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研究成果の概要（和文）：神経系の情報処理のしくみを理解する手法として破壊や機能阻害があるが、神経回路
を細胞のレベルで解析する際には、神経系に冗長性や並列処理が存在するために細胞破壊の効果が現れない場合
がある。そこで、回路をゼロから作っていく合成生物学的アプローチを用いた。シナプス伝達変異体と細胞特異
的レスキューを用い、生育不可能なところから生育可能、前進後退運動可能、機械刺激への応答可能と順次再構
成に成功した。

研究成果の概要（英文）：To avoid intrinsic problem of functional redundancy and parallel processing 
pathways in analyzing neural circuits, we generated neural circuits from starting null circuit by 
using synaptic transmission mutant. We successfully regenerated growth, locomotion and mechanical 
responses.

研究分野： 神経科学
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１．研究開始当初の背景 
 脳神経系は生命が進化の過程で獲得した
最も高度な情報処理系であり、神経細胞が相
互に接続して情報を伝え合うことによって、
感覚受容、認識、思考や行動制御など、動物
が生きていく上で必須な情報処理を行って
いる。その特徴は、それぞれの神経細胞が個
性をもち、特定の位置に配置され、特定の複
数の結合相手と結合してネットワークを構
成していることである。神経系の情報処理の
しくみを理解し、人間の思考の特性を理解し、
一方では精神神経疾患の治療に結びつける
ためには、神経系の回路としての働きとその
中での個々の神経の役割を理解する必要が
ある。そのために用いられる一つの手法は特
定の神経または神経集団を破壊する方法で
ある。古くは脳の一部分を破壊することが行
われてきた。海馬(の一部)が破壊されたこと
により記憶が障害されたHM患者やRB患者
の観察から海馬がエピソード記憶に重要な
部位であることがわかった例は有名である。
以来、実験動物での破壊実験は常套手段とし
て用いられ、脳科学の大きな進歩をもたらし
た。近年では、マウスなど遺伝子改変が可能
な動物を用いて遺伝学的に特定の細胞を破
壊または機能阻害する方法が使われ、一定の
成果を収めている。しかし、神経回路を細胞
のレベルで解析する際には、神経系に冗長性
や並列処理が存在するために細胞破壊の効
果が現れない場合が多くみられ、その際には
機能阻害の方法だけでは回路の理解が困難
となる。本研究で用いる線虫 C. elegans でも
特定の神経細胞を機能破壊または阻害する
方法は一般的に用いられているが、同様の問
題が存在した。 
 
２．研究の目的 
 そこで、動物の持っている神経系全体から
一個ずつ引いていくアプローチではなく、ゼ
ロから作っていく合成生物学的アプローチ
を用いることで、これまでの神経科学が攻め
あぐねて来た問題に新たな解法が与えられ
るのではないかと考えた。 
 生物の情報処理システムとしての神経系
は、数百～数千億の神経細胞からなる極めて
複雑精緻なシステムであり、このシステムの
理解は生命科学の 1 つの大きな課題である。
これまで、神経系における各神経細胞(集団)
の役割を調べる研究が精力的に行われて来
た。そのための主たる研究手法が破壊実験、
すなわちその神経(集団)を破壊したときに、
行動がどのように障害されるかを調べる方
法である。これに対して、本研究計画では全
く逆のアプローチを提案する。すなわち、ゼ
ロから神経回路を構築していき、最小の神経
回路を作製する方法である。このためのモデ
ル系として線虫 C. elegans を用いる。本研究
ではそのような合成生物学的アプローチに
より化学走性行動と学習によるその変化を
再現することに挑戦する。次項に述べるよう

な方法で神経回路を合成的に構築する実験
を実施し、まず前進後退運動（歩行運動にあ
たる）を作りだし、簡単な反射ができるよう
にした上で、化学走性行動を再現することを
目指した。合成的に機能的な神経系を作り出
す研究はこれまで全くなく、本研究は世界初
の試みである。これが成功すると神経回路の
理解のための強力な方法論が提供できると
予想される。学習記憶の研究においては、学
習の成立により作られる「記憶痕跡」と呼ば
れるシナプス可塑性は、脳のいろいろなとこ
ろで生じていると言われており、いずれが重
要かを示す決定的な方法がない。もし本研究
がうまくいけば、初めて機能的な記憶の場が
特定できることになる。 
 
３．研究の方法 
 神経回路の再構成を行うために、まずはい
ずれの神経細胞も働かない状態からスター
トする。このためにシナプス伝達に必須な蛋
白質であるシンタキシンの欠損変異体から
スタートする。この変異体は孵化直後に致死
となる。これに細胞特異的プロモーターを用
いて特定の神経細胞にのみシンタキシンを
発現させ、これを順次積み重ねて致死性を回
復させ、さらに前進運動、後退運動、スムー
ズな運動、機械刺激に対する単純な後退反射
を引き起こさせる。その上で、化学感覚神経
から運動神経までの経路を働かせ、化学走性
行動が引き起こせるかを調べる。この経路に
はいくつかの可能性があるので順次試行錯
誤を行う。これに成功したら、塩の濃度と餌
の有無を連合して化学走性を変化させる塩
走性学習を再現する。 
 
４．研究成果 
 unc-64 はシナプス小胞の放出に必要なシ
ンタキシンをコードする唯一の遺伝子であ
る。従って、unc-64 遺伝子の機能を欠くと化
学シナプスの伝達ができなくなる。unc-64 を
完全に機能を欠失した変異体は致死である。
この変異体をベースとして、細胞特異的に
unc-64 a フォームの cDNA を発現させること
により神経回路を再構成することを目指し
た。頭部のコリン作動性神経に発現する
unc-17 プロモーター、頭部コマンド神経で発
現する glr-1 プロモーター、GABA 作動性神経
に発現する unc-47 プロモーター、体幹部の
運動神経に発現するacr-2プロモーターでそ
れぞれunc-64aを発現するコンストラクトを
作成し、MosSCI 法を用いてゲノムに一コピー
で挿入した。unc-17p による発現で、致死性
がなくなり生存できるようになった。さらに
unc-47 プロモーターでは前進後退運動がゆ
っくり起こった。さらに、unc-17p, unc-47p, 
acr-2p での発現によりかなり前進後退運動
が回復した。unc-17p, glr-1p, acr-2p では
前進後退に加え、機械刺激への応答も回復し
た。しかしここまでで発現細胞が多くなりす
ぎて、発現部位の確認が難しい状況となった。



この段階で化学走性行動は回復していない
にもかかわらず、非常に多くの神経への発現
が必要であることがわかった。 
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