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研究成果の概要： 

学習はヒトのみならず全る動物が持つ、神経系の基本的な機能である。それに関わる分子と

その役割を分子生物学的に記載することは脳神経系の機能を理解するための基礎として重要で

ある。このために、我々は分子行動遺伝学のためのモデル生物である線虫 C.エレガンスを用い

た。線虫の塩への化学走性に関する連合学習の実験系を用い、インスリン経路が学習に必須で

あることを明らかにしている。本研究はその理解を深め、関連する分子についても機能を明ら

かにすることを目的とした。インスリン経路の機能が昂進した変異体をもとにして新たな変異

体を得ることにより、G 蛋白質 Gq の経路がインスリン経路と拮抗して働くことが明らかとな

った。また、膜貫通型グアニル酸シクラーゼが学習における行動変化に必須であることがわか

った。さらに、哺乳類の細胞膜貫通型蛋白質カルシンテニンの線虫ホモログが学習に必須であ

り、切断されて分泌された細胞外ドメインが機能に必須であることが明らかになった。 
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１．研究開始当初の背景 

 
インスリンは哺乳類においては糖や脂肪

の代謝を制御する重要なホルモンである。こ
の機能の破綻が糖尿病などの代謝疾患に至

ることはよく知られている。一方、インスリ
ンが脳にも作用し、記憶学習に関与すること
を示唆する結果も提出されているが、その機
能的意義については統一的な見解が得られ
ていない。一方我々は、線虫 C.エレガンスを
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用いた遺伝学的研究により、線虫のインスリ
ン経路が連合学習に必須の役割を果たすこ
とを明らかにした(Tomioka et al. Neuron 
2006)。線虫のインスリンシグナル伝達経路
については、哺乳類と同様の脂肪代謝や寿命
に関する機能がよく知られていた。我々はイ
ンスリン経路の変異体が、NaClなどの塩類へ
の化学走性に関する連合学習（塩走性学習）
に欠損を持つことを見出した。さらに、INS-1
ペプチド（線虫インスリン）が塩類を受容す
る味覚神経(ASER)に対して働くことが、学習
に必須であることが明らかとなった。インス
リン受容体ホモログ DAF-2 の下流では、PI3
キナーゼと PIP3 依存性キナーゼ PDK、 Akt
が働くことも明らかになった。しかし、いく
つかの未解決な重要問題が残されており、イ
ンスリン／PI3 キナーゼ経路および関連する
シグナル伝達の線虫の学習における機能を
よりよく理解し、化学走性学習の神経メカニ
ズムを明らかにすることが必要であると考
え、本研究計画を発案した。 
 

２．研究の目的 

 

 上述の系を用いて、インスリン経路の学習
における機能に関する未解決の問題にアプ
ローチすることを目的とした。特に、行動レ
ベルでのインスリン経路の機能的意義を明
らかにし、その作用メカニズムの普遍性につ
いての示唆を得るために以下の目標を設定
した。 

(1) インスリン経路によるプレシナプス神経
可塑性の分子メカニズム 

(2) インスリン経路が連合学習において果た
す役割 

(3) 連合学習を起こさせる刺激の連合はどこ
で起こっているか 

(4) インスリン経路同様連合学習に必須な
CASY-1 の機能の解明 

 

３．研究の方法 

 

(1) インスリン経路が活性化した daf-18変異
体に対するサプレッサー変異体を多数得て
いたので、それらを調べて原因遺伝子を決定
し、その遺伝子の学習における機能を解析す
る。 

(2) 線虫インスリン INS-1 の局在と分泌を
INS-1::Venus 融合蛋白質を用いて可視化す
るとともに、INS-1::Venus がどの神経で働く
かを行動実験で明らかにする。その神経がど
のような活動をしているかを検討する。 

(3) 連合学習には NaCl の刺激と飢餓刺激の
双方が必要である。これらの刺激がどの神経
で連合されるかを明らかにする。関係する感
覚神経と介在神経が二つの刺激情報の連合
点であるか、その上流、下流であるかを決定

する。 

(4) インスリン経路の変異体と同様の学習不
能を示す変異体のスクリーニングから、哺乳
類のカルシンテニンのホモログである
CASY-1 が学習に重要であることがわかって
きていたので、CASY-1 の機能細胞、機能に
必要な部位およびインスリン経路との関係
を遺伝学的に調べる。 

 

４．研究成果 
 
 (1) インスリン経路昂進変異のサプレッサ
ー変異体の解析 
（本研究については論文投稿中であるため
記載は簡潔にとどめる） 
 

線虫は NaCl に対して正の化学走性を示す
が、飢餓条件下において NaCl に曝される(条
件付けされる)と、その走性が顕著に低下す
る。この可塑性を塩走性学習と呼んでいる。 
 daf-2 (インスリン様受容体)変異体、age-1 
(PI 3-キナーゼ)変異体、akt-1 (Akt/PKB)変
異体は、条件付け後も正の化学走性を示す。
一方、daf-18(PTEN)変異体においてはインス
リン様シグナル伝達経路が恒常的に活性化
しており、化学走性が顕著に低下する。さら
に、学習において、AGE-1は、NaClを受容す
る主たる感覚神経である ASER 神経において
機能する。しかしながら、インスリン様シグ
ナル伝達経路がどのように感覚神経の機能
を調節しているかについては不明である。 
 化学走性学習を制御する新たな因子を同
定するために、daf-18変異体における化学走
性の低下を抑圧する変異体をスクリーニン
グした。その結果、12 株の抑圧変異体を得、
機能解析を行った。 
 JN914変異体は三量体型 Gタンパク質 Gqの
サブユニットをコードする egl-30にミスセ
ンス変異を有していた。daf-18変異体の低下
した化学走性は、機能獲得型の egl-30 変異
を導入し ASER感覚神経で発現させることに
より回復した。また、機能獲得型 TTX-4/PKC
を ASERに発現させると、完全に daf-18が抑
圧された。これらの結果から、インスリン様
シグナル伝達経路は Gq/DAG/PKC の経路と拮
抗的に作用することで化学走性を負に制御
することが示唆された。 
 JN917 などいくつかの変異体は受容体型グ
アニル酸シクラーゼをコードする gcy-22に
変異を有していた。線虫において、味覚のシ
グナルは cGMPによって伝達されると推測さ
れているが、その機能については不明な点も
多い。GCY-22は ASER感覚神経において感覚
受容に必要であることがわかっている。これ
らをもとに、学習における GCY-22および ASER
の機能が推定された。 
 



 

 

(2、 3) インスリン INS-1の局在、分泌、機
能細胞の決定によるインスリン経路の連合
学習における役割の検討 
（本研究については現在引き続き研究進行
中であるため記載は簡潔にとどめる） 
 
上述のようにインスリン受容体様分子

DAF-2 とその下流で働く PI3 キナーゼ AGE-1
は塩を受容する主たる感覚神経 ASERで機能
する。一方、リガンドであるインスリン様分
子 INS-1はいくつかの感覚神経や介在神経に
おいて発現が見られる。中でも複数の感覚神
経からの入力を受ける AIA介在神経において
強い発現が見られ、この神経からの INS-1 の
分泌が化学走性学習に重要である可能性が
示唆されている。 

INS-1::VENUS 融合タンパク質はプレシナ
プス部位に存在し、分泌されることが示唆さ
れた。細胞特異的プロモーターを用いて、
ins-1変異体の様々な神経に INS-1::VENUSを
発現させたところ、発現させたほぼ全ての神
経群から INS-1::VENUS の分泌は起こるが、
学習欠損の回復は特定の神経に発現させた
場合のみに限られた。それらの神経は餌の状
態やフェロモンなどの感知に関わることが
知られている。従って、餌などの環境刺激に
よって INS-1の分泌が変化することが、化学
走性学習の制御に必要である可能性が考え
られる。哺乳類の膵臓β細胞は血中グルコー
スを感知してインスリンの分泌を調節して
いる。また、神経細胞では脱分極によりイン
スリンの分泌が起こる。引き続き、特定の神
経からの INS-1の分泌が環境刺激や脱分極に
依存して変化し、それにより化学走性学習が
引き起こされる可能性を検討している。 
 
(4) CASY-1遺伝子の機能解析 
 
線虫 C.エレガンスの連合学習に関わる遺

伝子として casy-1 を発見した。casy-1は哺
乳類のカルシンテニン／アルカデインの線
虫ホモログをコードする。カルシンテニンは
カドヘリンドメインを持つ膜貫通蛋白質で
あり、その生理的な機能はわかっていないが、
アミロイド前駆蛋白質(APP)と足場蛋白質
X11L/Mint2 を介して三者複合体を形成する
ことがわかっている。また、正常人を被験者
とする SNPs を用いた全ゲノム連関解析で記
憶力とカルシンテニン（CLSN2）との連関が
示唆されているが因果関係は不明である。    
casy-1 変異体は、塩走性学習、嗅覚順応、

温度学習、嗅覚と銅イオンの相互作用に異常
を示し、高次機能の制御に中心的な役割があ
ることが示唆された。塩走性学習について細
胞特異的レスキュー実験を行ったところ、塩
を受容する ASER神経で casy-1が発現するこ
とがその塩走性学習における機能に必要十

分であることがわかった。インスリン／PI３
キナーゼシグナル経路も ASER 神経で働くこ
とがわかっている。そこで、これらの関係を
明らかにするためにインスリン ins-1との二
重変異体を作成してその表現型を調べたと
ころ、casy-1;ins-1 二重変異体はそれぞれの
単独変異体より強い学習欠損を示した。一方、
PI３キナーゼ経路の活性が昂進している
daf-18変異体と二重変異を作成したところ、
casy-1が daf-18の化学走性欠損を抑圧する
ことがわかった。これらのことより、CASY-1
はインスリン／PI3 キナーゼ経路と並列に働
くことが示唆された。カルシンテニンは APP 
と同様に、細胞外ドメインで切断されること
がわかっているが、ウェスタン染色により線
虫の CASY-1 も細胞外ドメインで切断される
ことが確認された。欠失遺伝子を用いたレス
キュー実験により、切断され分泌された細胞
外ドメイン、特に LG/LNS ドメイン付近が学
習に必要とわかった。この部分を用いて酵母
ツーハイブリッドスクリーニングを行い、標
的蛋白質の候補を多数同定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 

〔雑誌論文〕（計 7 件） 

 

1. Hayashi, Y., Hirotsu, T., Iwata, R., 
Kage-Nakadai, E., Kunitomo, H., Ishihara, 
T., Iino, Y. & Kubo, T.  
A trophic role for Wnt-Ror kinase 
signaling during developmental pruning in 
Caenorhabditis elegans.  
Nat Neurosci(査読有) 12,981-7 (2009) 
 
2. Iino, Y. & Yoshida, K.  
Parallel use of two behavioral mechanisms 
for chemotaxis in Caenorhabditis elegans.  
J Neurosci(査読有) 29,5370-80 (2009) 

【図】学習に必要な線虫カルシンテニンホモロ

グ CASY-1のはたらきの説明図 

塩走性学習において CASY-1は感覚神経 ASERで

発現する必要がある。その後、細胞外ドメイン

が蛋白質切断をうけ、切断により遊離した

LG/LNS ドメインを含む細胞外部分が学習に必

須の役割を果たす。 



 

 

 
3. Ortiz, C. O., Faumont, S., Takayama, J., 
Ahmed, H. K., Goldsmith, A. D., Pocock, R., 
Mccormick, K. E., Kunitomo, H., Iino, Y., 
Lockery, S. & Hobert, O.  
Lateralized gustatory behavior of C. 
elegans is controlled by specific 
receptor-type guanylyl cyclases.  
Curr Biol(査読有) 19,996-1004 (2009) 
 
4. Kano, T., Brockie, P. J., Sassa, T., 
Fujimoto, H., Kawahara, Y., Iino, Y., 
Mellem, J. E., Madsen, D. M., Hosono, R., 
Maricq, A. V.  
Memory in Caenorhabditis elegans Is 
Mediated by NMDA-Type Ionotropic 
Glutamate Receptors 
Curr. Biol. (査読有) 18, 2008, 1010-1015 
 
5. Ikeda, D. D., Duan, Y., Matsuki, M., 
Kunitomo, H., Hutter, H., Hedgecock, E. M., 
Iino, Y.  
CASY-1, an ortholog of 
calsyntenins/alcadeins, is essential for 
learning in Caenorhabditis elegans 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA(査読有) 105, 
2008, 5260-5265 
 
6. Kunitomo, H. & Iino, Y.  
Caenorhabditis elegans DYF-11, an 
orthologue of mammalian Traf3ip1/MIP-T3, 
is required for sensory cilia formation.  
Genes Cells(査読有) 13,13-25 (2008) 
   
7. Delawary, M., Nakazawa, T., Tezuka, T., 
Sawa, M., Iino, Y., Takenawa, T. & Yamamoto, 
T.  
Molecular characterization of a novel 
RhoGAP, RRC-1 of the nematode 
Caenorhabditis elegans.  
Biochem Biophys Res Commun( 査 読 有 ) 
357,377-82 (2007) 
 
     
〔学会発表〕（計 11 件）                                 
1. 大野 速雄 他 
カルシンテニン/アルカデインの線虫ホモロ
グ CASY-1の学習における機能の解析                                           
第 31 回日本分子生物学会年会・第 81回日本
生化学会大会 合同大会                            
平成 20年 12月 12 日 神戸          
                                  
2. 富岡 征大 他 
線虫 C. elegans におけるインスリン/PI3 キ
ナーゼシグナル伝達経路による化学走性学
習の制御                                          
第 31 回 日本神経科学大会                            

平成 20年 7 月 11日 東京          
                        
3. 安達 健 他 
Analysis of genes interacting with the 
insulin-like signaling pathway, which 
regulates salt chemotaxis learning in C. 
elegans                                          
第 31 回日本神経科学大会                           
平成 20年 7 月 10日 東京          
 
4. 富岡 征大 他 
The mechanism of INS-1 secretion in the 
regulation of salt chemotaxis learning                                           
Neuronal Development, Synaptic Function 
＆ Behavior C. elegans Topic Meeting #2                           
平成 20年 7 月 1日 米国マディスン 
 
5. 富岡 征大 他 
線虫の化学走性学習を制御するインスリン
様シグナル伝達と神経回路の機能の解析 
第 30 回 日本分子生物学会年会・第 80回 日
本生化学会大会 合同大会 
平成 19年 12月 13 日 横浜 
 
6. 安達 健 他 
線虫の化学走性学習を制御するインスリン
様シグナル伝達経路と相互作用する因子の
解析 
第 30 回 日本分子生物学会年会・第 80回 日
本生化学会大会 合同大会 
平成 19年 12月 13 日 横浜 
 
7. 安達 健 他 
A Suppressor Screen for Genes that 
Regulate Salt Chemotaxis Learning in C. 
elegans. 
第 30 回 日本神経科学大会 
平成 19年 9 月 12日 横浜 
 
8. 池田 大祐 他 
CASY-1, a homolog of Calsyntenin/Alcadein, 
is essential for multiple forms of 
learning in C. elegans. 
第 30 回 日本神経科学大会 
平成 19年 9 月 11日 横浜 
 
9. 池田 大祐 他              
Functional analysis of CASY-1, a homolog 
of Calsytenin/Alcadein, essential for 
multiple forms of learning in C. elegans 
16th International C. elegans Meeting 
平成 19年 6 月 30日 米国ロサンゼルス 
 
10. 富岡 征大 他              
The insulin/PI 3-kinase pathway and the 
neural circuit acting for salt chemotaxis 
learning 



 

 

16th International C. elegans Meeting 
平成 19年 6 月 29日 米国ロサンゼルス 
 
11. 安達 健 他              
A Suppressor Screen for Genes that 
Regulate Salt Chemotaxis Learning in C. 
elegans. 
16th International C. elegans Meeting 
平成 19年 6 月 29日 米国ロサンゼルス 
 
〔図書〕（計 4 件） 
 
飯野雄一 
線虫の走性行動と学習にかかわる分子と神
経回路 
実験医学 26(12)(増刊) 86-92 (2008) 
 
飯野雄一 
線虫の行動遺伝学 
生物の科学 遺伝 61(3) 特集 行動は遺伝
子で決まるのか 64-70 (2007) 
 
飯野雄一、富岡征大 
インスリン様シグナル伝達経路の学習にお
けるはたらき 
蛋白質 核酸 酵素 52(5) 397-405 (2007) 
 
飯野雄一 
神経間相互作用による線虫の化学走性行動
の制御機構 
細胞工学 26(5), 554-559 (2007) 
 
〔その他〕 

 

「アルツハイマー関連物質 記憶や学習に関
与 東大が発見」 

日経産業新聞 平成 20 年 3 月 28 日掲載 

 
 
６．研究組織 
(1)研究代表者 

飯野 雄一 

東京大学・大学院理学系研究科・教授 

研究者番号：40192471 

 

(2)研究分担者 

國友 博文 

東京大学・大学院理学系研究科・助教 

研究者番号：20302812 

 

 (3)連携研究者 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


