim is to describe the neural network of the integrative circuits associated
with individual recognition and the decision-making (social brain) using medaka fish. To this end, we
constructed a new simple behavioral system to evaluate visually-mediated proximity behavior to conspecifics,
which enables us to evaluate social recognition efficiently. In addition, we used genome-editing technology
and generated some medaka mutants with defects in social behaviors mediated by individual recognition. We
also found that the telencephalon consists of about 40 clonal units which form compartment structure. The
findings will allow us to genetically label some clonal units and make the functional map of the social brain
in the medaka telencephalon. Finally, we established a new behavioral system to discuss the adaptive
significance of the female mating preference for the familiar mate.
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との包括的に解析し、その機能地図が作成する。本
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研究によって、メダカの社会認知の分子神経基盤を
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ールの整備が完了することができた。
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今回は三角関係におけるメダカの配偶者選択や配
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野生メダカとは行動・生態が異なる可能性がある。

Zealand

また研究室内の小型水槽を用いて実験を行っている

Australia） 2016 年 2 月
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ので、個体間密度（生育空間）や障害物の存在など
によって自然状態とは行動が異なる可能性がある。
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