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Abstract
動物は外界からの刺激を感覚神経で受容し、その情報を神経回路上で処理することにより、
刺激に対して適切な応答を行っている。例えば、線虫は NaCl を味覚神経 ASE で受容し、介在
神経を含む神経回路を介してシグナルを伝達し、誘引行動を引き起こす。線虫の NaCl への誘
引行動はピルエット機構と風見鶏機構という 2 つの機構により達成されていることが知られて
おり、これらの機構には味覚神経 ASE と下流の介在神経 AIZ が関与することが示されている。
しかし、これら 2 つの機構の神経回路基盤の全ては明らかにされていない。本研究では、特定
の神経を破壊した線虫の行動を測定し、2 つの機構を制御する神経回路の同定を行った。その
結果、ピルエット機構にのみ重要な介在神経 AIA、AVA と運動神経 SMD、風見鶏機構にのみ重
要な介在神経 AIY、両方の機構に重要な感覚神経 ASI と介在神経 AIB、運動神経 SMB の存在
が明らかとなった。これらのことから、NaCl への誘引行動の際に用いられる 2 つの機構は、
部分的に異なる神経回路により制御されていることが示唆される。
前述のように、動物は外界からの刺激に対して特定の応答を示すが、その応答は刺激の強度
に依存して変化することが知られている。線虫の嗅覚系でも同様に、低濃度で誘引行動を示す
匂い物質に対して、高濃度では忌避行動を示す現象が報告されている。しかし、刺激強度に依
存した行動変化の神経・分子メカニズムについてはあまりわかっていない。そこで本研究では、
線虫の匂いの濃度に依存した行動変化を調節する神経回路・分子メカニズムの解析を行った。
匂いに対する誘引行動には、前述の 2 つの行動戦略が関与していることが知られている。行動
解析の結果、そのうちピルエット機構が、匂いの濃度による誘引行動から忌避行動への走性行
動の切り替えを主に制御していることがわかった。さらに遺伝学的解析と神経破壊実験により、
行動を引き起こすのに関わる感覚神経の組み合わせが匂いの濃度によって異なっており、低濃
度と高濃度の匂いに対する行動にはそれぞれ感覚神経 AWC と ASH が特に重要であることが示
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された。Ca イメージングによって匂いに対する神経応答を測定した結果、AWC 神経は低濃
度の匂いにのみ応答し、高濃度のときには他の神経からの抑制を受け、匂いには応答しないこ
とが明らかになった。一方、ASH 神経は高濃度の匂いにのみ応答を示すことが分かった。これ
らのことから、匂いの濃度情報が感覚神経における応答の差異を生み出すことで行動が切り替
えられていると考えられ、線虫における匂いの濃度情報処理の主要な部分は感覚神経で行われ
ていることが示唆される。

Abstract
Animals sense various environmental stimuli and process the sensory information by the
neural circuits to generate appropriate behavior in response to the stimuli. The model organism
C. elegans detects NaCl by ASE gustatory neurons and shows attraction to NaCl. It has been
shown that the attraction to NaCl is generated by two behavioral strategies called pirouette and
weathervane strategies and that ASE sensory neurons and their downstream interneurons AIZ
are required for both of these behavioral responses. However, the rest of the neural circuits
underlying these behavioral mechanisms remain largely unknown. Here I observed the
behavioral responses of animals with candidate neurons killed. AIA and AVA interneurons and
SMD motor neurons are responsible only for the pirouette response, whereas AIY interneurons
are required only for the weathervane response. Moreover, AIB interneurons and SMB head
motor neurons are responsible for both behavioral responses. These results suggest the
existence of partially distinct neural circuits regulating the two behavioral strategies for
attraction to NaCl.
Although animals show a specific response to each environmental stimulus as mentioned
above, response to a particular stimulus can change depending on the strength of the stimulus.
However, little is understood about the neural basis of this phenomenon. C. elegans avoids
higher concentrations of odorants that are attractive at the lower concentrations. Here I
analyzed this odor concentration-dependent change in olfactory preference. Behavioral
analyses revealed that the odor concentration-dependent behavior is primarily generated by the
pirouette mechanism. Genetic analyses and lesion experiments showed that distinct
combinations of sensory neurons function at different concentrations of the odorant; AWC and
ASH sensory neurons have critical roles for attraction to or avoidance of the odorant,
respectively. Calcium imaging showed that AWC neuron responds to only lower concentrations
of the odorant, and their responses disappear at higher concentrations probably due to a
suppression effect of synaptic transmission from other neurons. On the other hand, ASH
neurons responded to only higher concentrations of odorant. Hence, these results suggest that
the odor concentration information in C. elegans is primarily modulated at the sensory neuron
level.
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第1章

序論

1.1. 神経回路上での情報処理
神経系をもつ生物において、神経回路は外界からの情報を処理し、適切な行動を出力する役割
を担っている。サルやヒトでは、大脳の前頭連合野(前頭前野)が感覚、記憶、感情といった知覚
情報の統合をおこない、行うべき行動の情報を高次運動野へ出力していると考えられている
(Miller and Cohen, 2001)。しかし、高等動物の神経系は非常に複雑であるために、感覚受容から
行動出力に至るまでの神経回路レベルの情報処理機構はあまり理解されていない。高等動物に比
べて単純な神経系をもつ無脊椎動物においても同様に、神経回路上で感覚情報が処理され、適切
な行動が出力されている。感覚受容から行動出力までの神経回路がよく理解されている数少ない
例のひとつとして、アメフラシ Aplysia の鰓の引き込み反射が挙げられる(Kandel, 2001)。水管
と呼ばれる部位に機械刺激が与えられたときに起こる鰓の引き込みは、水管の機械受容神経から
鰓の筋肉を支配する運動神経へと情報が直接伝達される単シナプス反射であることが示されて
いる。さらに、この鰓の引き込み反射には、異種の刺激を与えることで同種の刺激に対する応答
が大きくなる「感作」という現象がみられ、この応答の変化は、ある介在神経から分泌されるセ
ロトニン(5-HT)が感覚神経に働きかけ、感覚神経から運動神経へのシナプス伝達が促進されるこ
とで起きている。感覚受容から行動出力に至るまでの神経回路メカニズムが同定された例は、ア
メフラシの鰓の引き込み反射の例のようにアウトプットである行動が非常に単純なものに限ら
れている。
生物は普段の環境の中で様々な化学物質に晒されており、それらを味覚や嗅覚といった化学感
覚によって認識している。化学感覚は、味や匂いによって食物を認識して摂食行動につなげ、フ
ェロモンによって異性を認識して生殖行動につなげるなど、上記のアメフラシの鰓の引き込み反
射と比べてアウトプットである行動が非常に複雑である。そのため、化学感覚受容から行動出力
までの神経回路メカニズムを解明することは難しく、実際、化学感覚神経や化学感覚受容のシグ
ナル伝達経路についての知見は豊富にあるが、感覚神経より下流の情報処理に関する知見は乏し
い。本研究で用いた線虫 C. elegans は 302 個からなる神経細胞とそれらの間の神経接続が明ら
かにされており、高等動物と同様に、多種多様な化学物質を識別することができる。さらに、線
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虫はそれらの化学物質に対して誘引行動もしくは忌避行動を示し、その行動を詳細に解析する系
が確立されている。これらの点から、線虫は行動を指標にして化学感覚を制御する神経回路メカ
ニズムを解析するのに最適なモデル生物だと考えられる。

1.2. 線虫の化学走性
1.2.1. 化学走性
線虫は化学物質や温度、光などの外界からの刺激に応答する。化学物質の濃度勾配に対して線
虫が起こす方向性をもった行動は化学走性と呼ばれている。寒天プレート上に線虫が好む化学物
質を置き、別の場所に線虫を置くと、線虫はその化学物質に寄っていく。これを正の化学走性、
または誘引行動と呼んでいる。逆に、嫌いな化学物質から遠ざかる場合を負の化学走性、または
忌避行動と呼んでいる。線虫が化学走性を示す物質は、水溶性物質と揮発性の匂い物質に大別さ
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れる。例えば、水溶性物質の場合、NaCl のような塩やビオチンには誘引行動を示すが、Cu な
どの重金属イオンやキニン、SDS などには忌避行動を示す(Bargmann and Horvitz, 1991;
Sambongi et al., 1999; Hilliard et al., 2002)。匂い物質の場合、イソアミルアルコールやベンズア
ルデヒド、ジアセチルなどには誘引行動を示し、1-オクタノールや 2-ノナノンなどには忌避行
動を示す(Bargmann et al., 1993; Troemel et al., 1997)。

1.2.3. 走性行動の可塑性
味や匂いの嗜好性は過去の経験により変化することが知られている。味覚の嗜好性の変化に関
しては、塩走性学習と呼ばれる現象が過去に報告されている(Saeki et al., 2001; Tomioka et al.,
2006)。線虫は、NaCl を含んだバッファーの中で飢餓を経験させると、NaCl に対して忌避行動
を示す(図 1-1a 下段)。NaCl を含まないバッファーの中で飢餓を経験させても、NaCl に対する
忌避行動は引き起こされないため(図 1-1a 中段)、線虫は NaCl と飢餓の連合学習をすると解釈さ
れている。
嗅覚系では、線虫をある匂いに一定時間さらした後には、その匂いへの化学走性が著しく低下
し、場合によっては忌避行動が起こる(Colbert and Bargmann, 1995)。このような現象はさまざ
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まな生物で古くから嗅覚順応(olfactory adaptation)と呼ばれている。嗅覚順応は、一定時間の匂
い刺激により匂いに対して感覚神経が応答しなくなる現象である。しかし、これとは異なり、線
虫を餌の存在下でブタノンという誘引性の匂い物質に長時間さらしておくと誘引行動の増強が
みられる(Torayama et al., 2007)。この現象は単なる順応の定義には当てはまらず、連合学習の
一種であると考えられるため、匂いに対する化学走性の変化は嗅覚可塑性(olfactory plasticity)と
も呼ばれるようになった。

1.2.4. 塩濃度が塩走性に及ぼす影響
これまで、線虫の NaCl への誘引行動は生得的な嗜好性を反映し、塩走性学習による行動の切
り替わりは NaCl の有無と飢餓を連合しているものであると考えられてきた。しかし、最近にな
って、塩の有無ではなく、塩濃度が線虫の塩走性に重要であることが明らかにされた(國友ら、
未発表)。培養に用いられる培地には通常 50 mM の NaCl が含まれており、線虫は培養時の塩濃
度を記憶し、その濃度に向かっていくことが示された(図 1-1b 上段)。従って、線虫が NaCl に誘
引される(NaCl の濃度の高い方へと向かう)現象は、生得的な嗜好性ではなく、培養時と同じ 50
mM に近い塩濃度に移動する行動をみていたことになる。さらに、線虫は培養後に餌のない培地
上で飢餓を経験させると、飢餓とともに経験した NaCl の濃度を記憶し、その塩濃度を避けるこ
とが示された(図 1-1b 下段)。従来定義されていた塩走性学習は、高い塩濃度への走性行動から
低い塩濃度への走性行動へと行動が切り替わることであったが、塩濃度の記憶が塩走性を制御し
ているという概念の発見により、新たに以下のような 2 つの行動が観察されたことになる。ひ
とつは、餌のある培地上で培養された後に、培養塩濃度よりも高い領域に置かれると低濃度側へ
と向かう走性行動である(図 1-1b 上段)。もうひとつは、NaCl を含む培地上で飢餓を経験させた
場合、経験させた塩濃度よりも高い領域に置かれると高濃度側へと向かう走性行動である(図
1-1b 下段)。
本研究を進めていく過程で NaCl への化学走性の概念が上記のように大きく変更された。本論
文の第 3 章では、50 mM の NaCl を含む培地で培養した線虫に、NaCl を含まない(0 mM の NaCl
の)バッファーの中で 1 時間飢餓を経験させ、塩濃度が 0mM から数 mM の NaCl の勾配上で、0
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mM の NaCl を避ける行動に着目して解析を行った。しかし、この行動は塩濃度の高い方に向か
う行動にもみえるため、第 3 章では、概念の変更を反映しない従来の表現の仕方で「NaCl への
誘引行動」と表記することで統一した。

1.3. 化学走性を行うための行動戦略
線虫の水溶性物質や匂い物質への誘引行動は、ピルエット機構と風見鶏機構という 2 つの機
構により達成されている(図 1-2a)。ピルエット機構はクリノキネシス(klinokinesis)とも呼ばれお
り、ピルエット行動という方向転換を行う頻度を調節することで化学走性の制御がなされる(図
1-2b)。化学走性の際、前進にともない線虫の進行方向の化学物質の濃度が低下したとき、ピル
エット行動を行う頻度が上昇し、逆に、化学物質の濃度が上昇したときは、ピルエット行動を行
う頻度が低くなる。つまり、線虫が誤った方向に進んでいると感じたときに、ピルエット行動に
より進行方向を修正するという機構である(Pierce-Shimomura et al., 1999)。もう一方の風見鶏
機構はクリノタクシス(klinotaxis)とも呼ばれている。普段、線虫は前進中に直線的に進むのでは
なく、ランダムに左右にカーブしながら進んでいることが多い。しかし、進行方向と垂直な化学
物質の濃度勾配を感知すると、線虫は統計的に濃度の高い方にカーブすることが多くなる(図
1-2c)。つまり、好きな化学物質の濃度の高い方にカーブするバイアスをかけるという戦略が風
見鶏機構である(Iino and Yoshida, 2009)。2 つの機構の化学走性への寄与の関係はコンピュータ
ーシミュレーションにより調べられており、ピルエット機構、風見鶏機構のうち片方のみを使う
ことでモデル線虫は化学物質に寄っていくが、誘引の程度は不十分で、両方の機構を同時に使う
ことによりはじめて実際の線虫と同程度に化学物質へと誘引されることが示されている。従って、
仮にこれら 2 つの行動戦略が別々の神経回路により制御されているとするならば、神経破壊に
より片方の機構を欠損させた線虫は化学物質に寄っていくが、その程度は不十分であると予測さ
れる。このことについては、本論文の第 3 章 3.2.でも述べる。
次に忌避行動を行うときの行動戦略について述べる。ピルエット行動は後退運動から始まり、
強い後退運動はほとんどの場合ピルエット行動に繋がるため、ピルエット機構においては後退運
動を引き起こすことが重要である。線虫は忌避性の匂い物質を感知すると、ピルエット行動の引
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き鍵となる後退運動を行うことで反射的に忌避行動をとっている(Troemel et al., 1995)。また、
第 1 章 1.2.3.で述べた塩走性学習後の線虫でみられるピルエット機構と風見鶏機構は、塩に対し
て誘引行動を示すときと傾向が逆転する。つまり、塩濃度が上昇したときにピルエット行動が頻
繁に起こり、塩濃度の低い方にカーブすることが多くなる(Iino and Yoshida, 2009)。これらのこ
とから、化学物質に対する誘引行動、忌避行動はピルエット行動(後退運動を含む)とカーブ行動
により調節されていることがわかる。

1.4. 化学受容の分子・神経メカニズム
1.4.1. 線虫の化学感覚器と化学感覚神経
雌雄同体の成虫は 959 個の細胞からなり、そのうちの 302 個が神経細胞である。透過電子顕
微鏡の連続切片の再構成により、神経細胞の形態や神経細胞間のシナプス結合、ギャップ結合も
全て明らかにされている(White et al., 1986)。形態的な特徴から 39 種類が感覚神経であると推
定されており、体表の感覚器は図 1-3a のような分布をしている。これらの感覚器の中で、頭部
に存在するアンフィド感覚器は化学走性に重要である。頭部の先端のアンフィド感覚器には、図
1-3b のようにアンフィド感覚神経の神経末端が集結しており、末端の構造や末端が外部に露出
しているか否かが感覚神経ごとに異なる。線虫の感覚器では、高等生物でみられるような嗅覚器
と味覚器の分化はみられず、アンフィド感覚器の中の神経細胞ごとに機能の分担が行われている
(図 1-3c)。例えば、揮発性の匂い物質を受容するという特異性から感覚神経 AWA、AWB、AWC
は嗅覚神経に対応し、水溶性の誘引物質を受容する感覚神経 ASE は味覚神経に対応する
(Bargmann and Horvitz, 1991; Bargmann et al., 1993; Troemel et al., 1997)。しかしながら、感
覚神経 ASH のように、忌避性の匂い物質や水溶性物質を受容する嗅覚神経と味覚神経の双方の
機能を兼ね備えた侵害刺激受容神経も存在する(Sambongi et al., 1999; Chao et al., 2004)。また、
図 1-3c のように、線虫ではそれぞれの感覚神経が複数種類の化学物質を受容する。この特徴は、
多くの嗅覚神経のそれぞれが 1 種類の嗅覚受容体を発現し、特定の構造を含む匂い物質に応答
するとされている哺乳類の嗅覚とは異なる点である(Malnic et al., 1999)。
線虫の多くの神経は構造的に左右対称な 1 対の神経から構成されており、機能も左右で同じ
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である場合が多い。しかし、神経機能が左右非対称な例がいくつか報告されている。例えば、
NaCl を受容する感覚神経 ASE の場合は、右側の ASER 神経は NaCl の濃度低下に応答するが、
左側の ASEL 神経は NaCl の濃度上昇に応答する(Suzuki et al., 2008)。感覚神経 AWC の場合は、
G タンパク質共役型受容体 STR-2 が左右どちらか一方の神経細胞に発現し、発現の有無でそれ
ON

ぞれ AWC 、AWC

OFF

ON

OFF

と呼ばれている(Troemel et al., 1999)。AWC 、AWC

神経のどちらか

一方にしか感知されない匂い物質がそれぞれ存在することから、1 対の神経で重複しない機能が
あることが示されている(Wes and Bargmann, 2001; Chalasani et al., 2007)。

1.4.2. 化学物質を受容する感覚神経と行動の対応関係
線虫の化学走性には図 1-3c に示すような感覚神経が関与することを前項で述べた。ここでは、
匂い物質を受容する嗅覚神経と出力される行動の関係について示された 2 つの報告を概説する。
G タンパク質共役型受容体である ODR-10 は、匂い物質ジアセチルの嗅覚受容体であることが
知られている。ODR-10 は、
ジアセチルへの誘引行動に重要な AWA 神経に発現しており、ODR-10
が欠損した変異体はジアセチルに誘引行動を示さない(Sengupta et al., 1996)。この変異体に、
本来は ODR-10 が発現しない AWB 神経に ODR-10 を発現させたところ、この線虫はジアセチ
ルに対して忌避行動を示した(Troemel et al., 1997)。このことから、この例では、線虫の化学物
質に対する行動は受容体によって決まるのではなく、感覚神経の特異性によって決まると考えら
れる。
ところが、最近になって、嗅覚の嗜好性の一部は、上記の概念には当てはまらない様式で決ま
ON

ることが示された(Tsunozaki et al., 2008)。感覚神経 AWC （一対ある AWC 神経のうち、嗅覚
受容体と推測されている STR-2 が発現している方の AWC 神経）は、通常、揮発性の匂い物質
ブタノンへの誘引行動に重要である。しかし、gcy-28 の機能が欠損した変異体はブタノンに対
ON

して忌避行動を示し、このブタノンに対する忌避行動にも AWC

神経が重要であることが分か
ON

った。受容体様グアニル酸シクラーゼをコードする gcy-28 は、AWC

神経の軸索（下流の神経

に匂いの情報を伝達する部位）に局在する。さらに、遺伝学的解析や匂い刺激に対する神経応答
の測定から、AWC

ON

神経の軸索において GCY-28 が下流の介在神経とのシナプス連絡の様式を
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切り替えることで、匂いに対する行動が誘引から忌避に切り替わることが示唆された。つまり、
限定的な場合においてであるが、単一の感覚神経が匂い物質に対する行動を切り替え得ることが
示された。

1.4.3. 化学感覚のシグナル伝達
主に化学走性を指標とした遺伝学的解析により、いくつかの感覚神経で水溶性物質や匂い物質
のシグナル伝達経路が推定されている。水溶性物質 NaCl への誘引行動に重要な味覚神経 ASE
では、左の ASEL 神経と右の ASER 神経でそれぞれ異なる数種の受容体型グアニル酸シクラー
ゼが発現している(Ortiz et al., 2009)。また、ASE 神経では感覚受容に重要な G タンパク質が未
だに見つかっていない(Jansen et al., 1999)。これらのことから、図 1-4a のように、受容体型グ
アニル酸シクラーゼ(GCY-22)が直接イオンを受容し、これにより産生されるサイクリック
2+

GMP(cGMP)によって TAX-2/TAX-4(CNG チャネル)が開き、Ca が ASE 神経内に流入すると推
定されている(Komatsu et al., 1996)。一方、齧歯類の塩味を受容する味覚受容細胞では、イオン
+

チャネル型受容体の上皮性ナトリウムチャネル(ENaC)が Na イオンの受容に主要な役割を果た
すことが示されている(Chandrashekar et al., 2010)。
図 1-4b のように、嗅覚神経 AWC では、イソアミルアルコールなどの匂いのシグナルを伝達
する際、G タンパク質(ODR-3、GPA-3)、グアニル酸シクラーゼ(GCY-10、DAF-11)、CNG チャ
ネル(TAX-2/TAX-4)が機能することが示されている(Vowels and Thomas, 1994; Coburn and
Bargmann, 1996; Komatsu et al., 1996; Roayaie et al., 1998; L'Etoile and Bargmann, 2000)。哺
乳類の嗅神経では、匂い物質が G タンパク質共役型受容体に受容されると、三量体型 G タンパ
ク質 α サブユニット Gαolf がアデニル酸シクラーゼを活性化し、これにより産生されるサイクリ
+

2+

ック AMP(cAMP)が CNG チャネルを開き、細胞内に Na 、Ca が流入することで嗅神経の脱分
極を誘導する。それゆえに、匂いのシグナル伝達に関わる分子は感覚神経 AWC と哺乳類の嗅神
経で共通するものが多い。しかし、感覚神経 AWC では脱分極のタイミングが哺乳類の嗅神経と
は逆で、匂いがある状態からない状態へと変化したときに脱分極すると考えられている
(Chalasani et al., 2007)。

-7-

図 1-4c のように、感覚神経 ASH では、CNG チャネルではなく、TRP チャネル（transient
receptor potential channel）を介して陽イオンが細胞内に流入し、感覚シグナルの伝達が行われ
ている。侵害刺激受容神経としての機能も備えもつ ASH 神経における TRP チャネル(OSM-9/
OCR-2)は TRPV ファミリーに属し、哺乳類の TRPV1 チャネルはカプサイシン受容体として機
能する。このことから、侵害刺激の情報伝達は線虫から哺乳類に至るまで保存されている
(Troemel, 1999)。

1.5. 化学走性を制御する神経回路
線虫の化学走性に関わる神経細胞はその接続のパターンから感覚神経、介在神経(アンフィド
介在神経と指令介在神経など)、運動神経の 3 グループに分類される(図 1-5a)。感覚神経で受容
された外部刺激の情報は、アンフィド介在神経を経て指令介在神経などに集められ、それが運動
神経に伝達されることで筋肉を制御し、行動が出力される。ここでは、どのような神経回路によ
り線虫の化学走性行動が制御されているのかについて概説する。

1.5.1. 塩走性を制御する神経回路
水溶性の化学物質に対する走性行動では、塩走性を制御する神経回路がよく調べられている。
神経破壊実験により、NaCl への誘引行動には感覚神経 ASE、ASI、ADF、ASG、ASH が関与し、
中でも、ASE 神経が最も重要であることが示されている(Bargmann and Horvitz, 1991; Iino and
Yoshida, 2009; Thiele et al., 2009)。上記の感覚神経のうち、いくつかの神経は、実際に塩濃度
2+

の変化に応答することが Ca イメージングにより確かめられている(図 1-5b)。感覚神経 ASE は
左右で NaCl に対する応答が非対称で、左側の ASEL 神経は NaCl の濃度上昇に応答し、右側の
ASER 神経は NaCl の濃度低下に応答する(Suzuki et al., 2008)。一方で、感覚神経 ASH は左右
両方の神経が、NaCl の濃度低下に応答する(Thiele et al., 2009)。感覚神経 ADF は、左右両方の
神経が NaCl の濃度上昇に応答するが、この応答は ADF 神経が直接、NaCl を感知しているもの
ではなく、他の感覚神経からシグナルが伝達されたものである(Thiele et al., 2009)。さらに、
ASEL 神経を人為的に活性化させると、前進する確率が上昇し、ASER 神経を人為的に活性化さ
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せると、逆に後退運動を行う確率が上昇(つまり、前進する確率が減少)することから、ASE 神経
が塩濃度変化にともない前進・後退運動を調節することで線虫は NaCl に近寄るものと考えられ
ている(Suzuki et al., 2008)。塩濃度の低下に ASER 神経が応答すると、その応答は下流の介在
神経 AIB へと伝達されることが示されており(Oda et al., 2011)、人為的に AIB 神経を活性化させ
るとピルエット応答に重要な後退運動が引き起こされる(Piggott et al., 2011)ことから、AIB 神経
が塩走性の際のピルエット応答に関与することが示唆されている。

1.5.2. 匂い物質に対する走性行動を制御する神経回路
匂い物質に対する走性行動では、嗅覚神経 AWC で受容される匂い物質への誘引行動を制御す
る神経回路がよく調べられている。匂いの濃度低下に対して応答する AWC 神経からシナプス入
力を受ける神経はいくつか存在し、そのうちアンフィド介在神経 AIA、AIB、AIY については匂
い刺激に対する応答が測定されている(図 1-5c)(Chalasani et al., 2007; Chalasani et al., 2010)。
介在神経 AIB は AWC 神経と同様、匂いの濃度低下に対して応答する。一方、介在神経 AIA と
AIY は、AWC 神経とは逆に匂いの濃度上昇に応答する。AWC 神経とこれらの介在神経の間のシ
ナプス伝達にはグルタミン酸が用いられているが、それらの介在神経に発現するグルタミン酸受
容体の種類が異なっており、AIB 神経では興奮性の AMPA 型グルタミン酸受容体 GLR-1 が、AIA
-

神経と AIY 神経では抑制性のグルタミン酸作動性 Cl チャネル GLC-3 が機能している。つまり、
これら受容体のグルタミン酸に対する反応性の違いが匂いに対する神経応答の違いを生んでい
る。また、AIB 神経は後退運動を促進し、一方、AIA 神経、AIY 神経は後退運動を起こりにくく
する(つまり、前進運動を促進する)働きがある(Wakabayashi et al., 2004; Gray et al., 2005)。こ
れらのことから、匂いの濃度が低下し感覚神経 AWC が活性化すると、介在神経 AIA、AIB、AIY
はいずれも後退運動が起こるように作用し、この行動によって線虫は匂いの近くにとどまること
ができると考えられる(図 1-5c)。上記の介在神経は直接、または他の神経を 1 つ介して後退運動
を制御する指令介在神経 AVA、AVE、AVD に接続している(図 1-5a)。それゆえに、感覚神経に
より化学物質の濃度変化が感知されると、それが介在神経の活動状態を変化させ、指令介在神経
に伝えられることで前進・後退運動による化学走性の制御が達成されていると考えられる。
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1.6. 本研究の目的
1.6.1. 塩走性を制御する神経回路の探索
神経系をもつ生物では、感覚神経で受容された外界からの刺激の情報は、介在神経を含む神経
回路で処理され、それが運動神経に伝達されることで筋肉を制御し、適切な行動が出力される。
化学感覚において、感覚受容の仕組みについてはよく理解されているが、感覚神経より下流の神
経回路メカニズムについてはあまり理解されていない。線虫は 100 種類以上の化学物質に対し
て誘引行動もしくは忌避行動を示し、その行動を詳細に解析する系が確立されている。そこで、
本研究では、線虫の NaCl への誘引行動を制御する神経回路メカニズムを明らかにすることで、
動物の化学感覚の情報処理メカニズムを理解しようと考えた。本論文の第 1 章 1.3.で述べたよう
に、線虫の高塩濃度の方へと向かう行動は、ピルエット機構と風見鶏機構という 2 つの行動戦
略により達成されている。これらの行動戦略では、線虫の進行方向とそれに垂直な化学物質の濃
度勾配の情報がそれぞれ使われ(図 1-2b,c と図 2-4b)、それぞれピルエット行動とカーブ行動で
制御が行われる(図 1-2b,c)。それゆえに、本研究では、2 方向の塩濃度勾配の情報が、それぞれ
どのような神経回路を介して伝達され、2 種類の行動が出力されているのかを明らかにしようと
した。
先行研究により、NaCl への誘引行動の際、2 つの行動戦略には味覚神経 ASE と下流の介在神
経 AIZ が関与することが示され、これらの行動戦略に必要な塩濃度情報は感覚神経 ASE で受容
され、介在神経 AIZ へと伝達されると推定されている(Iino and Yoshida, 2009)。しかし、ASE
神経と AIZ 神経の間には直接のシナプス接続はなく(図 1-5a)、ASE 神経で受容された塩濃度情
報がどのような介在神経を経て AIZ 神経へと伝達されるかは不明で、また、AIZ 神経より下流の
神経回路や、ピルエット行動とカーブ行動を制御する運動神経も同定されていない。
最近になって、緑藻 Chlamydomonas reinhardtii 由来の光感受性イオンチャネル ChR2(チャネ
ルロドプシン-2)を線虫の特定の神経細胞に発現させ、光刺激によりそれらの神経を人為的に興
奮させたときの行動応答が調べられた(Kocabas et al., 2012)。その結果、光刺激により、介在神
経 AIY に ChR2 を発現させた線虫はピルエット応答と風見鶏応答の両方を行うことが可能で、
介在神経 AIB に ChR2 を発現させた線虫はピルエット応答のみを行うことができ、介在神経 AIZ
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もしくは運動神経 SMB、RME に ChR2 を発現させた線虫は風見鶏応答のみを行うことができる
ことが明らかとなった(図 1-5d)。これらのことから、介在神経 AIY は 2 つの行動応答を引き起
こすのに十分であること、介在神経 AIB はピルエット応答を、介在神経 AIZ と運動神経 SMB は
風見鶏応答を引き起こすのに十分であることが示された。また、図 1-5a に示すように、NaCl
への誘引行動に重要な感覚神経 ASE は介在神経 AIY や AIB とシナプス接続しており、AIY 神経
は介在神経 AIZ と、AIZ 神経は運動神経 SMB とシナプス接続している。これらのことから、上
記の神経細胞が塩走性の際の 2 つの行動応答の制御に関与することが予測される。本研究では、
レーザーで神経破壊を破壊した線虫の NaCl に対する化学走性を解析することで、塩走性や塩走
性を制御する 2 つの行動応答を制御する神経細胞の同定に取り組んだ。

1.6.2. 匂いの濃度に依存した行動の変化を制御する神経回路メカニズムの探索
匂いの濃度に依存した嗜好性の変化は、ヒトを含むいくつかの生物種で経験的に知られている
現象である(図 1-6) (Poucher, 1974; Laing et al., 1978; Charro and Alcorta, 1994)。この現象の非
常に分かりやすい例として、匂い物質インドール(2,3-ベンゾピロール)が挙げられる。インドー
ルは低濃度ではジャスミンのような花の良い香りがする。一方、高濃度になると大便臭のような
不快な臭いがする(Poucher, 1974)。しかし、哺乳類の神経回路は非常に複雑であるために、こ
の現象がどのような神経回路メカニズムで制御されているのかについては解析が難しく、ほとん
ど解明されていない。
昆虫においても、匂いの濃度により嗜好性変化が起こることが知られている(Charro and
Alcorta, 1994)。ショウジョウバエ Drosophila はリンゴ酢など低濃度では誘引性の匂い物質に対
して、その濃度が高くなるにつれて誘引行動を示さなくなる、もしくは忌避行動を示すようにな
る。高濃度のリンゴ酢でハエを刺激した時、低濃度で活性化が観察された糸球体に加えて、新た
に別の糸球体も活性化することが明らかとなった。さらに、低濃度のリンゴ酢にのみ応答する糸
球体と、高濃度のリンゴ酢にのみ応答する糸球体が、高濃度のリンゴ酢に対してそれぞれ誘引行
動と忌避行動を出力していることが示された(Semmelhack and Wang, 2009)。しかし、これら 2
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つの出力の統合が起きているのか、統合が起きているとすればそれがどこで起きているのかにつ
いては明らかにされていない。
線虫でも、イソアミルアルコールやベンズアルデヒドなどの低濃度では誘引行動を引き起こす
匂い物質に対して、高濃度では誘引行動の減弱、もしくは弱い忌避行動がみられる(Bargmann et
al., 1993)。そして、寒天プレート上に置く匂い物質の量を増やすことで匂いの濃度をさらに高
くすると、線虫は誘引性の匂い物質に対して強い忌避行動を示すことが、広津崇亮博士によって
見出された(広津、私信)。つまり、線虫もヒトと同様に、同じ匂い物質であっても濃度に応じて
嗜好性が変わるのである。本研究では、単純な神経回路を持つ線虫の利点を生かし、匂い物質の
濃度に依存した走性行動の変化をモデル系として、匂いの濃度に依存して嗜好性が変化する現象
の神経回路レベルでの解明に取り組んだ。
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第2章

材料と方法

2.1. 本研究に用いた線虫株
本研究に用いた線虫 C. elegans の株と用途は以下の通りである。Ex 株は導入したプラスミド
DNA が染色体外に存在し、Is 株は導入したプラスミド DNA が線虫の染色体内(挿入箇所は特定
していない)に挿入されていることを示している(詳細は第 2 章 2.7.参照)。
遺伝子型

用途

Ex[odr-10p::venus]

感覚神経 AWA の laser ablation

Ex[gcy-10p::GFP]

感覚神経 AWC の laser ablation

Ex[str-1p::GFP]

感覚神経 AWB の laser ablation

Ex[ins-1p(short)::venus]

介在神経 AIA の laser ablation

Ex[glr-1p::nlsGFP] or Ex[npr-9p::venus]

介在神経 AIB の laser ablation

Ex[ttx-3p::GFP]

介在神経 AIY の laser ablation

Ex[lin-11p::nlsGFP]

介在神経 AIZ の laser ablation

Ex[zig-5p::venus]

介在神経 RIV の laser ablation

Is[ins-1p(short)::nlsGFP, ttx-3p::GFP]

介在神経 AIY, AIB の laser ablation

Ex[nmr-1p::nlsGFP]

指令介在神経 AVA, AVE の laser ablation

Ex[unc-47p::nlsGFP]

運動神経 RME の laser ablation

Ex[glr-1p::nlsGFP]

運動神経 SMD の laser ablation

Is[ceh-36p::mouse caspase1 ]

感覚神経 AWC の機能を遺伝学的に破壊

Is[str-1p::mouse caspase1 ]

感覚神経 AWB の機能を遺伝学的に破壊

Is[sra-6p::mouse caspase1 ]

感覚神経 ASH の機能を遺伝学的に破壊

Ex[str-2p::GCaMP2.1]

感覚神経 AWC

Ex[str-1p::GCaMP2.1]

感覚神経 AWB の Ca イメージング

Ex[sra-6p::GCaMP]

感覚神経 ASH の Ca イメージング

Ex[sro-1p::GCaMP2.1]

感覚神経 ADL の Ca イメージング

ON

2+

の Ca イメージング
2+

2+

2+
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この他に用いた変異体を以下に示す。

株名

遺伝子型

変異

変異の効果

Bristol N2

Wild-type

CX2205

odr-3(n2150) V.

R180→stop

loss-of-function

NL332

gpa-1(pk15) V.

deleted exon 2-7

loss-of-function

NL334

gpa-2(pk16) V.

deleted exon 2-7

loss-of-function

NL335

gpa-3(pk35) V.

deleted exon 2-6

putative null

NL1137

gpa-5(pk376) X.

deleted exon 1-8

loss-of-function

NL1146

gpa-6(pk480) X.

deleted exon 6-8

loss-of-function

NL787

gpa-11(pk349) II.

deleted exon 1-4

loss-of-function

NL2330

gpa-13(pk1270) V.

deleted exon 1-8

loss-of-function

NL797

gpa-15(pk477) I.

deleted exon 2,3

loss-of-function

MT4866

let-60(n2021) IV.

G75→S

reduction-of-function

JN130

let-60(n1046) IV.

G13→E

gain-of-function

CX10

osm-9(ky10) IV.

Q173→stop

putative null

NM1380

egl-30(js126) I.

V180→M

gain-of-function

JN372b

gpc-1(pe372) X.

deleted exon1

putative null

JN5

goa-1(n1134) I.

M1→I

putative null

JN727

tax-2(p691) I.

P428→S

loss-of-function

JN730

tax-4(p678) III.

Q82→stop

putative null

MT7929

unc-13(e51) I.

R471→stop

reduction-of-function
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2.2. 線虫の培養
本研究では、線虫株の培養は Brenner 博士が行った条件で行った(Brenner, 1974)。次頁に記述
した組成の NGM プレートを作製し、24 時間ほど室温で静置後に、液体培養した大腸菌(NA22
株もしくは OP50 株)を NGM プレートに塗布した。大腸菌をさらに培養するために一晩 37℃の
恒温槽に入れておいたプレートに、成体の親虫を数匹（NA22 株の場合は 5-8 匹、OP50 株の場
合は 2-3 匹）置き、20℃の恒温槽で 4 日間培養した。実験により塗布した大腸菌株の種類を使
い分けているが、特に表記がない場合は NA22 株を用いた。

NGM プレート
3 g/l NaCl
2.5 g/l Polypepton
17 g/l Agar (台糖寒天パウダーSSP)
5mg/ml Cholesterol (in EtOH 1 ml/l)
25 mM Potassium phosphate (PH 6.0)
1 mM CaCl2
1 mM MgSO4

Potassium phosphate、CaCl2、MgSO4 以外を逆浸透水に加えてオートクレーブ滅菌し、60℃程
度になるまで冷ましてから、Potassium phosphate、CaCl2、MgSO4 を加えよく攪拌し、6cm シ
ャーレに 10ml ずつ分注した。

2.3. 化学走性アッセイ
化学走性アッセイには次頁のような組成のアッセイプレートを用い、次頁のような組成の
wash buffer で体表についた餌の大腸菌を洗い落した、富栄養状態の若い成虫の行動を室温
(23±1℃)で測定した。NaCl に対する化学走性を観測する場合は、下記の single worm tracker ア
ッセイを、匂い物質に対する化学走性を観測する場合は、下記の population アッセイ、single
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worm chemotaxis アッセイ、嗅覚順応(嗅覚可塑性)アッセイを行った。
アッセイプレート
20 g/l Bacto Agar
5 mM Potassium phosphate (PH 6.0)
1 mM CaCl2
1 mM MgSO4

Wash buffer
0.5 g/l gelatin
5 mM Potassium phosphate (PH 6.0)
1 mM CaCl2
1 mM MgSO4

Bacto Agar、gelatin それぞれを逆浸透水に加えてオートクレーブ滅菌し、60℃程度になるまで
冷ましてから、Potassium phosphate、CaCl2、MgSO4 を加えよく攪拌した。アッセイプレート
は、9cm シャーレに 10ml ずつ分注し、6-8 時間室温に放置した後、使用するまでの間 4℃で保
存した。

2.3.1. single worm tracker アッセイ
飯野博士が過去に行った方法に従って single worm tracker アッセイを行った(Iino and Yoshida,
2009)。アッセイプレート上に NaCl の濃度勾配を形成させるために、行動アッセイの 1 時間前
に、図 2-1a に示す grid フォーマットに 24 頁に示した組成のスポット用 NaCl 水溶液を 1 μl ず
つ 12 点スポットした。培養していたプレートから成虫を 1 匹回収し、下記のような組成の
mock-conditioning buffer の中に入れ、室温で 1 時間放置した。この虫を NaCl の濃度勾配が形成
された図 2-1a に示すプレートの中心に置き、20 分間行動を測定した。
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2.3.2. population アッセイ
Bargmann 博 士 ら が 行 っ た population assay を 改 変 し て population ア ッ セ イ を 行 っ た
(Bargmann et al., 1993)。集団での行動を測定する population アッセイには、主に図 2-1b に示
すようなアッセイフォーマットを用いた。1 回の測定に 50-150 匹の成虫を用いた。中心に線虫
を、両端に NaN3 を、左端に匂い物質を置き、1 時間後に図 2-1b に示す N +、 N - の領域にい
る虫の数を数えた。NaN3 は麻酔作用があるため虫の動きを止める目的で用いており、第 2 章
2.10.2.では NaN3 を使用せずに行動測定を行った。集団の線虫の行動を評価する指標として、
chemotaxis index = [(N+) - (N-)] / [(N+) + (N-)]を用いた。また、図 4-4c と図 4-9a に示した結果
については、それぞれ図 2-1c、図 2-1d に示すようなアッセイフォーマットを用いた。

2.3.3. single worm chemotaxis アッセイ
Troemel 博士らが行った avoidance assay を改変して single worm chemotaxis アッセイを行っ
た(Troemel et al., 1997)。線虫がプレート上を這った跡が見えやすくなるように、プレートの蓋
を開け 3-4 時間乾燥させたアッセイプレートを用いて、図 2-1e に示すように匂い物質と 1 匹の
成虫を置き、1 時間後に虫の行動の軌跡を観察した。図 2-1e のように等間隔に区切った領域に
それぞれ点数をつけ、線虫が通った領域の点数を加算した点数を single-worm chemotaxis index
とした。ただし、同じ点数の領域を何度通過しても一度しかその点数を加算しないこととした。

2.3.4. 嗅覚順応(嗅覚可塑性)アッセイ
広津博士らが以前行った方法を改変して嗅覚順応(嗅覚可塑性)アッセイを行った(Hirotsu T.,
2009)。線虫を mock-conditioning buffer (図 4-3a の mock-conditioned) 、もしくは匂い物質を
mock-conditioning buffer で 10000 倍に希釈した conditioning buffer (図 4-3a の conditioned)に 1
時間浸した後、100 倍希釈した同じ匂い物質に対する化学走性を上述の population アッセイで
測定した。
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スポット用 NaCl 水溶液
200 mM NaCl
5 mM Potassium phosphate (PH 6.0)
1 mM CaCl2
1 mM MgSO4

Mock-conditioning buffer
5 mM Potassium phosphate (PH 6.0)
1 mM CaCl2
1 mM MgSO4

オートクレーブ滅菌した逆浸透水に Potassium phosphate、CaCl2、MgSO4 を加えた。さらに、
スポット用 NaCl 水溶液には、オートクレーブ滅菌した 1M NaCl を上述の濃度になるように加
えた。

2.4. プラスミドコンストラクション
標的神経細胞の可視化や細胞特異的レスキュー実験、細胞特異的ノックダウン実験などを行う
ために、Gateway クローニングシステム（Invitrogen）を用いて、細胞特異的に発現するプロモ
ーターに遺伝子の ORF (open reading frame)を結合させ、プラスミド DNA を作製した。プロモ
ーターが挿入された pENTR プラスミドと、遺伝子の ORF と unc-54 遺伝子の 3’-UTR をもつ
pDEST プラスミドを混合し、組換え反応(LR 反応)により目的の pG プラスミドを作製した。
詳細は飯野研究室のホームページを参照。
http://molecular-ethology.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/Gateway/Gateway_overview1_jp.html
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2.4.1. pENTR プラスミドの作製
1 段階目の PCR により、線虫のゲノムから目的のプロモーター領域を含む DNA 断片を増幅
し、2 段階目の PCR により、組み換え反応(BP 反応)のための配列 attB1 と attB2 を付加した。
1 段階目の PCR に用いたプライマーには、それぞれ 5’末端にアダプター配列をつけたプライマ
ーを用い、2 段階目の PCR には共通したプライマーを使用した。

1 段階目 Forward プライマー: 5’-AAAAAGCAGGCT + 特異的配列-3’
1 段階目 Reverse プライマー: 5’-AGAAAGCTGGGT + 特異的配列-3’
2 段階目 Forward プライマー: 5’-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCT-3’
2 段階目 Reverse プライマー: 5’-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGT-3’

BP 反応により、プロモーター領域の PCR 産物を pDONR201 プラスミドに組み込んだ。
pENTR プラスミドの作製に使用したプライマーは以下の通りである。

プラスミドの名称

forward プライマー

reverse プライマー

pENTR-

AAAAAGCAGGCTgccataacgagt

AGAAAGCTGGGTgtttactgaaagttcag

flp12p

cggaacta

cttgtgtg

pENTR-

AAAAAGCAGGCTcgaaactgccaa

AGAAAGCTGGGTcgctgtcgtctcacagg

unc47p

tttgtcc

a

作製した pENTR プラスミドが過去の報告通り発現を誘導するかについては、以下の手順で確
認を行った。まず、LR 反応(第 2 章 2.4.3.参照)により蛍光タンパク質 Venus もしくは nlsGFP
に各種プロモーターをつなげたコンストラクトを作製した。作製したプラスミドをマイクロイン
ジェクション(第 2 章 2.5.参照)により野生型線虫に導入し、蛍光を指標に細胞同定を行った。上
記以外で本研究に用いた pENTR プラスミドは飯野研究室の方々が作製したものを使用した。
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2.4.2. pDEST プラスミドの作製
PCR により、遺伝子の ORF の両端に制限酵素認識配列が付加されるように増幅し、
pPD-DEST のマルチクローニングサイト(NheI、KpnI)に挿入した。mouse caspase1 ORF は若
林篤光博士から譲り受けたプラスミドから増幅した。PCR による増幅に使用したプライマーは
以下の通りである。

プラスミドの名称

forward プライマー

reverse プライマー

pDEST-mouse caspase1

ATAgctagcCCATGGCTGACAA

ATAggtaccCTGGATTCTTCGTTT

(mCasp1)

GATCCT

AATGTCC

pDEST-odr-3（細胞特異的レスキュー実験に使用した odr-3 cDNA）は國友博文博士から譲り受
けた。pDEST-venus、pDEST-nlsGFP、pDEST-mRFP は田中寿子氏により作製された。

2.5. マイクロインジェクション
Mello 博士らが行った方法に従って雌雄同体の線虫の生殖線にプラスミド DNA をマイクロイ
ンジェクションし、染色体外に遺伝子(extrachromosomal array)が導入された形質転換体(Ex)を
作製した(Mello et al., 1991)。プラスミド DNA は Qiagen Gel Extract Kit(Qiagen)を用いて精製し
た。インジェクションする際のプラスミド DNA の濃度は実験ごとに異なり、標的神経細胞の可
視化に用いたレポータープラスミドは 10-100 ng/μl、遺伝学的な細胞破壊実験に用いたプラスミ
ドは 100 ng/μl、フォスミド(WRM0641cC03)を含む odr-3 変異体の細胞特異的レスキュー実験に
用いたプラスミドは 10 ng/μl になるように調整した。なお、変異体の細胞特異的レスキュー実
験では、
インジェクションマーカーである pG-myo-3p::venus (体壁筋で Venus が発現する)を 20
ng/μl で同時に注入し、変異体の異常の表現型をレスキューさせるプラスミドと空ベクターであ
る pPD49.26 プラスミドの 3 種類を合計した濃度が 100 ng/μl になるように調整した。
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2.6. レーザーアブレーション
Avery博士らが行った方法に従って、窒素パルス色素レーザーVSL-337ND-S(Laser Science,
Inc.)を取り付けた顕微鏡(Zeiss Axio Skop)で神経破壊実験を行った(Avery and Horvitz, 1987)。
神経破壊を行う際、破壊する神経細胞に応じて2齢幼虫から3齢幼虫の線虫を用いた。標的の神
経細胞を可視化するために、蛍光色素DiO（3,3'-dioctadecyloxacarbocyanine）を用いて頭部の
感覚神経ASI、ADL、ASHなどを化学染色する（dye filling）か、各種プロモーターにより神経細
胞特異的に蛍光タンパク質を発現させた。図2-1aもしくは図2-1eのようなアッセイプレート上で
レーザー照射後24時間以上経過した成虫の行動を評価した。図2-1aのアッセイフォーマットは
後述の2.10.1. single worm tracking systemでNaClに対する走性行動を測定するために、図2-1e
のアッセイフォーマットは高濃度のイソアミルアルコールに対する走性行動を測定するために
用いた。蛍光タンパク質を発現させた形質転換体と可視化した神経細胞の対応関係は、第2章2.1.
に記述している。

2.7. 遺伝学的な細胞破壊
標的の神経細胞を破壊した線虫を大量に用意するために、特定の神経細胞にのみmouse
caspase1 (以下、mCasp1)を発現させた形質転換体を作製した。カスパーゼ(caspase)は線虫か
ら哺乳動物に至るまで存在するタンパク質で、多くのカスパーゼがアポトーシスのシグナル伝達
経路を活性化することで細胞死を誘導する。caspase1はICE(interleukin-1β converting enzyme)
とも呼ばれているように、サイトカイン(interleukin-1β)の活性化を通じて炎症誘導に働くのが主
な役割だとされているが、実際、caspase1を過剰発現させるとアポトーシスが誘導されること
が示されている(Miura et al., 1993)。
mCasp1 に各種細胞特異的プロモーターをつなぎ、特定の細胞だけにアポトーシスを誘導す
るプラスミドを作製した。mCasp1 cDNAは全長1209 bpで、C57BL/6マウスのcDNAライブラリ
ーからPCRにより増幅したものを若林篤光博士から譲り受けた。目的の神経細胞がアポトーシ
スしているかの指標は、神経細胞によって以下の2種類の確認方法を使い分けた。感覚神経ASH
の場合は、蛍光色素DiIにより形質転換体のASH神経が染色されないことを指標に調べた。感覚
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神経AWC、AWBの場合は、形質転換体を作製する際、それらの神経に蛍光タンパク質が発現す
るプラスミドを同時にマイクロインジェクションしておき、標的の感覚神経で蛍光タンパク質の
蛍光が観察されないことを指標に調べた。これらの指標をもとに、得られた形質転換体(Ex株)
の中から神経破壊の効率が高かった株を選び出し、その株に紫外線を照射することで染色体内に
mCasp1遺伝子が挿入された組換え体(Is株)を作製した。Ex株では、染色体外に存在するmCasp1
遺伝子が細胞分裂の際に抜け落ちてモザイク状態になる場合があるが、染色体内に遺伝子挿入す
ることで、モザイク状態にならず遺伝子発現が安定し、神経細胞のアポトーシス効率が上昇する
と考えられる。作製したIs株は、第2章2.1.に記述している。

2.8. 遺伝子機能の細胞特異的ノックダウン(RNAi)
特定の神経細胞で標的遺伝子の機能をノックダウンする目的で、Esposito 博士らが行った方
法を改変して、細胞特異的 RNAi を行った(Esposito et al., 2007)。特定の神経細胞に発現を誘導
するプロモーターと標的遺伝子の一部分(イントロンを含む約 2 kb の領域)を、それぞれプラス
ミド DNA とゲノム DNA から PCR で増幅した後、それらの遺伝子産物を PCR で結合させた(図
2-2)。
プロモーター領域は pENTR-sra6p もしくは pENTR-str1p を鋳型として下記の Pf プライマー
と Prs もしくは Pra プライマーを用いて PCR で増幅した。標的遺伝子のコーディング領域は線
st

虫のゲノム DNA を鋳型に下記の Tr、Tf プライマーを用いて PCR で増幅した(ここまでが 1 ス
テップ)。増幅したプロモーター領域と標的遺伝子のコーディング領域の遺伝子産物を混合し、
第 1 ステップの PCR で用いた Pf プライマーと、Tr(センス鎖を作製するとき)もしくは Tf(アン
チセンス鎖を作製するとき)プライマーで増幅することで、プロモーターとコーディング領域を
nd

結合させた(2 step)。PCR による増幅に使用したプライマーは次頁の通りである。
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プライマー名称

塩基配列

sra-6p_Pf

tcatggtcagtatttgagaag

sra-6p_Prs

TCCGTTGCTATGAAGAATTtgggtggcaaaatctgaaa

sra-6p_Pra_2

GCGCTACAGACACTAATCAGtgggtggcaaaatctgaaa

str-1p_Pf

GGCTtgctttattatggtatttgg

str-1p_Prs

TCCGTTGCTATGAAGAATTtagtcaaatgatatgaagtttgt

str-1p_Pra

GCGCTACAGACACTAATCAGtagtcaaatgatatgaagtttgt

odr-3_Tr

ctgattagtgtctgtagcgc

odr-3_Tf

aattcttcatagcaacggattc

2.9. Ca2+イメージング
2+

2.9.1 Ca イメージング
1 波長励起(489nm)1 波長測光(509nm)のカルシウムセンサーG-CaMP(Nakai et al., 2001)を目
的の感覚神経に発現させた。測定に用いた線虫株は第 2 章の 2.1.に表記している。大腸菌 OP50
株を餌として培養した成虫をシリコーン樹脂の一種ポリジメチルシロキサン
(polydimethylsiloxane, PDMS)でできた図 2-3 の微小流路(microfluidic device)にはめ込み、半固
定状態にした(Chronis et al., 2007)。測定を行う前に、5 分間、下記の組成の imaging buffer を鼻
先に触れさせておいた。匂いを与えたとき、除去したときの神経応答を測定するために、図 2-3
のように流路を切り替えることで、線虫の鼻先に imaging buffer もしくは匂い物質を溶解させた
imaging buffer のいずれかが当たるように調節した。imaging buffer の組成は次頁に記述する。
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Imaging buffer
350 mOsm glycerol
5 mM Potassium phosphate (PH 6.0)
1 mM CaCl2
1 mM MgSO4

glycerol を逆浸透水に加えてオートクレーブ滅菌し室温になるまで冷ましてから、Potassium
phosphate、CaCl2、MgSO4 を加えよく攪拌した。glycerol はバッファーを線虫の浸透圧と同じ
にする目的でバッファーに加えている(Suzuki et al., 2008)。

2.9.2 蛍光画像の取得と解析
蛍光画像の取得には、63倍の油浸対物レンズを取り付けた倒立顕微鏡(Leica DMI6000 B)に
ImagEM CCDカメラ(Hamamatsu photonics)を装着したものを用いた。ソフトウェアMetamorph
(Molecular devices)を用いて、蛍光画像は露光時間500 msecで800 msec毎に撮影、保存した。
取得した各々の画像の神経細胞の細胞体を対象領域(ROI, region of interest)として、ROIの蛍光
強度からバックグラウンド(線虫の体のGCaMPが発現している神経細胞以外の場所の蛍光強度)
を差し引いた値を「細胞体の蛍光強度(F)」と定義した。匂い刺激を行う直前10秒間の細胞体の
蛍光強度をF0として、F0に対する各画像の細胞体の蛍光強度の変化率{100(F-F0)/ F0 }をグラフ
にプロットした(図4-8)。統計学的な解析を行うために、匂いを与える瞬間を境界にした前後10
秒間と、匂いを除去する瞬間を境界にした前後10秒間の細胞体の蛍光強度の平均値をそれぞれ
算出し、前後の細胞体の蛍光強度の平均値をDunnett検定で比較した。
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2.10. トラッキングシステム
線虫の行動を詳細に解析するために、カメラの画像から線虫の重心座標を抽出してくるトラッ
キングシステムを用いた。塩の化学走性の解析には、1 匹の線虫の化学走性を比較的高解像度で
観察することが可能な single worm tracking system を用い、匂いの化学走性の解析には、複数
の線虫の化学走性を同時に観察することができる multi worm tracking system を用いた。

2.10.1. Single worm tracking system
透過照明架台(SZX-ILLB)を取り付けた実体顕微鏡(Olympus SZ60)と、電動ステージ
(Chuo-Seiki SS-150)、ビデオカメラ(Tokyo Electronic Industry CS3330Bi)を用いた。Capture kit
MV imaging board (Media Cybernetics)を使って線虫の画像を取り込み、Image Pro Plus (Media
Cybernetics)により線虫の重心座標を抽出し、記録した。また、アッセイプレート上を這ってい
る線虫が顕微鏡の視野からはみ出ないように、Shawn Lockery博士から頂いたプログラムを改変
したVisual Basic programにより電動ステージにコマンドが送られるようにした。これらの機器
のセットアップは全て飯野雄一教授が行った。画像の撮影間隔は0.4-0.6秒で、図2-1aの＋印に
NaClをスポットしたアッセイプレートの上に置いた1匹の線虫の行動を20分間測定した。なお、
測定時間の20%以上の間動いていた虫のデータのみを後の解析に用いた。本論文の第3章では、
1匹の線虫のNaClに対する走性行動を評価する指標として、gustatory chemotaxis index = {(NaCl
の勾配のピークから

2 π cm 以内の領域にいた時間) –(その領域以外にいた時間)} / (行動測定

の時間の総和)を用いた。距離の閾値(

2 π cm)は、図2-1aに示した4つの＋印で囲まれた2 cm

四方の正方形において、＋印を中心に描いた円の面積の合計と残りの面積が等しくなるような値
である。

2.10.2. Multi worm tracking system
デジタルカメラLw575M (株式会社ARGO)と、デジタル電源PD2-3024 (CCS株式会社)に接続
されたLED照明HPR-150SW (CCS株式会社)を用いて、50-150匹の線虫が置かれたアッセイプレ
ート全体の画像を0.5秒間隔で60分間撮影、保存した。Multi worm tracking systemを用いた解析
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の際は、線虫の動きを止めるために用いるNaN3は使用していない。寒天プレートに照明を均一
に当てることは難しく画像の中で光ムラができるため、全ての画像に対してバックグラウンドを
差し引き(1枚目の画像をスムージング処理し、取得した各々の画像からこの画像を差し引き)、
処理後の画像を二値化することでオブジェクト(線虫)の重心座標を抽出した。長さが1mm以上の
トラックを線虫の軌跡とし、以降のデータ解析に用いた。画像処理は、Lucam Capture(株式会
社ARGO)とOpenCVをベースにしたカスタムソフトウェアLuCam Tracker 2.1.1で行った。
LuCam Tracker 2.1.1は飯野雄一教授に作製して頂いた。

2.10.3. worm tracking system により得られたデータの解析
線虫は通常、前進運動を行っており、稀に後退運動やターン(turn) を使って方向転換する。そ
こで、single worm tracking system、multi worm tracking system により得られた線虫の座標デー
タをラン(run)とそれ以外(ターンや後退運動) に分けて解析を行った(Iino and Yoshida, 2009)。
また、図 2-4a のように線虫の進行方向と、化学物質を置いた(スポットした)点と線虫を結ぶ線
のなす角度 θ を bearing とした。
2 つの行動戦略を定量化する際に、
刺激の種類が水溶性物質 NaCl(第 3 章)の場合と匂い物質(第
4 章)の場合で異なる方法を用いた。ピルエット応答の際、線虫は進行方向の化学物質の濃度勾
配の変化に応答する(Pierce-Shimomura et al., 1999)。一方、風見鶏応答の際、線虫は進行方向
に対して垂直な方向の化学物質の濃度勾配の変化に応答する(Iino and Yoshida, 2009)。それゆえ
に、NaCl に対する走性の際は、ピルエット応答を定量化するために、線虫が感じる進行方向の
NaCl の濃度の時間的変化(図 2-4b の dC/dT)を、風見鶏応答を定量化するために、線虫の進行方
向と垂直な方向の NaCl の濃度変化(図 2-4b の Normal gradient)を用いた。一方、匂いに対する
走性の際は、ピルエット応答を定量化するために、cos θ(Bearing の匂いの方向の成分)を、風見
鶏応答を定量化するために、sin θ(Bearing の匂いの方向に対して垂直な方向の成分)を用いた。
図 2-4c(NaCl の場合)、図 2-4d(匂い物質の場合)に示すように、dC/dT もしくは cos θ に対して
ピルエット行動が起こる確率を計算した。刺激が NaCl の場合は、{dC/dT が負の値のときにピ
ルエットが起きた確率(Probability of Pirouette の値)} – {dC/dT が正の値のときにピルエットが起
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きた確率(Probability of Pirouette の値)} を gustatory pirouette index と定義し、刺激が匂い物質
の場合は、回帰直線の傾きに-1 をかけた値を olfactory pirouette index と定義した。図 2-4e(NaCl
の場合)、図 2-4f(匂い物質の場合)に示すように、normal gradient もしくは sin θ に対して、線虫
が 1mm 進むにあたりにカーブする角度 (図 2-4a の Curving rate)を計算し、回帰直線の傾きの
値をそれぞれ gustatory weathervane index、olfactory weathervane index と定義した。NaCl に
対する走性の際は、single worm tracking system を用いたため、個体ごとに gustatory pirouette
index と gustatory weathervane index を算出し、平均した値を第 3 章に示している。ただし、single
worm tracking system で得られたデータから gustatory weathervane index を算出すると、個体
ごとに回帰直線の信頼性にばらつきが生じる。そこで、個体ごとの gustatory weathervane index
を平均する場合は、dC/dT の偏差二乗和を用いて個体ごとの gustatory weathervane index の重
みに差をつけて加重平均を取った。匂い物質に対する走性の際は、multi worm tracking system
を用いたため、1 回のアッセイごとに olfactory pirouette index と olfactory weathervane index を
算出し、平均した値を第 4 章に示している。匂いの物質の勾配がないときのピルエットが起こ
る確率として、図 2-4d の回帰直線の y 切片の値(cos θ = 0 のときは、線虫が匂いの方向に対し
て垂直に進んでいるため、このときの進行方向の匂いの勾配は 0 でありピルエット応答に影響
しないと考えられる)を olfactory basal pirouette frequency と定義し、アッセイごとの olfactory
basal pirouette frequency の平均の値を第 4 章のコンピューターシミュレーションに用いた。
worm tracking system により得られたデータの解析のプログラムは、全て飯野雄一教授に作製し
て頂いた。

2.11. コンピューターシミュレーション
コンピューターシミュレーションに使用したプログラムは、全て飯野雄一教授に作製して頂い
た。コンピューターシミュレーションでは、モデル線虫の存在位置と進行方向が500 msec毎に
変わるようにした。モデル線虫の動きはランダムウォーク理論(correlated random walk model)
に基づいてモデル化され、図2-1bに示すような寒天プレートフォーマットの中央から、0.22 mm/
秒(高濃度のイソアミルアルコール勾配上での野生型線虫の平均速度)で進むものとした。モデル
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線虫のcurving rate(線虫が1 mm進むにあたりにカーブする角度)は、次式のような1次の自己回帰
モデルにより決定した。

φi = kφi −1 + ξi
k = 0.933 は文献(Iino and Yoshida, 2009)のSupplemental Fig. 2Aに示す減衰率から算出した崩
壊定数である。 ξi ∈ N (0,11.6) はガウシアンのホワイトノイズで、標準偏差の値も(Iino and
Yoshida, 2009)の実際の線虫の値から算出した。風見鶏応答が用いられた際のカーブ行動のバイ
アスは次式のようにcurving rateを加算した。

ψ i = φi + α sin θ

ψ i は実際のcurving rateを、 θ は匂いを置いた点と線虫の進行方向との角度(図2-4aのbearing)
を表し、 α は図4-4eに示したolfactory weathervane indexを用いた。
ピルエット行動は、図2-5aに示したolfactory basal pirouette indexに基づいた確率で起こるも
のとした。ピルエット行動が起きた後の新たな進行方向( θ )は、図2-5bに示した分布からランダ
ムに値を取り出し、delta θ の値を加算した。ピルエット応答が用いられた際、ピルエット行動
は図4-4dに示すolfactory pirouette indexに基づいた頻度で起こるようにした。
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第3章

塩への化学走性を制御する神経回路の探索

3.1. 塩走性に必要な塩濃度情報を受容する感覚神経の探索
第 1 章 1.3.で述べたように、線虫はピルエット機構と風見鶏機構という 2 つの行動戦略を使
って NaCl に寄っていく。これらの行動戦略には、それぞれ線虫の進行方向とそれに垂直な化学
物質の濃度勾配の情報が使われる(図 1-2b,c と図 2-4b)。また、アウトプットとしてそれぞれピ
ルエット行動とカーブ行動が用いられ、塩走性の制御が行われる(図 1-2b,c)。それゆえに、本研
究では、2 方向の塩濃度勾配の情報が、それぞれどのような神経回路を介して伝達され、2 つの
アウトプットが実行されているのかを明らかにしようとした。
NaCl への誘引行動には、感覚神経 ASE、ASI、ADF、ASG、ASH が関与することが知られて
いる(Bargmann and Horvitz, 1991; Iino and Yoshida, 2009; Thiele et al., 2009)。感覚神経 ASE の
うち、左側の ASEL 神経を破壊しても、NaCl への誘引行動や 2 つの行動戦略に影響を及ぼさな
いが、右側の ASER 神経を破壊すると、NaCl への誘引行動や 2 つの行動応答が減弱する(図 3-2a-c
の ASEL ablation, ASER ablation)(Iino and Yoshida, 2009)。さらに、ASEL、ASER 神経を同時
に破壊すると、誘引行動が著しく減弱し、2 つの行動応答も完全に損なわれることが知られてい
る(図 3-2a-c の ASELR ablation)(Iino and Yoshida, 2009)。これらのことから、ピルエット応答、
風見鶏応答に用いられる NaCl の濃度情報は、感覚神経 ASE、特に右側の ASER 神経により主
に受容されていることが明らかとなった。(※本研究で行った神経破壊実験の結果と比較する目
的で、飯野雄一教授により行われた感覚神経 ASE や介在神経 AIZ、RIA の破壊実験の結果も、
学位論文の図 3-2a-c、図 3-3a-c に挿入している。)
塩走性に関わることが知られている感覚神経 ASI も、ASE 神経と同様に、2 つの行動戦略に
用いられる塩濃度情報を受容しているか調べた。ASI 神経を破壊すると、NaCl への誘引行動が
僅かではあるが有意に減弱し、ピルエット応答、風見鶏応答の両方ともが減弱した(図 3-2a-c の
ASI ablation)。このことから、ASI 神経も、ASE 神経と同様に、2 つの行動戦略に用いられる塩
濃度情報を受容していることが明らかになった。
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感覚神経の破壊実験により、NaCl への誘引行動の際のピルエット応答と風見鶏応答に使われ
る塩濃度情報は、感覚神経 ASE と ASI で受容され、主に ASE 神経での塩濃度の感知が 2 つの
行動応答に重要であることがわかった(図 3-6a)。

3.2. 塩濃度情報を伝達する介在神経の探索
3.2.1. 2 つの行動戦略に使われる塩濃度情報を伝達するアンフィド介在神経
感覚神経で受容された化学感覚情報は、シナプス接続やギャップ結合を介して下流のアンフィ
ド介在神経へと伝達される。図 3-1 に示すように、神経細胞間のシナプス接続やギャップ結合は、
透過電子顕微鏡の連続切片の再構成により明らかにされている(White et al., 1986)。本研究では、
幼虫期にレーザーで特定の神経細胞を破壊し、成虫期に神経破壊した個体の化学走性を測定して
いる(第 2 章 2.6.参照)。そのため、神経破壊を行ってから化学走性を測定するまでの間に、特定
の神経細胞の機能が消失することで神経接続のパターンや結合数が変化する可能性が考えられ
る。しかし、本研究では、神経破壊によって神経細胞間の接続が変化しないものと仮定し、図
3-1 に示したシナプス接続やギャップ結合をもとに、2 つの機構を制御する候補神経細胞を神経
回路の中から選び出した。2 つの行動応答に使われる塩濃度情報を主に受容する感覚神経 ASE
は、図 3-1 のように、アンフィド介在神経 AIA、AIB、AIY と直接シナプス接続している。そこ
で、これらの神経を単独で破壊した線虫の塩走性や 2 つの行動応答を測定した。
先行研究の神経破壊実験により、介在神経 AIA は NaCl への誘引行動に関与するが、介在神経
AIB は重要ではないことが示されている(Tomioka et al., 2006)。また、AIB 神経には後退運動を
促進する機能がある。一方、介在神経 AIY には後退運動を抑制する働きがある(Wakabayashi et
al., 2004; Gray et al., 2005)。AIA 神経を破壊したところ、NaCl への誘引行動とその際の風見鶏
応答には異常がみられなかったが(図 3-3a,c の AIA ablation)、ピルエット応答は減弱した(図 3-3b
の AIA ablation)。AIB 神経を破壊したときも、AIA 神経のときと同様に、NaCl への誘引行動の
際のピルエット応答のみが減弱した(図 3-3a-c の AIB ablation)。一方で、AIY を破壊しても、NaCl
への誘引行動とその際の 2 つの行動応答に変化はみられなかった(図 3-3a-c の AIY ablation)。先
行研究でみられた AIA 神経を破壊したときの NaCl への誘引行動の減弱(Tomioka et al., 2006)は、
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本研究では観察されなかった(図 3-3a の AIA ablation)。この結果の相違は、先行研究と本研究の
間で、塩走性の解析に用いたアッセイフォーマットやシャーレのサイズ(図 2-1a,f)、行動を測定
する際にプレートに置く線虫の数(1 匹の行動をみるか集団の行動をみるか)、行動の測定時間な
ど様々な条件が異なることにより生じたものと考えられる。
本研究では、いくつかの神経破壊実験で、AIA 神経を破壊したときのような NaCl への誘引行
動は減弱しないが、2 つの行動応答のどちらか、もしくは両方が減弱するケースがみられる。本
論文の第 1 章 1.3.で述べたように、NaCl への誘引行動は 2 つの行動戦略により実現されている
ため、どちらか一方の行動戦略が損なわれれば、同時に化学走性に変化がみられてもおかしくは
ない。それゆえに、上記の AIA 神経破壊実験のような結果は、2 つの行動戦略の定量化により、
これまで化学走性という指標では検出できなかった行動の差異が検出できた場合であると解釈
した。従って、これまでの結果から、アンフィド介在神経 AIA、AIB は NaCl への誘引行動の際
のピルエット応答に関与することが示された。
アンフィド介在神経 AIA、AIB、AIY をそれぞれ単独で破壊しても、塩走性の際の風見鶏応答
に変化がみられなかったことから、ASE 神経からの塩濃度の情報が分岐している可能性が考え
られた。そこで、これらのアンフィド介在神経を 2 つ、もしくは 3 つ同時に破壊した個体の塩
走性を測定した。その結果、AIB、AIY 神経を 2 つ同時に破壊したときに風見鶏応答の減弱がみ
られた(図 3-3c の AIB, AIY ablation)。一方、AIA もしくは AIB 神経を破壊すればピルエット応答
が減弱することから予測できるが、AIA、AIB、AIY 神経のうちどの 2 つを破壊してもピルエッ
ト応答が減弱した(図 3-3b の AIA, AIY ablation , AIA, AIB ablation, AIB, AIY ablation)。AIA、AIB、
AIY 神経を 3 つ同時に破壊すると、AIZ 神経を破壊したときと同程度に塩走性や 2 つの行動応答
が損なわれているようにみえるが(図 3-3a-c の AIA, AIB, AIY ablation と AIZ ablation)、標的の神
経に GFP を発現させたコントロールの株が塩走性やピルエット応答に欠陥を示したため(例え
ば図 3-3a,b において AIA, AIB, AIY control と AIB, AIY control を比較したときに有意な差がみら
れたため)、介在神経 AIA、AIB、AIY を 3 つ同時に破壊しても、コントロールと比べて塩走性や
ピルエット応答に有意な差は検出されなかった(図 3-3a,b の AIA, AIB, AIY control と ablation)。
介在神経 RIA は介在神経 AIZ や AIY からシナプス入力を受け取っていることから(図 3-1)、
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NaCl への誘引行動への関与が予想されたが、先行研究により、RIA 神経を破壊しても誘引行動
や そ の 際 の 2 つ の 行 動 応 答 に 変 化 は み ら れ な い こ と が 示 さ れ て い る ( 図 3-3a-c の RIA
ablation)(Iino and Yoshida, 2009)。
アンフィド介在神経の破壊実験により、NaCl への誘引行動の際のピルエット応答には介在神
経 AIA、AIB、AIZ が、風見鶏応答には介在神経 AIB、AIY、AIZ が関与することが明らかとなっ
た(図 3-6a)。

3.2.2. ピルエット行動を制御する指令介在神経
アンフィド介在神経で処理された感覚情報の一部は指令介在神経を通して下流の運動神経へ
と伝達される。指令介在神経 AVE、AVA、AVD は、鼻先への機械刺激により引き起こされる後
退運動を制御する(Chalfie et al., 1985)。ピルエット行動は後退運動とターンからなるため、これ
らの介在神経がピルエット応答に関与している可能性が予想される。先行研究や本研究により、
アンフィド介在神経 AIZ、AIA、AIB がピルエット機構に必要な塩濃度情報を伝達していること
が示唆されている(図 3-3b の AIZ ablation, AIA ablation, AIB ablation)(Iino and Yoshida, 2009)。
そこで、図 3-1 に示すように、アンフィド介在神経 AIZ からシナプス入力を受け取っている指令
介在神経 AVE と、アンフィド介在神経 AIB や指令介在神経 AVE からシナプス入力を受け取って
いる指令介在神経 AVA 塩走性の際のピルエット応答への関与を調べた。
AVE 神経を破壊した線虫の塩走性を測定したが、NaCl への誘引行動や、ピルエット応答、風
見鶏応答のいずれにも異常はみられなかった(図 3-4a-c の AVE ablation)。一方、AVA 神経を破
壊した線虫の塩走性を測定すると、僅かではあるが有意に NaCl への誘引行動が減弱し、ピルエ
ット応答も減弱したが、風見鶏応答には異常がみられなかった(図 3-4a-c の AVA ablation)。さら
に、AVA、AVE 神経を同時に破壊すると、NaCl への誘引行動には異常がみられなかったが、AVA
神経を破壊したときと同様に、ピルエット応答が減弱し、風見鶏応答には異常がみられなかった
(図 3-4a-c の AVA, AVE ablation)。これらのことから、指令介在神経 AVA は NaCl への誘引行動
の際のピルエット応答に関与することがわかった。AVE 神経を破壊してもピルエット応答が減
弱しなかったことから、塩濃度情報が AIZ 神経、AVE 神経を介して伝達される可能性は低い。
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AIB 神経はピルエット応答に使われる塩濃度情報を伝達しており(図 3-3b の AIB ablation)、AVA
神経とシナプス接続していることから、AIB 神経から直接 AVA 神経へと情報が伝達されている
のかもしれない(図 3-6a 左側)。

3.3. 2 つの行動応答を制御する運動神経の探索
アンフィド介在神経や指令介在神経で処理された情報は運動神経を介して筋肉に伝えられ、行
動が出力される。上述のように、ピルエット行動は後退運動とターンから構成されているため、
これらの行動を制御する運動神経はピルエット応答に関与している可能性が高い。一方、風見鶏
機構では、線虫は一方に偏って首を振ることによりカーブ行動にバイアスをかけている。従って、
頭部の筋肉にシナプスを投射し、首振り運動を制御する運動神経は、風見鶏応答に関与している
可能性が高い。そこで、本研究では、後退運動もしくはターン、首振り運動を制御する運動神経
を破壊し、塩走性や 2 つの行動応答への効果を調べた。
塩走性の際のピルエット応答に関与することが明らかになった介在神経 AVA は、背腹の体壁
筋にそれぞれ投射する運動神経 DA、VA と密にシナプス接続していることから(図 3-1)、これら
の運動神経がピルエット応答を起こしている可能性が考えられる。しかし、これらの神経を破壊
した線虫は運動全般に欠陥を示し、塩走性の測定が行えないと予想されたため、本研究では運動
神経 DA、VA の塩走性や行動応答への関与の検証は行わなかった。一方、図 3-5a に示すような
頭部や首の筋肉に投射する運動神経 RIV、SMD、SMB、RME は破壊しても運動性が完全に失わ
れる可能性は低いと考えられたため、これらの運動神経の 2 つの行動応答への関与を調べた。
運動神経 RIV、SMD にはターンを促進する機能があるため(Gray et al., 2005)、これらの運動
神経がピルエット応答に関与している可能性が考えられた。また、SMD 神経は介在神経 RIA か
らのシナプス入力により、首振り運動の制御に関与していることが示唆されている(Hendricks et
al., 2012)。このことから、SMD 神経は風見鶏応答にも関与していることが予想された。しかし、
RIV 神経を破壊しても、NaCl への誘引行動や 2 つの行動応答に変化はみられなかった(図 3-5c-e
の RIV ablation)。一方で、SMD 神経を破壊すると、NaCl への誘引行動とピルエット応答が僅か
ではあるが有意に減弱した(図 3-5c,d の SMD ablation)。しかし、風見鶏応答には影響を及ぼさ
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なかった(図 3-5e の SMD ablation)。これらのことから、運動神経 SMD は塩走性の際のピルエ
ット応答に関与することがわかった。SMD 神経は RIA 神経との間に多くのシナプス結合をもつ
が(図 3-1)、RIA 神経を破壊してもピルエット応答は減弱しなかった(図 3-3b の RIA ablation)。
一方、AIB 神経はピルエット応答に関与するため(図 3-3b の AIB ablation)、ひとつの可能性とし
て、AIB 神経から RIM 神経を介して運動神経 SMD にピルエット応答に必要な塩濃度情報が伝達
されることが考えられる(図 3-6a 左側)。
運動神経 RME は首振り運動を抑制的に制御することが知られているため(McIntire et al.,
1993)、風見鶏応答への関与が予想された。しかし、RME 神経を破壊しても NaCl への誘引行動
や、その際の 2 つの行動応答に変化はみられなかった(図 3-5c-e の RME ablation)。
運動神経 SMB は、NaCl への誘引行動の際の 2 つの行動応答を制御する介在神経 AIZ と直接
シナプス接続している(図 3-1)。また、図 3-5a のように SMB 神経は頭部の筋肉にシナプスを投
射しており、首振り運動を抑制的に制御することが知られている(Gray et al., 2005)。これらの
ことから、風見鶏応答に SMB 神経による首振り運動の制御が必要である可能性が予測された。
そこで、SMB 神経を破壊した線虫の塩走性を測定したところ、NaCl への誘引行動が著しく減弱
し、風見鶏応答が減弱した(図 3-5c,e の SMB ablation)。予想に反して、SMB 神経を破壊すると
ピルエット応答にも欠陥がみられた(図 3-5d の SMB ablation)。SMB 神経のピルエット応答への
関わり方については第 3 章 3.4.3.に考察を記述する。これらの結果から、運動神経 SMB により
制御される首振り運動は、NaCl への誘引行動の際、2 つの行動応答に重要であることが明らか
になった。図 3-5b のように、SMB 神経は左右 2 組で構成され、背側、腹側それぞれの筋肉に
SMB 神経が投射している。線虫は背腹方向に首振り運動しながら前進しているため、例えば背
側の SMB(SMBDL、SMBDR)神経のみを破壊した線虫は背側方向への首振り運動がおかしくな
ると予想される。そこで、首振り運動が NaCl の化学走性に及ぼす影響を詳細に調べるために、
背側のみ、腹側のみの SMB 神経をそれぞれ破壊した。線虫の進行方向に対して左右どちらが腹
側なのかを陰門(valva)を指標として判断し、それぞれを分けて定量化した。背側のみ(SMBDL、
SMBDR)、腹側のみ(SMBVL、SMBVR)を破壊した個体のうち、背側の SMB 神経を破壊した個
体(線虫の進行方向に対して陰門が右側にあった個体)だけで NaCl への誘引行動が減弱した(図
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3-5c の SMBD (valva left) ablation, SMBD (valva right) ablation, SMBV (valva left) ablation)。し
かし、この個体はピルエット応答、風見鶏応答には異常を示さなかったことから(図 3-5d,e の
SMBD (valva left) ablation, SMBD (valva right) ablation, SMBV (valva left) ablation)、塩走性の減
弱は試行数が少ないことが原因だと考えられる。これらのことから、背側、腹側どちらか片方の
SMB 神経が機能していれば、NaCl に寄っていくことができると考えられる。
運動神経の破壊実験により、NaCl への誘引行動の際のピルエット応答には運動神経 SMD と
SMB が関与し、風見鶏応答には運動神経 SMB が関与することが明らかとなった(図 3-6a)。
これまでの結果をまとめる。先行研究の神経破壊実験により、感覚神経 ASE と下流の介在神
経 AIZ は NaCl に対する走性行動の際の両方の機構に関与することが示されている(Iino and
Yoshida, 2009)。そして、本研究の神経破壊実験により、介在神経 AIA と指令介在神経 AVA、運
動神経 SMD はピルエット機構の制御にのみ関与すること、介在神経 AIY は風見鶏機構の制御に
のみ関与すること、さらに、感覚神経 ASI と介在神経 AIB、運動神経 SMB は両方の機構に関与
することが明らかになった。これらの結果とシナプス接続の知見(White et al., 1986)から、部分
的に異なる神経回路が 2 つの機構の制御に使われていることが示唆される(図 3-6a)。

3.4. 考察
3.4.1. NaCl への誘引行動の際の 2 つの行動戦略を制御する神経回路
ピルエット機構と風見鶏機構には、それぞれ線虫の進行方向とそれに垂直な化学物質の濃度勾
配の情報が使われ 、それぞれピルエット行 動とカーブ行動がアウト プットに用いられる
(Pierce-Shimomura et al., 1999; Iino and Yoshida, 2009)。先行研究(Iino and Yoshida, 2009)と本
研究の神経破壊実験により、塩走性の際のピルエット機構と風見鶏機構にはそれぞれ図 3-6a の
左側(Pirouette mechanism)と右側(Weathervane mechanism)に示した神経細胞が関与すること
が明らかになり、2 つの機構の制御には部分的に異なる神経回路が使われていることが示唆され
た。以下に、線虫が受容した塩濃度情報がどのような経路で伝達されているのかについて考察す
る。
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ASE 神経と AIZ 神経の間に直接のシナプス接続はなく、ASE 神経は主に介在神経 AIA、AIB、
AIY へシナプス出力を送っており、そのうち AIA、AIY 神経は AIZ 神経にシナプス出力を送って
いる(図 3-1)。介在神経 AIA を破壊するとピルエット応答が減弱するため(図 3-3b AIA ablation)、
ピルエット応答に必要な塩濃度情報は ASE で受容され、AIA 神経を介して AIZ 神経へと伝達さ
れると予想される(図 3-6a 左側)。しかし、風見鶏応答に関しては、介在神経 AIA と AIY の 2 細
胞を同時に破壊しても AIZ 神経を破壊したときと同様の表現型にならなかったことから、以下
のような相互排他的でない 2 つの可能性が考えられる。1 つ目は、ASE 以外の感覚神経が受容
した塩濃度情報も AIZ 神経に伝達されているという可能性である。結合数は少ないが、AIZ 神経
は感覚神経 ASI から直接のシナプス入力を受けており、感覚神経 ASH とはギャップ結合してい
る(図 3-1)。
また、ASI 神経は塩走性の際のピルエット応答と風見鶏応答の両方に重要で(図 3-2a-c
の ASI ablation)、ASH 神経は塩走性の際のピルエット応答に重要な後退運動の頻度を調節して
いる(Bargmann and Horvitz, 1991; Thiele et al., 2009)。これらのことから、ピルエット応答の場
合、感覚神経 ASE や ASI、ASH からの入力が AIZ 神経で統合され(図 3-6a 左側)、風見鶏応答の
場合、感覚神経 ASE、ASI からの入力が AIZ 神経で統合されているのかもしれない(図 3-6a 右側)。
2 つ目は、ASE 神経で受容された塩濃度情報が、AIA や AIY 以外の神経を介して AIZ 神経へと
伝達されている可能性である。図 3-6b に示すように、AIA や AIY と比べてシナプスの数は少な
いが、ASE 神経は感覚神経 AWA や ADF を介して AIZ 神経へとシナプス接続しているため(White
et al., 1986)、これらの神経も介在神経 AIA や AIY とともに 2 つの行動戦略の塩濃度情報の伝達
に関与しているかもしれない。
図 3-6a のように、例えば、感覚神経 ASE で受容した 2 つの機構に用いられる塩濃度情報の
うち、ピルエット応答に用いられる塩濃度情報は AIA 神経に伝達されるが、風見鶏応答に用い
られる塩濃度情報は伝達されないと推定される。それでは、どのようにして AIA 神経はピルエ
ット応答に用いられる塩濃度情報のみを受け取っているのだろうか。2 つの機構では、それぞれ
ピルエット行動を起こす頻度とカーブ行動のバイアスの調節に用いられる塩濃度変化の時間ス
ケールが異なっていることが予想される。つまり、図 2-4c のように 1 回のピルエット行動は約
10 秒から 25 秒の間に起こるため、ピルエット機構では線虫は数十秒単位で塩濃度変化を感知し
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ていると予測されるが、一方で、カーブ行動に重要な首振り運動の周期は 2 秒から 4 秒程度で
あるため、風見鶏機構では線虫は数秒単位で塩濃度変化を感知している(数回の首振り運動によ
り塩濃度変化を感知していたとしても、ピルエット機構のときの時間スケールより短い)と予測
される。長い時間スケール(ピルエット応答に重要だと考えられる)と短い時間スケール(風見鶏応
答に重要だと考えられる)の塩濃度変化のうち、どちらか一方の時間スケールにしか応答できな
い神経細胞が存在したとすれば、その神経細胞は上流の神経から 2 つの機構に関わる塩濃度情
報が伝わってきたとしても、片方の機構に関わる塩濃度情報しか受け取ることができないと考え
られる。
図 3-6a に示す 2 つの行動戦略に使われる塩濃度情報を伝達する神経回路は、主にシナプス接
続の知見(White et al., 1986)と神経破壊実験の結果を元に推定したものである。この方法により
2 つの行動応答に関与する神経細胞は同定できたが、塩濃度情報がどういった経路で伝達される
かという問題については不明な点が多く残されている。従って、今後は、神経破壊実験と Ca

2+

イメージングを組み合わせることで、上流の神経を破壊した線虫における下流の神経活動の測定
を行い、塩濃度情報を伝達する経路を明らかにしていく必要がある。

3.4.2. 本研究と過去の報告との間で神経回路に違いが生じる原因
先行研究の神経破壊実験から、介在神経 AIZ は NaCl への誘引行動を制御し、塩走性の際のピ
ルエット応答、風見鶏応答に関与することが示されている(Iino and Yoshida, 2009)。本研究の単
独の介在神経破壊実験から、介在神経 AIA、AIB は塩走性の際のピルエット応答に関与すること
が明らかとなった。さらに、介在神経 AIB、AIY の 2 細胞同時破壊実験から、介在神経 AIB、AIY
は塩走性の際の風見鶏応答に関与することが明らかとなった。一方、光感受性イオンチャネル
ChR2 を発現させた神経細胞を光刺激により興奮させ 2 つの行動応答を測定した研究(以降、光
操作実験と呼ぶ)により、介在神経 AIY はピルエット応答、風見鶏応答の両方を、介在神経 AIB
はピルエット応答を、介在神経 AIZ は風見鶏応答を引き起こすのに十分であることが示された
(図 1-5d)(Kocabas et al., 2012)。ここでは、神経破壊実験と光操作実験から推察された 2 つの行
動応答を制御する介在神経の役割に差異が生じる原因を考察する。第 3 章 3.2.1.に記述したよう

- 47 -

に、本研究では、神経破壊により神経回路のシナプス接続やギャップ結合が変化しないものと仮
定した。しかし、神経破壊によって神経細胞間の接続が変化した場合、神経回路が神経破壊実験
のときと光操作実験のときとで違い、異なる回路を介して塩濃度が伝達される、つまり、2 つの
実験間で異なる神経細胞がピルエット応答、風見鶏応答に関与する可能性が考えられる。以下に、
2 つの実験間で予想される介在神経の役割に差異が生じる原因について、それぞれの介在神経ご
との考察を記述する。
光操作実験から、介在神経 AIY はピルエット応答、風見鶏応答を引き起こすのに十分である
ことが示されたが、神経破壊実験からは、NaCl への誘引行動(及びそれに関わる 2 つの行動応答)
への AIY 神経の関与は見いだせなかった(図 3-3a-c の AIY ablation)。この原因については以下の
ような 2 つの可能性が考えられる。ひとつは、塩走性の際 AIY 以外の介在神経も 2 つの行動応
答を引き起こす役割をもっているため、AIY 神経を単独で破壊しても NaCl への誘引行動や 2 つ
の行動応答には影響を与えない可能性である。図 3-3c の AIB, AIY ablation に示すように、介在
神経 AIB、AIY を 2 つ同時に破壊したとき風見鶏応答が減弱したことから、NaCl への誘引行動
の際の風見鶏応答は AIB、AIY 神経により冗長に制御されているため、どちらか一方の神経を破
壊しても異常がみられなかったと考えられる。一方、図 3-3b の AIA ablation、AIB ablation、AIY
ablation に示すように塩走性の際のピルエット応答には、AIY 神経は重要ではなく、介在神経
AIA、AIB が重要である。それゆえに、2 つの実験間(神経破壊実験と光操作実験)で AIY 神経の
活動状態(basal activity)や、刺激に対する応答が異なっている可能性が考えられる。第 1 章 1.2.4.
で述べたように最近明らかにされた塩走性の概念では、本研究で着目した塩走性は、飢餓条件付
により 0 mM NaCl を避ける行動である。一方、光操作実験では、餌が豊富に与えられた状態の
線虫の行動を計測している。従って、2 つの実験間では線虫の栄養状態が異なり、これが介在神
経の活動状態や刺激に対する応答に違いを生じさせているために、2 つの実験間で推察される神
経の役割が異なるのかもしれない。この仮説を検証するためには、AIY 神経とその上流や下流の
2+

神経で Ca イメージングを行い、餌有り条件下と飢餓条件下で感覚刺激に対する神経応答に違
いが生じているかどうかを調べることが有効だろう。
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介在神経 AIB は、光操作実験から、ピルエット応答を引き起こすのに十分であり、風見鶏応
答には関与しないことが示されたが、神経破壊実験から、NaCl への誘引行動の際のピルエット
応答、風見鶏応答(風見鶏応答は介在神経 AIB、AIY を 2 つ同時に破壊したときにはじめて減弱
する)の両方に関与することが示された。この 2 つの実験間の結果の相違も、AIY 神経の場合と
同様に、栄養状態により引き起こされる神経活動や応答の違いにより生じているのかもしれない。
介在神経 AIZ は、光操作実験では風見鶏応答を引き起こすのに十分であることが示されてい
るが、ピルエット応答については調べられいないため、今後、ピルエット応答を引き起こすのに
十分であるか調べる必要がある。

3.4.3. 2 つの行動応答を出力する運動神経 SMB について
図 3-5d,e の SMB ablation のように、首振り運動を抑制する運動神経 SMB を破壊すると、風
見鶏応答だけでなく、ピルエット応答も減弱することが明らかとなった。このことから、首振り
運動がピルエット行動に何らかの影響を及ぼしている可能性が考えられる。ピルエット行動は後
退運動とターンからなり、SMB 神経と同様に頭部の筋肉に投射している運動神経 SMD(図 3-5a
のように)を破壊するとターンが抑制される(Gray et al., 2005) 。このことは、上記の可能性を支
持するものである。今後、SMB 神経を破壊することで起こる首振りの振幅の増大により、ピル
エット行動のどの部分に異常が起きているのかを詳細に解析する必要がある。
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第 4 章 匂いの濃度に依存した行動の変化を制御する神経回路メカニズムの探索
4.1. 匂いの濃度に依存した行動変化の解析
4.1.1. 線虫も匂いの濃度に依存して嗜好性を変化させる
線虫はさまざまな揮発性の匂い物質を感知することができ、それぞれの匂い物質に対して誘引
行動もしくは忌避行動を示す。例えば、イソアミルアルコール(3-methyl-1-butanol)やベンズアル
デヒド、ペンタンジオン、トリメチルチアゾール、ジアセチルは誘引性の匂い物質であることが
知られている(Bargmann et al., 1993)。一方、1-オクタノールや 2-ノナノンは忌避性の匂い物質
であることが知られている(Troemel et al., 1997)。
匂いに対する化学走性を観察する際、多くの場合、EtOH で希釈した匂い物質を寒天プレート
上に置く(スポットする)。興味深いことに、EtOH で希釈せずに原液のイソアミルアルコールや
ベンズアルデヒドを置いた場合、線虫はそれらの匂いに対して誘引行動を示さなくなる、もしく
は弱い忌避行動を示すことが報告されている(Bargmann et al., 1993)。そして、寒天プレート上
に置く匂い物質の量を増やすことで匂いの濃度をさらに高くすると、線虫は誘引性の匂い物質に
対して強い忌避行動を示すことが、広津崇亮博士によって見出された(広津、私信)。そこで、広
津博士が以前行った行動実験と同様の測定を行った結果、調べた全ての匂い物質に対して、線虫
は、低濃度では誘引行動を示すが、高濃度では忌避行動を示すことを確認した(図 4-1a)。この実
験では、高濃度の匂い物質を寒天プレートに直接置いているため、線虫が匂い物質により形成さ
れる浸透圧を忌避している可能性も考えられる。そこで、寒天プレートのシャーレの蓋に高濃度
の匂い物質を置いて観察したところ、同様に忌避行動が観察された(図 4-1b)。このことから、線
虫は浸透圧ではなく、拡散した高濃度の匂い物質に対して忌避行動を示すと考えられる。図 4-1a
では、匂い物質の種類によって忌避行動が観察される匂いの濃度(匂い物質を置く量)、すなわち
嗜好性が切り替わる閾値が異なっていた。これは、例えば、匂い物質の種類によりそれを受容す
る受容体の数やレパートリーが異なることが要因である可能性が考えられる。これ以降は、神経
2+

破壊実験や Ca イメージングなどの知見が豊富に蓄積されているイソアミルアルコールに的を
絞り解析を行った(Bargmann et al., 1993; Chalasani et al., 2007)。
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4.1.2. 線虫は高濃度の匂い物質に一度は誘引され、その後忌避する
線虫の匂いに対する嗜好性が濃度によってどのように変化しているのかを調べるために、図
2-1b に示すアッセイプレートに匂い物質イソアミルアルコールと複数の線虫をそれぞれ置き、
multi worm tracking system を用いて詳細に行動を測定した(第 2 章 2.10.2.参照)。低濃度のイソ
アミルアルコールの勾配上で、線虫は常に匂いに寄っていく行動を示した(図 4-2a)。一方、高濃
度イソアミルアルコールの勾配上では、線虫は匂いに一度は誘引されるが(測定開始から 600 秒
まで)、その後は忌避する行動を示した(図 4-2b,c の Real Worms)。この時間経過による行動の切
り替わりは、嗅覚順応(嗅覚可塑性とも呼ばれている。第 1 章 1.2.3.参照)、もしくは匂いの拡散
による濃度の増加によって引き起こされている可能性が考えられた。これらの可能性を区別する
ために、嗅覚順応(可塑性)に異常を示す変異体(Colbert et al., 1997; Hirotsu and Iino, 2005;
Matsuki et al., 2006; Yamada et al., 2009)の高濃度イソアミルアルコールに対する行動を測定し
た(図 4-3a)。しかし、これらの変異体は高濃度イソアミルアルコールに対する忌避行動に顕著な
異常を示さなかった(図 4-3b)。このことから、匂いの拡散によって線虫が感じる匂いの濃度が時
間経過とともに上昇し、行動が誘引から忌避へと切り替わると推定した。

4.1.3. 匂いの濃度に依存した行動変化は主にピルエット機構により制御される
第 1 章 1.3.で述べたように、線虫は化学物質に対して誘引行動を示す際、ピルエット機構と風
見鶏機構を併用して、効率良く化学物質の濃度のピークに近づくことが知られている
(Pierce-Shimomura et al., 1999; Iino and Yoshida, 2009)。匂いの濃度に依存した行動変化がどの
ような行動メカニズムにより制御されているのかを調べるために、低濃度と高濃度イソアミルア
ルコールの勾配上でのピルエット応答と風見鶏応答を観測した。
低濃度のイソアミルアルコールの勾配上では、ピルエット機構は行動測定開始から終了まで、
風見鶏機構は行動測定開始後 1500 秒以降において、誘引行動を誘起するように働いていること
が観察された(図 4-4a,b の Lower concentration of IAA)。誘引行動を誘起する風見鶏応答が行動
測定開始から 1500 秒まで観測されなかったことは、行動測定開始からしばらくの間は匂いの拡
散が不十分であるためであると考えた。そこで、図 2-1c のように匂い物質と線虫との距離がよ
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り近いアッセイフォーマットを用いて風見鶏機構を測定した。その結果、行動測定開始直後から
風見鶏機構が誘引行動を誘起するように働いていることが確認できた(図 4-4c)。
一方、高濃度イソアミルアルコールの勾配上では、ピルエット機構は行動測定開始から 300
秒までは誘引行動を誘起するように働くが、600 秒以降は忌避行動を誘起するように働くことが
観察された(図 4-4a の Higher concentration of IAA)。これは、図 4-2b の Real Worms で観察さ
れた高濃度イソアミルアルコールに対する線虫の行動と一致している。また、観察されたピルエ
ット応答の傾向は時間経過に依存して変化するが、線虫と匂いとの距離にはあまり依存していな
かった(図 4-4d)。一方、予想に反して、風見鶏機構は行動測定開始から終了まで誘引行動を誘起
するように働いていた(図 4-4b の Higher concentration of IAA)。観察された風見鶏応答の傾向は、
線虫と匂いとの距離には依存せず同様だった(図 4-4e)。これらの結果から、匂いの濃度に依存し
た行動の変化は主にピルエット機構によって制御されていることが示唆された。

4.1.4. 匂いの濃度に依存した行動変化は 2 つの行動戦略により制御されている
高濃度イソアミルアルコールの勾配上で観察された逆向きに作用する2つの行動戦略の行動
への貢献度を評価するために、飯野雄一教授が作製したプログラムでコンピューターシミュレー
ションを行った(第2章2.11.参照)。高濃度のイソアミルアルコールに対する化学走性の際に観察
されたピルエット応答(図4-4d)のみが作用する場合、モデル線虫は、匂いに一度誘引された後、
忌避行動を示したが、実際の線虫よりも忌避行動の程度が強かった(図4-2b,c,dのPirouette
strategy alone)。高濃度のイソアミルアルコールに対する化学走性の際に観察された風見鶏応答
(図4-4e)のみが作用する場合、モデル線虫は匂いに対して誘引行動を示すのみだった(図4-2b,c
のWeathervane strategy alone)。2つの行動戦略がともに作用する場合は、モデル線虫の行動は
実際の線虫の行動と同様であった(図4-2b,c,dのPirouette and Weathervane strategies)。これら
のことから、ピルエット機構は高濃度イソアミルアルコールに対する化学走性の制御に主要な役
割を果たしているが、風見鶏機構がピルエット機構と逆向きに作用することで、匂いに対する忌
避行動を僅かに減弱させていることが明らかとなった。
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これら2つの行動戦略が忌避性の匂い物質においても同様に使われているのか調べるために、
ノナノンに対する行動を測定した。高濃度のイソアミルアルコールの勾配上のときとは異なり、
ピルエット機構は常に忌避行動を誘起するように働いていたが、風見鶏機構の作用は観察されな
かった(図4-4a,bのNonanone)。高濃度の誘引性匂い物質が存在する状況は、自然界において餌(誘
引物質)と忌避物質が同時に存在する状況と類似している。もしそうだとするならば、線虫が餌
場から離れすぎないようにするために2つの行動戦略が逆向きに作用しているのではないかと
考えられる。

4.2. 匂いの濃度情報を伝達する分子メカニズムの解析
4.2.1. Gα である ODR-3 は低濃度、高濃度のイソアミルアルコールの匂い情報を伝達する
どのような因子がそれぞれの匂いの濃度における行動に関与しているのか明らかにするため
に、感覚神経において匂いのシグナル伝達に主要な役割を果たす G タンパク質の α サブユニッ
ト(Gα)の変異体の化学走性を解析した。C. elegans のゲノム配列には 20 の Gα が存在する(C.
elegans Sequencing Consortium, 1998)。それらのうち、ODR-3 と GPA-3 は低濃度のイソアミ
ルアルコールへの応答に関与することが知られている(Lans et al., 2004)。さらに、ODR-3 は高
濃度のイソアミルアルコールへの応答にも関与することが広津博士によって見出された(広津、
私信)。そこで、上記以外の Gα も含めて Gα の変異体のさまざまな濃度のイソアミルアルコー
ルへの走性を調べた。その結果、odr-3 変異体は高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行
動に非常に強い欠陥を示すが、gpa-3 を含む他の Gα の変異体は欠陥を示さないことが明らかと
なった(図 4-5a,b,c)。また、odr-3 gpa-3 二重変異体では、相加的な効果がみられ、低濃度のイソ
アミルアルコールへの誘引行動が完全に消失した(図 4-5a)。しかし、odr-3 gpa-3 二重変異体の
高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動の欠損は、odr-3 変異体と同程度だった (図
4-5a)。以上の結果は、ODR-3 が低濃度と高濃度のイソアミルアルコールの両方のシグナル伝達
に主要な役割を果たし、それぞれ誘引行動と忌避行動を媒介することを示している。また、odr-3
gpa-3 二重変異体が高濃度のイソアミルアルコールに誘引行動を示した(図 4-5a)ことから、イソ
アミルアルコールの感知と誘引行動の誘起には ODR-3 や GPA-3 以外の他の Gα も関与している
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と考えられる。ODR-3 は低濃度のベンズアルデヒドやジアセチルの誘引行動の制御にも関わっ
ていることが知られている(Tsui and van der Kooy, 2008)。しかし、イソアミルアルコールの場
合とは異なり、ODR-3 は高濃度のベンズアルデヒドやジアセチルに対する忌避行動には関与し
なかった(図 4-5d)。この結果は過去の報告(Nuttley et al., 2001)とも一致しており、以上の結果か
ら、高濃度の匂いのシグナル伝達には匂いの種類によって異なる Gα が関与していると考えられ
る。
次に、低濃度や高濃度のイソアミルアルコールへの走性の際、ODR-3 が 2 つの行動応答を引
き起こす匂いのシグナル伝達に関わるかどうかを調べた。低濃度のイソアミルアルコールの勾配
上で、odr-3 変異体は 1800 秒以降のピルエット応答に欠陥を示し(図 4-5e)、どの時刻において
も風見鶏応答に欠陥を示した(図 4-5f)。1800 秒より以前にピルエット機構に欠陥がみられなか
った原因としては、例えば GPA-3 などの他の Gα が機能している可能性が考えられる。高濃度
のイソアミルアルコールの勾配上では、odr-3 変異体は、900 秒以降の匂いから遠ざかるように
働くピルエット応答に欠陥を示し(図 4-5g)、900 秒以降の匂いに近寄るように働く風見鶏応答に
も欠陥を示した(図 4-5h)。これらの結果から、ODR-3 は匂いに誘引される際のピルエット応答
を除き、誘引行動と忌避行動の際、ピルエット応答や風見鶏応答に必要なイソアミルアルコール
のシグナル伝達に関与していることが示された。

4.2.2. ODR-3 は匂いの濃度によって機能する神経細胞が異なる
高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動において ODR-3 がどの細胞で機能すること
が必要なのかを決めるために、様々なプロモーターを用いてレスキュー実験(第 2 章 2.5.参照)や
ノックダウン実験(第 2 章 2.8.参照)を行った。レスキュー実験では、odr-3 cDNA に神経細胞特
異的プロモーターをつなぎ、odr-3 変異体に導入した。odr-3 遺伝子の上流 2.7 kb の odr-3 プロ
モーターで odr-3 cDNA を発現させた場合、odr-3 変異体の高濃度のイソアミルアルコールに対
する忌避行動の欠陥が部分的に回復した(図 4-6a)。odr-3 遺伝子の上流 2.7 kb のプロモーターに
蛍光タンパク質をつないで発現細胞を可視化することで、ODR-3 は 5 対の感覚神経 AWA、AWB、
AWC、ASH、ADF で発現することが明らかになっている(Roayaie et al., 1998)。これらの感覚
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神経の中で、感覚神経 AWB と ASH は忌避性の匂い物質に対する行動を制御している(Troemel et
al., 1995; Troemel et al., 1997; Chao et al., 2004; Luo et al., 2008)。そこで、odr-3 cDNA を感覚
神経 AWB もしくは ASH 特異的に発現を誘導するプロモーターにつないで発現させたところ、
odr-3 変異体の忌避行動の部分的に異常が回復した(図 4-6a)。一方、図 4-6b に示すような odr-3
遺伝子を含むフォスミドを odr-3 変異体に導入すると忌避行動の欠陥が完全に回復した(図 4-6c)。
このフォスミドには odr-3 遺伝子の上流 2.7 kb よりも長いプロモーター領域が含まれている。
このことから、odr-3 プロモーターによる忌避行動の欠陥の回復が部分的である理由は、報告さ
れている ODR-3 の発現細胞(AWA、AWB、AWC、ASH、ADF)以外の細胞においても ODR-3 が
機能しているためであると考えられる。感覚神経 AWB、ASH 以外で忌避物質に対する走性行動
に関与する感覚神経として ADL 神経が知られている(Troemel et al., 1997; Sambongi et al.,
1999; Chao et al., 2004)。そのため、感覚神経 ADL が ODR-3 の機能細胞である可能性が考えら
れる。
続いて、odr-3 遺伝子の機能を細胞特異的にノックダウンした株の高濃度のイソアミルアルコ
ールに対する行動を測定した。細胞特異的レスキュー実験の結果とは異なり、野生型線虫でみら
れるイソアミルアルコールに対する忌避行動は ASH 神経において odr-3 の機能をノックダウン
することで減弱したが、AWB 神経において odr-3 の機能をノックダウンしても減弱しなかった
(図 4-6d)。レスキュー実験とノックダウン実験の間で結果の相違が生じる原因は、第 4 章 4.6.1.
で考察する。以上の odr-3 の行動遺伝学的な解析の結果から、高濃度のイソアミルアルコールに
対する忌避行動の際、ODR-3 は主に感覚神経 ASH で機能していることが示唆された。このこと
は、水溶性物質に対する忌避行動の際に、ODR-3 が ASH 神経で機能しているという報告からも
支持される(Hukema et al., 2006; Aoki et al., 2011)。一方、低濃度のイソアミルアルコールへの
誘引行動には、誘引物質への化学走性を制御する感覚神経 AWC で ODR-3 が機能することが重
要である(Bargmann et al., 1993; Lans et al., 2004)。従って、異なる感覚神経における ODR-3
の機能がイソアミルアルコールの濃度の違いにより起こる誘引行動と忌避行動それぞれに必要
であると考えられる。
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4.3. 匂いの濃度による行動変化を制御する神経回路の探索
4.3.1. 匂いの濃度によって行動に関与する感覚神経の組み合わせが異なる
上記の odr-3 変異体の解析から、異なる感覚神経が低濃度と高濃度のイソアミルアルコールに
対する走性行動のそれぞれに必要であることが示された。高濃度のイソアミルアルコールに対す
る忌避行動を制御する神経回路を同定するために、レーザーアブレーションにより候補神経細胞
を破壊し(第 2 章 2.6.参照)、特定の神経を破壊した線虫の行動を手作業で測定した(第 2 章 2.3.3.
参照)。
まず高濃度のイソアミルアルコールに対する走性に関与する感覚神経を調べた。感覚神経
AWC は低濃度のイソアミルアルコールへの誘引行動に関与する(Bargmann et al., 1993)。しか
し、AWC 神経をレーザーで破壊しても高濃度イソアミルアルコールに対する忌避行動に影響を
及ぼさなかった(図 4-7a)。誘引性の匂い物質を感知する感覚神経 AWA (Sengupta et al., 1996)
を破壊しても、AWC 神経を破壊したときと同様に、高濃度イソアミルアルコールに対する忌避
行動に影響を及ぼさなかった(図 4-7a)。これらの結果から、低濃度の匂いへの誘引行動に重要な
感覚神経 AWC、AWA は高濃度のイソアミルアルコールに対する応答には関与しないことが示さ
れた。次に、忌避性の匂い物質や高濃度のベンズアルデヒドに対する忌避行動に重要な感覚神経
AWB、ADL の関与について調べた(Troemel et al., 1995; Troemel et al., 1997; Sambongi et al.,
1999; Chao et al., 2004; Tsui and van der Kooy, 2008)。AWB 神経を破壊した線虫は、高濃度の
イソアミルアルコールに対する忌避行動に異常を示した(図 4-7a)。このうちいくらかの個体では、
高濃度のイソアミルアルコールへの誘引が起こるがその後の忌避行動が観察されなかった(図
4-7b の AWB ablation)。この結果は、AWB 神経の機能が欠損していることで知られる tax-2 変
異体(Troemel et al., 1997)が高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動に異常を示すこと
と一致する(図 4-7c)。感覚神経 ADL を破壊すると AWB 神経のときと同様に忌避行動が減弱し
た(図 4-7a)。次に、ODR-3 が高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動の際に主に機能
する感覚神経 ASH の関与を調べた。感覚神経 ASH を破壊すると著しく忌避行動が減弱した(図
4-7a)。また、ASH 神経を破壊した個体の中には、匂いを忌避できずに、スポットした匂いに触
れてしまい死んでしまうものもいた(図 4-7b の ASH ablation)。これらのことから、高濃度のイ
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ソアミルアルコールに対する忌避行動には感覚神経 AWB、ADL、ASH が関与することが分かっ
た。
これらの感覚神経のイソアミルアルコールに対する忌避行動への貢献の度合いを測るために、
3 種類の感覚神経のうち 2 種類、もしくは 3 種類すべてを破壊した線虫の行動を測定した。AWB、
ADL 神経を同時に破壊しても AWB、ADL いずれかを単独で破壊したときと忌避の減弱の程度が
変わらなかった(図 4-7a)。さらに AWB、ADL、ASH 神経を同時に破壊しても ASH を単独で破
壊したときと忌避の減弱の程度が同じであった(図 4-7a)。これらのことから、感覚神経 ASH、
AWB、ADL が高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動を調節しており、中でも感覚神
経 ASH は主要な役割を果たしていることが明らかになった(図 4-7d)。低濃度のイソアミルアル
コールへの誘引が感覚神経 AWC により担われていることと合わせ、以上の結果より匂いの濃度
に依存した嗜好性の変化は関わる感覚神経の組み合わせが変化することで調節されていると結
論づけられる。

4.3.2. 匂いの濃度に依存した行動は一部、共通の介在神経により調節される
次に、高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動を制御する感覚神経からシナプス入力
を受け取る介在神経の関与を調べた。第 1 章 1.5.2.で述べたように、感覚神経 AWC の下流にあ
る介 在神経 AIB と AIY は低 濃度のイソ アミルアルコ ールへの誘 引行動を制御 している
(Bargmann et al., 1993; Chalasani et al., 2007)。神経接続の解剖学的な知見から(White et al.,
1986)、介在神経 AIB は感覚神経 ASH、ADL からもシナプス入力を受け取っている(図 4-7d)。
AIB 神経を破壊すると、忌避行動が減弱し、高濃度のイソアミルアルコールに誘引されるように
なった(図 4-7e)。これは、介在神経 AIB が高濃度のイソアミルアルコールからの忌避行動の制
御に重要な役割を果たすことを示唆している。感覚神経 ASH や AWB とシナプス接続している
介在神経 AIZ を破壊してもイソアミルアルコールに対する忌避行動が減弱した(図 4-7e)。介在神
経 AIY は感化神経 AWC や介在神経 AIZ とシナプス接続している。AIY 神経を破壊した線虫はわ
ずかではあるが有意に忌避行動が低下した(図 4-7e)。これらのことから、介在神経 AIB、AIZ、
AIY は高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動を制御しており、高濃度の匂いに対する
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行動を制御する介在神経ネットワークは低濃度の匂いに対する行動を制御する介在神経ネット
ワークと部分的に重複していることが示された。
感覚神経 ASH は後退運動を引き起こす指令介在神経 AVA および AVE と、感覚神経 ADL は
AVA 神経と直接シナプスを形成している(図 4-7d)(Chalfie et al., 1985)。AVA 神経を破壊すると
イソアミルアルコールに対する忌避行動が減弱したが、AVE 神経を破壊しても影響を及ぼさな
かった(図 4-7f)。さらに、AVA、AVE 神経を同時に破壊しても AVA 神経を破壊したときの効果
と同程度であった(図 4-7f)。これらのことから、指令介在神経 AVA はおそらくピルエット行動の
引き金となる後退運動を制御することで、高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動を調
節していると考えられる。

4.4. 様々な濃度の匂いに対する神経応答の測定
4.4.1. 感覚神経 AWC は低濃度の匂い刺激にのみ応答する
神経破壊した線虫の行動測定から、イソアミルアルコールへの走性は濃度に依存して関与する
感覚神経の組み合わせが変化することで調節されていることが明らかになった。そこで、感覚神
経 AWC、ASH、AWB、ADL がイソアミルアルコールに応答するのか、もし応答するのならば、
それらの応答が匂いの濃度に依存して変化するのかどうかを調べた。匂い物質を溶解させたバッ
2+

ファーを線虫の鼻先に当てることで刺激し、Ca インジケータ GCaMP で神経応答をライブイ
メージングした(第 2 章 2.9.1.参照)。
ON

OFF

1 対ある感覚神経 AWC は、ある嗅覚受容体の発現の有無でそれぞれ AWC 、AWC
ON

OFF

れており(Troemel et al., 1999)、AWC 、AWC

のいずれもイソアミルアルコールを取り除い

たときに活性化する(Chalasani et al., 2007)。過去に報告されていた通り、AWC
4

と呼ば

ON

2+

神経の Ca

6

のレベルは 10 、10 倍に希釈したイソアミルアルコールを加えたときに低下し、除いたときに
上昇した(図 4-8a,b の Wild-type)。しかし、予想に反して、AWC

ON

2

神経は先ほどよりも濃い 10

倍希釈のイソアミルアルコールには応答しないことが明らかとなった(図 4-8a,b の Wild-type)。
2

ON

この結果からは、高濃度(10 倍希釈)のイソアミルアルコール刺激により AWC
2

神経が損傷し、

匂いに応答できなくなった可能性も考えられる。そこで、10 倍に希釈したイソアミルアルコー
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4

ルを与えた後に、10 倍に希釈したイソアミルアルコールに対する AWC
たところ、AWC

ON

ON

神経の応答を測定し

4

神経は 10 倍希釈したイソアミルアルコールに応答を示した(図 4-8c,d)。従っ
ON

て、高濃度のイソアミルアルコール刺激による AWC

神経の機能の損失が、匂いに対する応答

の消失の原因である可能性は否定された。
ON

そこで、この応答の消失が AWC

ON

自体の制御によるものなのか、もしくは AWC
ON

経の制御によるものなのかを調べるために、unc-13 変異体における AWC

以外の神

神経の匂いに対する

応答を測定した。UNC-13 は、ほぼ全てのプレシナプスにおいて、シナプス小胞と細胞膜が融合
する準備段階のプライミングの過程で、UNC-64/シンタキシンに結合している UNC-18/シャペ
ロンを解離させることで、シンタキシンを膜融合が可能なコンフォメーションに変化させると考
えられている(Richmond et al., 1999; Sassa et al., 1999)。unc-13 変異体ではシナプス小胞が細
胞膜と融合できなくなり、神経伝達物質の放出が阻害される。野生型線虫のときとは異なり、
unc-13 変異体の AWC

ON

2

神経は 10 倍希釈のイソアミルアルコールに応答を示した(図 4-8e,f)。

このことから、高濃度のイソアミルアルコールに対する AWC

ON

神経の応答は、他の神経からの

神経伝達物質により抑制されていることが示唆された。

4.4.2. 高濃度の匂い物質からの忌避に関わる感覚神経は匂いの濃度に依存して応答が変化する
高濃度イソアミルアルコールに対する忌避行動にもっとも重要な役割を果たす感覚神経 ASH
2+

の応答を測定した。先行研究から、キニンや Cu などの侵害刺激を与えたときに、ASH 神経の
2+

Ca レベルが上昇することが分かっている(Hilliard et al., 2005)。感覚神経 AWC のときとは対照
2+

2

的に、感覚神経 ASH の Ca レベルは 10 倍希釈のイソアミルアルコールを与えたときに上昇し
4

6

2+

たが、10 、10 倍希釈のイソアミルアルコールを与えても Ca レベルの有意な上昇は観察され
なかった(図 4-8g,h の Wild-type)。この結果は、ASH 神経を破壊すると高濃度のイソアミルアル
コールに対する忌避行動は減弱するが(図 4-7a)、低濃度のイソアミルアルコールへの誘引行動に
は効果がみられないことと一致する(図 4-9a の Is[ASH::mCasp1])。また、人為的に ASH 神経を
活性化させると、忌避行動に重要な後退運動が引き起こされることが報告されている(Guo et al.,
2009)。以上のことから、感覚神経 ASH は高濃度のイソアミルアルコール刺激によってのみ活
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性化され、匂いの濃度が濃くなったときに忌避行動に重要な後退運動を引き起こしていると考え
られる。
次に、高濃度イソアミルアルコールに対する忌避行動に関与する感覚神経 AWB の応答を測定
した。AWB 神経は忌避性の匂い物質である 2-ノナノンに対する忌避行動を制御しており、2-ノ
ナノンを取り除いたときに活性化することが知られている(Troemel et al., 1995; Ha et al., 2010)。
2+

感覚神経 AWB の Ca レベルはイソアミルアルコールを取り除いたときに上昇し、ASH 神経の
2

4

6

ときと同様、10 倍希釈のときにのみその応答がみられ、10 、10 倍希釈のときは観察されなか
った (図 4-8j の Wild-type)。これらのことから、感覚神経 AWB は高濃度のイソアミルアルコー
ルを取り除いたときのみ活性化され、この神経応答が忌避行動を制御していると考えられる。予
2+

4

想に反して、AWB 神経の Ca レベルは 10 倍希釈のイソアミルアルコールを与えたときにも上
昇した(図 4-8i の Wild-type)。AWB 神経を遺伝学的に破壊した線虫の低濃度のイソアミルアルコ
ールへの化学走性を測定したところ、
僅かではあるが有意に誘引行動の減弱がみられた (図 4-9a
-4

の×10 の Is[AWB::mCasp1])。これらのことから、比較的低濃度のイソアミルアルコールを与え
たときにみられる AWB 神経の活性化は、低濃度のイソアミルアルコールへの誘引行動と関連し
ている可能性が考えられる(第 4 章 4.5.1.参照)。
最後に、高濃度イソアミルアルコールに対する忌避行動に関与する感覚神経 ADL の応答を測
定した。ADL 神経は、雌雄同体に対して忌避性のアスカロシドというフェロモン C9(ascr#3 と
も呼ばれている)を与えたときに活性化することが知られている(Jang et al., 2012; Srinivasan et
2+

2

al., 2012)。感覚神経 ADL の Ca レベルは、ASH 神経のときと同様、10 倍希釈のイソアミルア
4

ルコールを与えたときに上昇し、10 倍希釈のときには応答が観察されなかった (図 4-8k,l)。こ
れらのことから、感覚神経 ADL は高濃度のイソアミルアルコール刺激によってのみ活性化され、
忌避行動を制御していると考えられる。
以上の結果から、イソアミルアルコールの濃度に依存して感覚神経 AWC、ASH、AWB、ADL
における応答の強さ、もしくは応答のパターンが変化することが明らかとなった。このことから、
匂いの濃度の違いによって生み出された感覚神経における応答の差異が、匂いに対する行動を切
り替えていると推察される。
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4.4.3. ODR-3 は匂いの濃度に依存して異なる感覚神経で匂いのシグナルを伝達する
2+

野生型線虫の Ca イメージングにより、感覚神経 AWC、ASH、AWB でそれぞれ匂いの濃度
依存的な応答が観察された。そこで次に、図 4-5a に示すように匂いの濃度に依存した行動に欠
2+

陥を示す odr-3 変異体において、これらの感覚神経の Ca イメージングを行うことにした。ま
ず始めに、odr-3 変異体における感覚神経 ASH、AWB のイソアミルアルコールに対する応答を
2

測定した。その結果、ASH 神経の 10 倍希釈のイソアミルアルコールに対する応答は odr-3 変異
4

6

体で完全に消失した(図 4-8g,h の odr-3)。野生型線虫のときと同様、変異体においても 10 、10

倍に希釈したイソアミルアルコール対する応答はみられなかった(図 4-8g,h の odr-3)。これらの
ことから、ODR-3 は感覚神経 ASH においてイソアミルアルコールのシグナル伝達を制御してい
ると考えられる。一方、odr-3 変異体における感覚神経 AWB のイソアミルアルコールに対する
応答は野生型線虫の応答と変わらなかった(図 4-8i,j の odr-3)。しかし、odr-3 変異体の高濃度の
イソアミルアルコールに対する忌避行動の欠陥は AWB 神経に野生型の ODR-3 を発現させるこ
とで回復する(図 4-6a)。これら 2 つの実験から生じる矛盾の原因については第 4 章 4.6.1.に考察
する。
ON

次に、odr-3 変異体における感覚神経 AWC

のイソアミルアルコールに対する応答を測定し

た。しかし、どの希釈倍率のイソアミルアルコールに対しても odr-3 変異体は野生型線虫と同様
8

の神経応答を示した(図 4-8a,b の odr-3)。一方、odr-3 gpa-3 変異体では、10 倍に希釈したイソ
アミルアルコールに対する AWC

ON

神経の応答が、野生型線虫と比較して有意に低下した(図

4-8m,n の odr-3 gpa-3)。これらの結果は、低濃度のイソアミルアルコールへの化学走性の際、
odr-3 gpa-3 の二重変異体が、odr-3 変異体に比べてより強い欠陥を示すことと一致する(図 4-5a)。
従って、過去の行動実験で提唱されていたように、ODR-3 と GPA-3 の両方の Gα が感覚神経
AWC

ON

において低濃度のイソアミルアルコールのシグナル伝達を制御していると考えられる。

以上の結果から、ODR-3 は、感覚神経 AWC で低濃度のイソアミルアルコールのシグナルを、
感覚神経 ASH で高濃度のイソアミルアルコールのシグナルを伝達していることがわかった。こ
の結果は、過去の遺伝学的な行動解析(Lans et al., 2004)や、細胞特異的レスキュー実験(図 4-6a)
や細胞特異的ノックダウン実験(図 4-6d)の結果を支持するものであり、感覚神経 ASH の ODR-3
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を介したシグナル伝達が、高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動に重要であることを
示唆している。

4.5. 考察：匂いの濃度に依存した行動変化を制御する神経回路メカニズム
4.5.1. 匂いの濃度に依存した行動変化を制御する神経メカニズム
本研究では、哺乳類に比べて単純な神経回路をもつ線虫 C. elegans の化学走性に着目し、低
濃度では誘引性の匂い物質が、高濃度では忌避行動を引き起こす現象を「匂いの濃度に依存した
嗜好性の変化」のモデルにして神経回路レベルでの解析を行った。その結果、同じ匂い物質への
化学走性であっても、匂いの濃度の違いにより起こる誘引行動と忌避行動には異なる組み合わせ
の感覚神経が関与しており、それらの感覚神経では匂いに対する応答が濃度によって変化するこ
とが明らかになった。感覚神経 AWC は低濃度の匂い物質への誘引行動に重要であることが知ら
れている(Bargmann et al., 1993)。一方、odr-3 変異体の遺伝学的解析と神経破壊実験の結果か
ら、感覚神経 ASH が高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動に最も重要な役割を果た
2+

していることが明らかになった。さらに、Ca イメージングの結果から、感覚神経 AWC は低濃
度のイソアミルアルコールに対してのみ応答し、一方で、感覚神経 ASH は高濃度のイソアミル
アルコールに対してのみ応答を示すことがわかった。つまり、匂いの濃度に依存した行動変化の
制御に主要な役割を果たす感覚神経では、神経の種類ごとに匂い物質に応答する濃度の範囲が分
かれていた(図 4-10)。これにより、動物は、例えば誘引行動や忌避行動のような二者択一の行動
出力を確実に遂行できるようにしていると考えられる。
感覚神経 AWB 神経を破壊した結果と感覚神経 ASH を破壊した結果を比較すると、感覚神経
AWB が高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動に及ぼす影響は感覚神経 ASH に比べ
て小さい(図 4-7a)。AWB 神経は忌避性の匂い物質ノナノンに対する忌避行動を制御し、ノナノ
ンが除去されたときに活性化するため(Troemel et al., 1997; Ha et al., 2010)、図 4-8j (Wild-type)
2

に示した高濃度(10 倍希釈)のイソアミルアルコールを除去したときの AWB 神経の活性化は、
4

イソアミルアルコールからの忌避行動に重要であると考えられる。一方で、10 倍希釈のイソア
ミルアルコールを与えたときも AWB 神経は活性化した(図 4-8i の Wild-type)。それでは、この匂

- 68 -

いを与えたときの AWB 神経の活性化は行動にどのような影響を及ぼしているのだろうか。AWB
神経を遺伝学的に破壊した線虫では、低濃度のイソアミルアルコールへの誘引行動が僅かではあ
るが有意に減弱した(図 4-9a)。このことから、匂いを与えたときにみられる AWB 神経の活性化
は低濃度のイソアミルアルコールへの誘引行動に関与していると予想される。つまり、感覚神経
AWB は匂いの濃度の違いにより起こる誘引行動と忌避行動の両方の制御に関与していると考え
られる。限定的な場合においてであるが、単一の嗅覚神経がある匂い物質に対する行動を誘引か
ら忌避へと切り替え得ることが報告されている(Tsunozaki et al., 2008)。この知見は、AWB 神経
が匂いの濃度に応じた誘引行動と忌避行動の両方を制御している可能性を支持しており、AWB
神経が匂いの濃度に依存した嗜好性の切り替えに寄与していると考えられる。

4.5.2. 線虫ではハエとは多少異なるメカニズムで匂いの濃度に依存して嗜好性が切り替わる
最近になり、Drosophila において、匂いの濃度に依存した嗅覚行動の切り替えを制御する神
経メカニズムが報告された(Semmelhack and Wang, 2009)。食物の匂いであるリンゴ酢は、低
濃度では、誘引行動を制御するいくつかの糸球体を活性化し、誘引行動を引き起こす。一方、高
濃度のリンゴ酢は忌避行動を引き起こすが、このとき忌避行動を引き起こす糸球体が活性化され
ることに加えて、低濃度のリンゴ酢への誘引行動を引き起こす際に活性化される糸球体の活性化
も観察される。この結果とは対照的に、線虫では、高濃度のイソアミルアルコール刺激に対して、
誘引行動を制御する感覚神経 AWC

ON

の応答がみられなくなる。線虫において、誘引性匂い物質

を高濃度で刺激したときに観察される誘引行動に重要な感覚神経の応答の消失は、ショウジョウ
バエとは異なる、匂いの濃度変化に対して効率的に嗜好性を切り替えるメカニズムのひとつであ
ると言える。

4.5.3. 感覚神経 AWC
2+

ON

の高濃度の匂いへの応答が抑制されるメカニズム
ON

Ca イメージングの結果から、AWC

2

神経はイソアミルアルコールに対して 10 倍希釈のと

きのみ応答しなくなり、この応答の消失は AWC

ON

以外の神経からの神経伝達物質を介した神経

活動の抑制によるものであると考えられる(図 4-8a,b の Wild-type、4-8e,f の unc-13)。ここでは、
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2+

具体的にどの神経細胞が応答の抑制を行っているのかについて考察する。神経破壊実験と Ca

イメージングにより、高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動に重要な感覚神経 ASH、
2

AWB、ADL は、高濃度(10 倍希釈)のイソアミルアルコールに対してのみ応答するか、もしくは、
2

4

6

高濃度(10 倍希釈)のイソアミルアルコールに対して低濃度(10 倍もしくは 10 倍希釈)のときに
はみられない応答を示すことがわかった(図 4-8g-l)。これらのことから、これらの感覚神経の応
答がシナプス伝達を介して、高濃度のイソアミルアルコールに対する AWC

ON

神経の応答を抑制

している可能性が考えられた。そこで、感覚神経 ASH もしくは AWB を遺伝学的に破壊した株
2

ON

の 10 倍希釈のイソアミルアルコールに対する AWC

神経の応答を測定した。しかし、これら

の株では、unc-13 変異体でみられたような高濃度のイソアミルアルコールに対する AWC

ON

神経

の応答は観察されなかった(図 4-11a,b)。図 4-11c に示すように、感覚神経 AWC は、感覚神経
ADL とは直接シナプス接続しており、感覚神経 ASH とは介在神経 AIA を介して、感覚神経 AWB
とは介在神経 AIZ、AIA を介してシナプス接続している。また、匂いに長時間さらされることで
起こる感覚神経 AWC の匂いへの応答の消失は、介在神経 AIA から放出される神経ペプチドのネ
ガティブフィードバックにより制御される(Chalasani et al., 2010)。これらのことから、高濃度
のイソアミルアルコールに対する ADL 神経の応答が AWC

ON

神経の応答を直接的に抑制してい

る可能性や、ASH、AWB、ADL など複数の感覚神経の応答が AIA 神経に集約され AWC

ON

神経

の応答を抑制している可能性、もしくは、その両者の組み合わせが示唆される。これらの可能性
を検証するために、上記の候補神経を破壊した状態での AWC

ON

2+

神経の Ca イメージングや、介

在神経 AIA を破壊した線虫の化学走性の測定が有効であると考えられる。

4.6. 考察：匂いの濃度に依存した行動変化を制御する分子メカニズム
4.6.1. ODR-3 がイソアミルアルコールのシグナルを伝達する神経細胞
odr-3 変異体の細胞特異的レスキュー実験の結果から、感覚神経 ASH もしくは AWB で ODR-3
が機能することが高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動には重要であることが示唆
2+

された(図 4-6a)。一方で、odr-3 の細胞特異的ノックダウン実験や odr-3 変異体における Ca イ
メージングの結果から、高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動には、ASH 神経にお
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ける ODR-3 の機能は重要であるが、AWB 神経での機能は重要でないことが示唆された(図 4-6d)。
これらの実験結果から、ODR-3 は感覚神経 AWB では機能していない可能性が考えられる。odr-3
変異体の細胞特異的レスキュー実験において、AWB 神経に野生型の ODR-3 を発現させること
で odr-3 変異体の異常の表現型が回復したのは、レスキュー株の AWB 神経では ODR-3 が過剰
発現し、AWB 神経の忌避行動を出力する強さが正常より亢進したためかもしれない。この仮説
2+

2+

を検証するためには、レスキュー株の AWB 神経において Ca イメージングを行い、Ca 応答
が亢進しているか調べることが有効であると考えられる。もちろん、AWB 神経での odr-3 のノ
2+

ックダウン実験や AWB 神経での Ca イメージングにおいて、野生型線虫と差異があるものの本
研究ではそれを検出できなかったことも考えられるため、ODR-3 が感覚神経 AWB においても
機能している可能性を排除できるわけではない。

4.6.2. イソアミルアルコールを受容する神経細胞に発現する嗅覚受容体
2+

Ca イメージングにより、AWC 神経以外にもイソアミルアルコールに応答する感覚神経の存
在が明らかになった。ASH 神経や ADL 神経は、高濃度のイソアミルアルコールに対してのみ応
答を示した(図 4-8g,h,k,l)。このことから、これらの感覚神経にはイソアミルアルコールとの親
和性が低い受容体が発現しており、匂い物質の濃度が濃くなることで受容体と接触する匂い分子
の数が増え、これらの低親和性受容体でも受容されるようになった可能性が考えられる。実際、
匂い物質ジアセチルについては、RNAi スクリーニングにより、ある G タンパク質共役型受容体
の機能をノックダウンした線虫は高濃度のジアセチルに対する忌避行動に欠陥を示すことがわ
かり、その G タンパク質共役型受容体は、高濃度のジアセチルに対する忌避行動に重要だと考
2+

えられる感覚神経 ASH の Ca 応答には必要であるが、低濃度のジアセチルへの誘引行動に重要
2+

だと考えられる感覚神経 AWA の Ca 応答には必要でないことが明らかにされている(谷口、広
津ら、私信)。このことは、イソアミルアルコールに対しても同様の低親和性受容体が存在する
可能性を支持している。
感覚神経 AWB は低濃度と高濃度のイソアミルアルコール両方に対して応答し、匂いの濃度に
よって応答のパターンが異なっていた(図 4-8i,j)。AWB 神経における高濃度の匂いに対してのみ
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みられる応答から、ASH 神経や ADL 神経のときと同様に、AWB 神経にもイソアミルアルコー
ルの濃度が高くなければ結合しない低親和性の受容体が発現している可能性が考えられる。また、
AWB 神経における低濃度の匂いに対してのみみられる応答から、AWB 神経には、イソアミルア
ルコールに結合する高親和性の受容体も発現していると考えられる。そして、この受容体により
2+

引き起こされるであろう Ca 応答は高濃度のときにはみられなくなる(減弱する)ことから、
AWC 神経のときと同様に、高濃度の匂い刺激のときは他の神経からの抑制を受けている可能性
が考えられる。

4.7. 考察：匂いの濃度の差異により起こる行動の違いを制御する行動戦略を調節する
感覚神経の候補
過去の報告と本研究から、低濃度と高濃度の匂いに対する走性にそれぞれ重要な感覚神経が同
定され、また、そ れぞれの化学走性を制御 する行動戦略の作用の違 いも明らかになった
(Bargmann et al., 1993; Pierce-Shimomura et al., 1999; Iino and Yoshida, 2009)。感覚神経 ASE
は NaCl への誘引行動を制御する 2 つの行動戦略の両方を調節していることが示されている(Iino
and Yoshida, 2009)。そこで、ここではどの感覚神経が匂いの走性を制御する 2 つの行動戦略を
制御しているのかについて考察したい。まずは、低濃度の匂いの走性について記述する。感覚神
経 AWC は低濃度のイソアミルアルコールへの誘引行動に重要である(Bargmann et al., 1993)。
そこで、AWC 神経を遺伝学的に破壊した株の低濃度のイソアミルアルコールへの走性を測定し
たところ、その株では誘引行動が減弱し、匂いへ向かうように作用するピルエット応答と風見鶏
応答の両方が減弱した(図 4-12a,b)。これらのことから、低濃度のイソアミルアルコールへの誘
引行動を制御する 2 つの行動戦略は主に感覚神経 AWC によって制御されることが示唆された。
本研究で、感覚神経 AWB の低濃度のイソアミルアルコールへの誘引行動への寄与が予想された
ことから、AWB 神経の 2 つの行動戦略への関与の可能性についても調べたい。
続いて、高濃度の匂いに対する走性について記述する。高濃度のイソアミルアルコールから忌
避しているとき、匂いから遠ざかるように働くピルエット応答が観察された(図 4-4a の Higher
concentration of IAA)。イソアミルアルコールに対する忌避行動に最も重要な役割を果たす感覚
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神経 ASH を遺伝学的に破壊しても、忌避行動は減弱したが、ピルエット応答に変化はみられな
かった(データは示さない)。この原因として考えられるいくつかの可能性を以下に列挙する。ひ
とつは、匂いを忌避するピルエット応答に ASH 神経以外の感覚神経も関与している可能性であ
る。神経破壊実験の結果から、イソアミルアルコールに対する忌避行動には、感覚神経 AWB や
ADL も関与していることが示された。それゆえに、ASH 神経と AWB 神経もしくは ADL 神経、
または 3 つすべての感覚神経が匂いを忌避するピルエット応答に必要なのかもしれない。もう
ひとつは、ASH 神経の破壊により忌避行動の減弱は検出できるが、ピルエット応答の減弱は検
出できていない可能性である。ピルエット行動は、図 2-4d に示すように約 0.02-0.035 回/秒の
確率でしか起こらない頻度の低い行動であるため、測定する個体数を増やしたとしても、ピルエ
ット指数(olfactory pirouette index)は少ない回数のピルエット行動から算出されることになる。
ASH 神経を破壊した線虫の中には、図 4-7b の ASH ablation に示すように、匂い付近でピルエ
ット行動などを使った忌避行動を行わず、匂いに直進して死んでしまう個体も観察されるため、
死ぬことによって匂い突入後のピルエット行動は計測されなくなる。このような要因により、
ASH 神経を破壊したピルエット応答の分散が増し野生型線虫との差を検出できないのかもしれ
ない。この可能性を検証するために、別のアッセイ系で行動測定を行うことが有効であると考え
られる。最後に、高濃度のイソアミルアルコールから忌避しているとき、匂いに向かっていくよ
うな風見鶏応答を制御する感覚神経の候補について考察する。最も有力な候補は、低濃度のイソ
アミルアルコールへの誘引行動を主に制御し、このときの風見鶏応答に関与する感覚神経 AWC
2+

である。しかし、匂いをバッファーに溶かして線虫に匂いを与えたときの Ca イメージングの
ON

結果から、感覚神経 AWC
このことから、AWC

ON

は高濃度のイソアミルアルコールには応答しないことが示された。

神経が匂いに向かっていくような風見鶏応答を制御している可能性は考
OFF

え難いが、
感覚神経 AWC のもう片方の AWC
AWC

OFF

神経が高濃度のイソアミルアルコールに応答し、

神経が匂いに向かっていくような風見鶏応答を制御している可能性は考えられる。神経

破壊実験により、
高濃度のイソアミルアルコールに対する忌避行動に重要な感覚神経 ASH、AWB、
2+

ADL が同定され、Ca イメージングにより、これらの神経は高濃度のイソアミルアルコールに
応答することがわかった。これらの結果から、上記の感覚神経は確かに忌避行動には重要である
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が、匂いに向かっていくような風見鶏応答を制御している可能性も否定はできない。感覚神経
ASH を遺伝学的に破壊しても、風見鶏応答に変化はみられなかったが(データは示さない)、他の
AWB 神経や ADL 神経の風見鶏応答への関与や、ASH、AWB、ADL の複数の感覚神経の風見鶏
応答への関与の可能性はまだ検証できていないため、今後これらの神経を破壊した線虫の行動解
析を行っていきたい。また、高濃度のイソアミルアルコールの勾配上で、線虫が匂いに向かって
2+

いくような風見鶏応答を行っている際に、どの感覚神経が応答を示すのかを Ca イメージング
で測定することができれば、この問題の解決に貢献できるものと考えられる。
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結論
化学感覚は刺激の種類や強度によって変化することが知られている。しかし、ヒトを含む高等
動物は複雑な神経系を有しているために、化学感覚の神経回路上での情報処理機構を明らかにす
ることは困難である。本研究では、シンプルな神経系をもつ線虫の化学走性を指標として、化学
感覚の神経回路メカニズムの探索を行った。
線虫はピルエット機構と風見鶏機構という 2 つの行動戦略を用いて、NaCl に近寄ることが知
られている。本研究では、特定の神経を破壊した線虫の NaCl に対する行動を測定し、2 つの行
動戦略を制御する神経回路の同定を行った。その結果、2 つの行動戦略に用いられる塩濃度の情
報は、主に単一の感覚神経で受容されるが、部分的に異なる下流の介在神経や運動神経を介して
伝達され、2 つの行動応答を引き起こすアウトプットが出力されていることが示唆された。
嗅覚系においては、匂いの濃度に依存して嗜好性が変化することが知られている。神経破壊実
2+

験や Ca イメージングの結果、線虫では、匂いの濃度によって感覚神経の応答に差異が生み出
されることで、行動が切り替えられていることが示唆された。
本研究により、化学物質が受容されてから行動出力に至るまでの情報処理は、感覚神経や介在
神経、運動神経といった様々なクラスの神経で行われており、刺激の種類や強度によって情報処
理の様式も異なることを明らかにすることができた。今後、線虫の行動を指標にした神経回路レ
ベルの解析により、化学感覚の情報処理メカニズムの更なる理解が期待される。
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