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1.

序

1.1. C. elegans の摂食運動を解明する意義
摂食は全ての動物にとって生存に必須であることから、摂食行動は生理学の重要な研究対
象の一つとなっている。動物が栄養を体内に取り込むまでには様々な運動が伴い、広義の
摂食行動には餌の探索や咀嚼なども含まれる。動物の神経系・内分泌系は、外界の状況を
感覚受容して情報処理するとともに、生体内の恒常性維持のために絶えず個体内の栄養状
態・代謝状態を監視し、これらの情報を統合し摂食行動を制御する（Schwartz GJ et al.,
2013）
。摂食行動に影響を与えうる外的な要素として、餌の有無や侵害刺激などのストレッ
サーの有無などがあり、一方、内的な要素として、個体の栄養状態だけでなく、特定の栄
養素・味・匂いなどの好みや、他の刺激と関連付けられた餌の記憶なども含まれる。この
ように摂食行動には、外部環境・内部環境のさまざまな要素に依存して制御されるという
複雑な面があることから、その包括的理解のためには、限定的な行動要素だけでなく、研
究対象の動物種・系統、さらには個体ごとの生育環境など、様々な要素を考慮に入れて研
究する必要がある。しかし、哺乳類などの脊椎動物では摂食行動を構成する運動自体が複
雑であるため、摂食運動の調節メカニズムを解明することは容易ではない。そこで私は、
摂食行動に影響を与える刺激・条件と応答との因果関係を証明し、体内で起こる変化を明
らかにするための実験系として、線虫を用いて摂食運動の制御メカニズムの解明を目指す
こととした。
線虫 Caenorhabditis elegans（C. elegans）も、孵化後の全生涯においてほとんど常時、
摂食運動を行う。C. elegans を用いた実験の利点として、遺伝的背景が均一な系統が確立
されていることから遺伝的多様性による個体差を考慮しなくてよい点、様々な変異体が利
用可能な点、また、実験室で飼育可能であり、温度や餌の有無・種類などの飼育条件を任
意に調整でき、実験操作が摂食運動に与える影響について研究するのに都合が良い点など
が挙げられる（Brenner, 1974）
。また、摂食運動を研究する上で、摂食運動をいかに定量
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化するかは重要な問題であるが、C. elegans は咽頭筋の収縮・弛緩の動き（ポンピング）
を実体顕微鏡下で容易に観察することが可能であるため、この頻度を指標として摂食運動
を評価することができる。

1.2. C. elegans の摂食器官である咽頭（pharynx）とその運動

C. elegans は、頭部に位置するひょうたん型の咽頭（pharynx）と呼ばれる摂食器官で外
界から栄養源であるバクテリアを体内に取り込む（図１）（Avery and You, 2012）
。咽頭は
９個の上皮細胞、２０個の筋細胞、９個のマージナル細胞、４個の腺細胞、２０個の神経
細胞、６個のバルブ細胞で構成され、形態と機能から３つの部分、すなわち前方から、コ
ーパス（Corpus）
、イスムス（Isthmus）、ターミナルバルブ（Terminal Bulb；TB）に分
けられる（図１Ｂ、Ｃ）
。コーパスは、液体培地とともにバクテリアを取り込み、バクテリ
アを捕捉して液体のみを吐き出す機能をもつ。コーパスの断面は図１Ｃに示すように、中
央の空洞部分とその周辺にある３つの細い管（コーパスを縦断し、中央の空洞部分と液体
が行き来できる）から成る。摂食運動の際には筋肉の収縮・弛緩によって中央の空洞部分
の容量が変化する。すなわち、咽頭筋の収縮に伴って空洞部分の容量が大きくなり、この
とき培地とともにバクテリアが取り込まれる。反対に、咽頭筋の弛緩により、空洞部分の
容量は小さくなる。この運動が駆動される際、バクテリアは咽頭中央部分に捕捉され、一
方、液体培地は周辺の細い管を通って咽頭外に押し戻される。イスムスは、コーパスの動
きで集められたバクテリアを、イスムス・ペリスタルシスと呼ばれる蠕動運動により TB に
送る機能をもつ（Avery and Shtonda, 2003; Fang-Yen et al., 2009）
。コーパス及び TB の
動きは方向性を持たないが、イスムスを構成する咽頭筋の運動は方向性を持ち、コーパス
側から始まった収縮が後方の TB 側まで順に伝わることが明らかにされている。TB では、
イスムスから送られたバクテリアを細かく砕き、また、消化に向けて分泌液と混合する役
割を担う。コーパスと TB を構成するそれぞれの筋肉の収縮・弛緩サイクルは同期しており
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（Shimozono et al., 2004）
、この収縮・弛緩のリズミカルな運動をポンピングという。筋肉
が収縮する際に TB の内部に空間ができるため、実体顕微鏡を用いての運動の観察が容易で
ある。本研究では、この TB の動きを指標とし、摂食運動を定量化した。

1.3. C. elegans の摂食運動を制御する神経細胞について
電子顕微鏡の連続切片を再構成した研究から、咽頭は C. elegans の体を構成する他の器
官から解剖学的にほぼ独立した器官であることが明らかになっている。咽頭内には、14 種
類 20 個の神経細胞があるが（図２）
（表１）
、咽頭内神経系と体性神経系は、唯一、咽頭内
神経細胞 I1 と咽頭外神経細胞 RIP がギャップジャンクションを介して電気的に接続してい
る（Albertson and Thomson, 1976）
。咽頭内神経細胞の摂食運動（イスムス・ペリスタル
シスとポンピング）制御への寄与を明らかにするため、摂食運動に異常のある変異体の単
離が行われたが（Avery, 1993）
、摂食運動が制御不全になる変異は致死性を示す可能性があ
ることから、変異体に頼るアプローチには限界がある。また、薬剤を培地に添加すること
により、セロトニンをはじめとする生体アミンがポンピング頻度制御に関わることが明ら
かになっている（Horvitz et al., 1982; Avery and Horvitz, 1990; Hobson et al., 2003）
。し
かし、この方法では薬剤は咽頭だけではなく C. elegans 個体全体に影響を及ぼすと考えら
れるため、ポンピング頻度が咽頭以外の組織からの二次的な影響によって変化していると
いう可能性も否定できない。
別の方向からのアプローチとして、咽頭内神経細胞の破壊がポンピングおよびイスムス･
ペリスタルシスにどのような影響を与えるか観察した実験も行われた。この実験より、イ
スムス・ペリスタルシスに関して、M4 神経細胞が運動駆動に必須であることが明らかにさ
れた （Avery and Horvitz, 1987; Avery and Horvitz, 1989）
。一方、ポンピングに関しては、
ポンピング頻度が MC 神経細胞の破壊によって著しく低下したと報告されているものの
（Raizen et al., 1995）
、MC 神経細胞を含むすべての咽頭内神経細胞を破壊した C. elegans
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個体も低頻度のポンピングを継続することができた（Avery and Horvitz, 1989）
。この観察
結果から、ポンピングの駆動に咽頭内神経細胞は必須ではなく、咽頭筋には自発的に収縮・
弛緩する性質があり、神経細胞はその頻度を調節する役割を担うと考えられる。
ポンピングは C. elegans 個体の外部環境・内部環境によって変化する。ポンピング頻度
は餌によって高まり、これには MC 神経細胞が関与する（Avery and Horvitz, 1989; Raizen

et al., 1995）。また、セロトニンにもポンピング頻度を上昇させる効果がある（Horvitz et al.,
1982; Avery and Horvitz, 1990）
。このようなポンピング頻度を正に制御するメカニズムに
加え、負に制御するメカニズムの存在を示す観察結果も存在する。C. elegans は脱皮を繰
り返して成虫になるが、各脱皮状態に入る前に、動きを停止するリザーガス（lethargus）
と呼ばれる期間が存在し（Cassada and Russel, 1975）
、このとき、ポンピングも停止する
（Sherwood et al., 2012）。運動パターンの変化によって摂食運動が抑制される例も知られ
ている。たとえば、寒天培地上で飼育した C. elegans は体の背側の筋肉と腹側の筋肉を交
互に収縮・弛緩させ、その筋収縮の波を体の後方に伝えて培地上を移動するが（Bono and
Maricq et al., 2005）
、このとき虫は高頻度にポンピングを行っている。しかし、虫を水中
に移動させ遊泳運動を駆動させた時にはポンピングが抑制される（Vidal-Gadea et al.,
2012）。運動状態だけではなく、置かれた環境によってもポンピングは影響を受け、温度、
アルコール、重金属など様々なストレッサーにさらされることで（Jones and Candido,
1999; Hill et al., 2014; Dalliere et al., 2015）
、ポンピングは停止する。また、C. elegans
個体への触刺激のような物理的な刺激によっても摂食運動は抑制される（Keane and Avery,
2003; Chalfie et al., 1985）
。C. elegans の逃避運動を誘発する刺激である青色光も、ポン
ピング頻度を低下させる（Bhatla and Horvitz, 2015; Bhatla et al., 2015）
。このように複
数の要因によってポンピングが負に制御されることが知られているが、そのメカニズムに
ついてはまだ不明な点が多い。
本研究では、特にポンピングの「停止」を誘導するメカニズムについて調べることにし
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た。ポンピング停止のメカニズムを神経系の働きから理解するには、これまでに報告され
たポンピングに影響を与える変異体の観察結果が手がかりとなる。餌が存在しない環境下
では通常はポンピング頻度が低く維持されるが、有芯小胞のプライミングを担う分子
UNC-31/CADPS/CAPS の変異体 unc-31 では、餌がなくてもポンピングが高頻度で維持さ
れている（Dalliere et al., 2016）
。高濃度二酸化炭素環境下でポンピング頻度が低下する現
象についても、UNC-31 が関わる神経ペプチド依存性経路が関与することが示唆されてお
り（Sharabi et al., 2014）
、また、ヒートショックによりポンピング頻度が低下する現象に
は神経ペプチドのひとつである FLP-13 の関与が明らかになっている（Nelson et al., 2014）
。
このように、ペプチドや生体アミンにより餌の有無などの情報が咽頭へ伝達されることが
示されてきたものの、咽頭外の因子がどのような経路で咽頭に作用してポンピング頻度を
変化させるのか、また、そのときの咽頭内神経系の役割の実態についてなど、いまだ未解
明な部分が大きい。

1.4. 光作動性プロトンポンプ Arch について
近年、神経細胞や筋細胞の活動を制御する手法としてオプトジェネティクスが広まって
いる（Boyden, 2011; Zhang et al., 2011）
。光作動性のチャネル・ポンプを利用するオプト
ジェネティクスでは、光を刺激に用いるため時間的に精密な操作が可能であり、また C.

elegans のよ う な 体 の透 明 な 生 物 で は 細胞 を非 侵 襲 的 に 操 作 でき る。 本 研 究 で は、
Archaerhodopsin-3（Arch）を使用して任意の時間に筋肉の弛緩を誘導した。Arch は光作
動性プロトンポンプであり、緑色光照射によりプロトンを細胞外へ汲み出し、細胞内を過
分極させるタンパク質である（Chow et al., 2010）
。Arch は、C. elegans においてもその利
用が進んでいる（Okazaki and Takagi, 2012; Husson et al., 2012; Okazaki et al., 2014）。
本研究では、体壁筋に Arch を発現させた虫に緑色光を照射したときにポンピング頻度が低
下するという現象を報告するとともに、この現象に関わる神経回路の解明を目指した。
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前述のように、ポンピングは個体の体の状態に依存して変化する。このため、ポンピン
グの頻度調節の研究では、虫の運動を制限しない条件下でポンピングの観察を行うことが
望ましい。しかし、これまでの研究は、顕微鏡下で体を動かないように固定した虫にセロ
トニン添加によりポンピングを駆動させた状態で実験を行う例などがみられ、生理的条件
下でのポンピングの調節を忠実に反映していないと思われるものも多かった。本研究は、
自由に培地上を移動運動する C. elegans 個体を用いた点において、従来の類似の研究と比
較し、より生理的条件に近い環境で現象を観察しているといえる。また、前述のように光
遺伝学の長所として、光照射のタイミングを人為的に制御できる点が挙げられる。本研究
では、光照射によるポンピングの時間的変化、また、光照射を終了してからのポンピング
回復についても、詳細に観察を行った。
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2.

結果

2.1. C. elegans のポンピング頻度のゆらぎ
これまでに、C. elegans 個体のポンピング頻度は、餌の有無・種類、温度、外界からの
物理的刺激などで調節されることが報告されている。本研究ではまず、当研究室における
飼育・実験条件下、つまり、餌が豊富に存在し、温度変化や光刺激等の人為的な刺激のな
い条件におけるポンピングを観察した。図３に示したように、外界からの刺激がない状態
においても、C. elegans のポンピング頻度は常に揺らいでいた。本研究では特に、ポンピ
ングの頻度と個体の前進後退運動との関わりを考察するために、個体の前進後退運動とポ
ンピング頻度を観察したが、前進後退運動とポンピング頻度には、明確な対応関係は見ら
れなかった。
本研究における実験では、虫のポンピング頻度が活発なタイミングを狙って緑色光を照
射することとした。

2.2. 体壁筋弛緩はポンピング頻度の低下を誘導する
光作動性プロトンポンプ Arch は、緑色光照射によりプロトンを細胞外へ汲み出し、細
胞内を過分極させるタンパク質であり、光遺伝学の研究において興奮性細胞のサイレンシ
ングに利用されている。C. elegans においても、神経細胞あるいは筋肉細胞に Arch を発現
させ、この細胞に光を照射することにより、これらの細胞の活動を抑制できることが示さ
れている。本研究では、虫の体の動きを任意の時間に停止させることを目指し、移動運動
に必要とされる体壁筋に発現する myo-3 遺伝子プロモーター下流に Arch::gfp を繋げたト
ランスジーンを染色体外配列としてもつ ST300 系統 ncEx3031[myo-3p::Arch::gfp, rol-6d]
を作製した。Arch は細胞膜挿入配列等を付加しなくても、発現誘導するだけで細胞膜へ移
動する性質があり（Okazaki and Takagi, 2012）
、また、myo-3 プロモーターは体壁筋と陰
門筋における発現を駆動するプロモーターであるため（図４Ａ、Ｂ）
、ST300 系統の虫では、
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体壁筋と陰門筋の細胞膜上で Arch が機能する。体壁筋に Arch を発現誘導した虫に緑色光
を照射したところ、個体の移動運動が即時に停止することが再確認できた（Okazaki and
Takagi, 2012）
（図５Ａ、Ｂ）
。このとき、体が真直ぐになることおよび体長の伸長が観察さ
れたことから、体壁筋弛緩により移動運動が停止したと考えられる。体長の伸長と移動運
動の停止は、緑色光を照射した１分間維持されており、光照射を止めると即時に回復した。
しかし、光照射時に咽頭のポンピングが抑制されるという、予想外の現象に私は気がつ
いた。そこで、光照射前の１分間、光照射中の１分間、光消灯後１分間の計３分間につい
て記録し、１分間の緑色光照射のポンピング頻度への影響について観察した（図５Ｃ）
。ポ
ンピングを活発に行っている虫に緑色光（光強度：22 mW/mm2）を照射すると、ポンピン
グ頻度はすぐに低下し始め、30 秒後には完全に停止した。Arch は機能するために、捕因子
オールトランスレチナール（ATR）を必要とするが、C. elegans は自身で ATR を合成する
能力を持たないため、Arch がプロトンポンプとして機能するためには、虫の餌に ATR を
混ぜて与える必要がある。本研究では、コントロールとして、ATR を含まない餌を与えた
虫を用いた。この虫への緑色光照射がポンピング頻度に影響を与えなかったことから（図
５Ｃ）
、ポンピング頻度低下は体壁筋において発現した Arch がプロトンポンプとして機能
したことにより誘導されたといえる。光照射停止後、虫の体長と運動はすぐに元の状態に
戻ったのに対し、ポンピング頻度の低下は約 30 秒間継続しており、光照射とポンピング抑
制には時間的な差が見られた。この結果は、ポンピング頻度の抑制が、光照射による咽頭
筋の直接のサイレンシングによるものではないことを示唆する。

myo-3 遺伝子は、C. elegans の体壁筋と陰門筋で特異的に発現するミオシン重鎖 A タン
パク質をコードすることから、myo-3 プロモーターにより発現が駆動された Arch は体壁筋
と陰門筋に発現しており、咽頭には分布しないはずである。体壁筋弛緩の時間経過と、ポ
ンピング頻度の低下の時間経過に違いがあったことも、Arch は咽頭筋には発現しないこと
を裏付けていると考えられるが、このことを確認するため、私は蛍光顕微鏡を用いて GFP
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の発現パターンを調べた。咽頭筋を識別するために、咽頭特異的なミオシン重鎖タンパク
質をコードする myo-2 遺伝子のプロモーターを利用した（Ardizzi and Epstein, 1987）
（図
４Ｃ）
。myo-2 遺伝子プロモーターに mCherry を、myo-3 プロモーターに arch::gfp を繋い
だプラスミドをトランスジーンとして持つ C. elegans 系統（ST326）を作製し、コンフォ
ーカル顕微鏡によって発現パターンを観察したところ、咽頭筋では GFP シグナルは認めら
れず、mCherry のシグナルと GFP のシグナルが重なり合わなかった（図４Ｃ）
（Ardizzi and
Epstein, 1987; Okkema et al., 1993）。この観察結果は、Arch::GFP が咽頭筋に発現誘導さ
れている可能性を否定するものである。以上の観察より、myo-3p::Arch::gfp を持つ虫への
緑色光照射によって直接咽頭筋がサイレンシングされることはなく、C. elegans には体壁
筋のサイレンシングにともなう体の状態変化を受容し、咽頭のポンピング頻度の低下を誘
導するメカニズムが存在することが強く示唆された。
しかし、Arch はプロトンポンプであるため、光照射によって、興奮性細胞のサイレンシ
ングと同時に発現細胞周辺の pH を低下させると考えられ、この pH の変化がポンピングの
頻度の低下を誘導している可能性もある。例えば、光照射により Arch が活性化した際、Arch
発現細胞の近傍の細胞で発現している pH 感受性イオンチャネルが活性化し、ここから何ら
かのシグナルが伝達される可能性などが考えられる（Zeng et al., 2015）
。現在の技術では、
Arch による細胞操作の際に、過分極以外の生理学的な変化がどれほど惹起されるのか正確
に判断することはできないため、私は Arch 以外の光遺伝学的ツールを用いたサイレンシン
グを試みることにして、ACR2 に着目した。ACR2 は、青色光照射によって細胞をサイレン
シングする機能をもつ陰イオンチャネルである（Govorunova et al., 2015; Doi et al., 2017）
。
ACR2 が光照射により活性化すると、チャネルが開き、主に塩化物イオンが細胞内に流入す
ることから、細胞のサイレンシングによる細胞外 pH が変化することはない。そこで
ACR2::GFP を myo-3 プロモーターの下流に繋いだ系統（ST371）を作製した。ST371 系
統の個体に青色光（1.5 mW/mm2）を照射したところ、Arch を発現させた個体と同様、移
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動運動の停止およびポンピングの頻度低下が観察された（図５Ｄ）
。この結果は、pH の変
化ではなく体壁筋の弛緩がポンピング頻度の抑制を誘導するシグナルであることを支持す
るものである。
虫の体壁筋の弛緩は、移動運動の停止と体長の伸長という二つの変化を誘導したが、ど
ちらの変化がポンピングの頻度低下に重要なのだろうか。私は、虫が前進移動運動するこ
とが高ポンピング頻度の維持に必要なのかを検証するため、運動異常の表現型を示す

unc-54 変異体における体壁筋弛緩によるポンピング頻度低下現象を観察した。UNC-54 は
体壁筋を含む多数の筋肉で発現する主要なミオシン重鎖タンパク質であるが、咽頭筋には
発現していない。unc-54 変異体は、ほとんど移動運動をすることはないが（Dibb et al.,
1985）
、unc-54 変異体の通常状態におけるポンピング頻度は、N2 個体と比較して明確な差
は見出されなかった（図５Ｅ）。さらに、 unc-54 変異（ e190 ）の遺伝的背景において

myo-3p::Arch::gfp を発現する系統においても、緑色光照射によって野生型（N2）と同様に
ポンピング頻度が停止した（図５Ｅ）
。この時、光照射前 0.5 秒時の体長と比較して、光照
射後 0.5 秒後の体長が 1.5 ± 0.6％（n = 4）伸長したことから（図６）
、unc-54 変異体にお
いて、体壁筋弛緩は、移動運動の変化ではなく、体長の伸長を引き起こす刺激であるとい
える。また、無脊椎動物筋肉の太い繊維の構成要素であるパラミオシン遺伝子 unc-15 に変
異があり、unc-54 と同様に移動運動に異常を示す変異体 unc-15（e73）を用いて同様の実
験を行ったところ（Kagawa et al., 1989）
、この系統においても同様にポンピング頻度の低
下が観察された（図５Ｆ）。これらの観察から、「移動運動が停止する」ことより「体長が
伸長する」ことがポンピング停止を引き起こすのに必要な変化であると推測した。

2.3. 神経細胞が正常に機能するために必要なタンパク質に欠陥のある各種変異体における
体壁筋弛緩によるポンピング抑制実験
このポンピング頻度低下にかかわる神経メカニズムを明らかにするために、神経伝達等
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に異常のある様々な C. elegans 変異体を用いて、体壁筋弛緩の実験を行った（図７）
。もし、
体壁筋弛緩を誘導してもポンピング頻度が低下しない変異体が見つかれば、その因子がポ
ンピング頻度低下を誘導に関連することが明らかになると予想した。緑色光によるポンピ
ング頻度の変化を比較するため、緑色光照射直前の 10 秒間のポンピングの回数を基準とし
て、緑色光の照射直後 10 秒間のポンピング回数（図７Ｐ）と照射停止直後の 10 秒間のポ
ンピング頻度（図７Ｑ）を調べた。しかし、光照射によるポンピング頻度低下が完全に阻
害されるような単独変異体は見られなかった。アセチルコリン、グルタミン酸、GABA の
関与を調べるために、それぞれ小胞アセチルコリントランスポーターUNC-17/VAChT をコ
ードする遺伝子の変異体 unc-17、小胞グルタミン酸トランスポーターEAT-4/vGluT をコー
ドする遺伝子の変異体 eat-4、GABA 生合成酵素 UNC-25/GAD をコードする遺伝子の変異
体 unc-25 を用いて実験をしたが、これらの変異体においても緑色光照射により N2 と同様
にポンピング頻度が低下したことから、これら古典的な神経伝達物質のいずれか一つだけ
に依存してポンピング頻度が低下しているわけではないことが明らかになった。
高頻度のポンピングの維持には、咽頭 MC 神経細胞からのアセチルコリンの放出が重要
であると報告されている（Raizen et al., 1995）
。シナプス小胞の関与する神経伝達物質（ア
セチルコリンを含む）の放出ができなくなると考えられる snt-1 変異体において（Nonet et

al., 1993）、緑色光を照射する前からポンピング頻度は非常に低かったことは、これまでの
報告を裏付けている（図７Ｂ）。しかし、snt-1 変異体においても、緑色光照射による体壁
筋弛緩により、ポンピング頻度がさらに低下した。snt-1 に加え、アセチルコリンによる神
経伝達に欠損のある unc-17 を用いた結果も同様の傾向を示していたことから、緑色光照射
によるポンピング頻度の低下は MC 神経細胞の機能抑制だけは説明することができないこ
とが明らかになった。
ただし、N2 と比較したときに低下様式が異なる変異体が存在した。緑色光照射直後のポ
ンピングの抑制が早い変異体は unc-29、unc-25、egl-3 変異体、逆に遅いものは unc-7 変
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異体であった（図７Ｐ）
。照射停止後のポンピングの回復が早い変異体は unc-31 変異体で
あった（図７Ｑ）
。私は、ポンピング抑制効果を顕著に阻害した二つの変異体、unc-7 変異
体と unc-31 変異体に着目した。前述のように N2 では、光照射後ポンピング頻度はすぐに
低下し始め、30 秒後には完全に停止し、光照射を停止後、ポンピングは徐々に回復するが
約 30 秒間以上の間、抑制は完全には消失しないというパターンを示したが、ギャップジャ
ンクションを形成するイネキシンの一つである UNC-7 の変異体 unc-7 は（Starich et al.,
2009）
、緑色光照射してからしばらくポンピング頻度は高いまま維持され、その後低下した
（図７Ｈ）
。また、カルシウム依存性有芯小胞の放出に関与する UNC-31 の変異体 unc-31
では（Speese et al., 2007）
、光照射開始直後は N2 と同様のパターンでポンピング頻度が低
下したが、1 分間の光照射中は完全にポンピングが停止することはなく、また、光照射停止
後すぐにポンピング頻度が回復した（図７J）。これらの結果から、体壁筋弛緩によるポン
ピングの完全な停止にはギャップジャンクションと有芯小胞からの因子の放出が関連する
ことが示唆され、以下の実験ではこれら二つの変異体に絞ってさらに詳しく調べることと
した。

2.4. ポンピング頻度抑制を部分的に担う UNC-7 依存性経路と UNC-31 依存性経路が存在
する
これまでの実験で用いた ncEx3031[myo-3p::Arch::gfp]系統の染色体外トランスジーン
による Arch の発現はモザイク状であり、すべての体壁筋において Arch が発現するわけで
はないため、弛緩の程度は個体差が大きく、緑色光照射時のポンピング頻度の抑制にも個
体間でばらつきがみられた。そこで、Arch の発現量の細胞間・個体間のばらつきを減らす
た め 、 ゲ ノ ム DNA に ト ラ ン ス ジ ー ン を 挿 入 し た ncIs53[myo-3p::Arch::gfp,

rig-3p::mCherry]系統（インテグレート系統）を作成した（図８）。
私はまず、インテグレート系統においても、unc-7、unc-31 変異を遺伝的背景にもつ虫へ
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の緑色光照射により、染色体外配列によってモザイク状に Arch 発現誘導した系統と同様の
時間経過でポンピング頻度が低下することを確かめた。10 mW/mm2 の緑色光照射により
（図９Ａ）
、ncIs53 系統では、光照射から約 40 秒でポンピングが停止した。unc-7(e5)変異
体では、光照射後、しばらく高頻度のポンピングが続き、光消灯後の回復も時間がかかっ
た（図９Ｂ）
。unc-7 変異の別アレルである unc-7(e139)においても、同様の傾向を示した（図
10Ａ）
。対照的に、unc-31(e928)変異体では、ポンピングの低下は N2 と同様に素早く誘導
され、回復は早かった（図９Ｃ）
。unc-31 変異の別アレル unc-31(e169)も、同様の表現型
を示した（図 10Ｂ）
。以上のとおり、インテグレート系統においても同様の結果が得られた
ことから、UNC-7 依存性経路は体壁筋の変化に即時に応答するポンピング抑制シグナルを
咽頭内に伝える特徴があり、UNC-31 依存性経路は、抑制効果が現れるのに時間はかかる
が、体壁筋弛緩が終わっても抑制効果が長く続く特徴があることを確かめることができた。
私は続いて、
UNC-7 の関わる抑制経路と UNC-31 の関わる抑制経路の関係を調べるため、

unc-7(e5)と unc-31(e928)の二重変異体を作製した。この二重変異体に緑色光 10 mW/mm2
を照射したところ、ポンピングの頻度低下は約 40％まで制限された（図９Ｄ）。それぞれの
単独変異体よりも強い表現型を示したことから、UNC-7 の関わる抑制経路と UNC-31 の関
わる抑制経路は少なくとも部分的には独立して働き、ポンピングを抑制していると推測で
きる。
さらに、このポンピング抑制に光強度がどのように関係するのか、低い光強度（2.5
mW/mm2）で実験したところ、N2、unc-7、unc-31 変異体背景においてポンピングは抑制
され、その抑制の強さは 10 mW/mm2 に比べて小さくなり（図９Ａ、Ｂ、Ｃ）
、光照射開始
から１分後のポンピング頻度は、平均してそれぞれ 24%、74%、46％となった。低強度光
照射では、二重変異体のポンピング頻度は小さく（図９Ｄ）
、光照射１分後の平均の抑制は
約 95％だった。この事実は、弱い光照射のとき、ポンピング抑制シグナルはほとんど
UNC-31 依存性経路と UNC-7 依存性経路によって伝えられることを示している。
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逆に、高強度（40 mW/mm2）の光を照射したとき、N2 系統は光照射直後にポンピング
頻度が低下した（図９Ａ、図 11、図 12）。unc-7、unc-31 各変異体および unc-7;unc-31 二
重変異体においても、光照射直後にポンピング頻度の低下が見られ、光照射後１分後では
ほぼ完全にポンピングが低下していた（図９Ｄ、図 11、図 12）。光消灯後の回復について
は、N2 および unc-7 では遅く、光消灯後１分でも、完全には回復しなかった一方で（図９
Ａ、Ｂ、図 11、図 12）
、unc-31 および unc-7;unc-31 二重変異体では、早い回復を示した（図
９Ｃ、Ｄ）
。
この結果より、低強度光照射によるポンピング抑制に関わる主要な経路として UNC-7 に
依存する抑制経路と UNC-31 に依存する抑制経路の２つが存在し、それらが独立してポン
ピング頻度抑制に寄与することが明らかになった。また、高強度光照射により、二重変異
体においてもポンピング頻度低下が誘導されたことから、これら二つ以外の因子を介した
ポンピング抑制機構が同時に存在することも明らかになった。

2.5. UNC-7 依存性抑制シグナルは I1 神経細胞を介してポンピング頻度の低下を誘導する
これまでに、UNC-7 は咽頭では I1 神経細胞で発現していることが報告されている
（Starich et al., 2009）
。咽頭は解剖学的に咽頭外からほぼ独立しているが、咽頭内の I1 神
経細胞と咽頭外の RIP 神経細胞がギャップジャンクションで連絡しており、これが咽頭内
外を繋ぐ唯一の神経連絡である（Albertson and Thomson, 1976）
。これらの事実から、私
は UNC-7 依存性の抑制経路は I1 神経細胞を介するという仮説を立て、これを検証するた
めに I1 神経細胞焼却がポンピング頻度低下に及ぼす影響を調べることにした。なお、この
実験では、UNC-7、UNC-31 両者に非依存性のポンピング抑制機構の関与をできるだけ除
外するために中低強度の光照射を行うこととし、5.5 mW/mm2 の緑色光を用いた。この光
強度で unc-7;unc-31 二重変異体に照射した場合、ポンピング頻度は１分後に約 20%しか低
下しなかった（図 14）
。
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I1 神経細胞をレーザーによって破壊した虫に緑色光を照射しポンピング頻度低下を調べ
たところ（図 13）
、緑色光を照射してからポンピング頻度が低下するまでの時間が長くなっ
た（p < 0.1。N2 は n = 3 個体、 I1 破壊 N2 は n = 4 個体）
。これは、unc-7 変異体にお
けるポンピング抑制の時間経過と同様である（図 14、15）
。さらに、unc-31 変異体の I1 神
経細胞を破壊すると、緑色光を照射してもポンピングが継続した（図 14、15）
。このときの
ポンピング頻度低下の割合は平均 30％であり、この値は unc-31 変異体のものとは異なり
（p
< 0.05。unc-31 は n = 3 個体、I1 破壊 unc-31 は n = 5 個体）、unc-7;unc-31 二重変異体の
結果と似ていた。これらの観察結果は、I1 神経細胞の破壊により UNC-7 の関わる抑制経路
が機能しなくなったことを示しており、UNC-7 依存性経路が I1 神経細胞を経由すること
を支持するものである。また、UNC-31 依存性の抑制経路には RIP-I1 経路を介した咽頭外
神経系からの情報が必要ではないことも同時に示唆している。
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3.

考察

本研究において、私は C. elegans における体壁筋弛緩によるポンピング抑制という新しい
現象を報告した。野生型（N2）個体では体壁筋弛緩開始後ポンピングは徐々に抑制され、
弛緩終了後、ポンピングは徐々に回復した。これまでに、様々な刺激によりポンピングが
抑制されることが報告され、抑制機構解明を目指して様々な変異体を用いた遺伝学的解析
が行われているが、ポンピング抑制が完全に阻害される変異体は報告されておらず、抑制
経路は複数存在することが示唆されていた。本研究の変異体を使った観察から、筋の弛緩
に対する時間的応答性の異なる２つの主要なポンピング抑制経路、すなわち UNC-7 依存性
経路と UNC-31 依存性経路が存在することを示した。さらに、低強度光照射により誘導さ
れた弛緩のときに unc-7;unc-31 の二重変異体においてポンピング抑制効果がほぼ完全に阻
害されたことから、これら２つの抑制経路が少なくとも一部は独立・並行して機能するこ
とが明らかになった（図 16）
。

3.1. ポンピングの頻度低下を誘導する刺激について
体壁筋に発現させた Arch の緑色光照射による活性化はポンピング頻度の低下を誘導し
た。さらに、Arch と異なる機構で興奮性細胞をサイレンシングする光依存性アニオンチャ
ネル ACR2 を体壁筋で活性化させた場合でも、
同様にポンピング頻度の低下が確認された。
これらの結果は、体壁筋のサイレンシング、そしてそれにともなう弛緩がポンピング頻度
低下シグナルを導く刺激であることを裏付けている。では体壁筋の弛緩はどのように受容
されているのだろうか？ 体壁筋の弛緩は、個体の体長の伸長と同時に移動運動の停止を
もたらすので、運動停止がポンピング抑制の引き金となっている可能性が考えられる。し
かし、自発的にほとんど動かない unc-54 変異体においても高頻度のポンピングが観察され
ており、さらに unc-54 変異体の体壁筋での Arch の活性化による弛緩誘導はポンピングの
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頻度を低下させたことから、体壁筋弛緩によるポンピングの停止には、移動運動の停止と
いうよりむしろ体長の伸長が重要であると考えられる。

C. elegans には自身の体の曲がりを感知する神経細胞として、DVA 神経細胞、B 型運動
神経が報告されていることから（Li et al., 2006、Wen et al., 2012）、本研究における人為
的な体壁筋弛緩により、これらの神経細胞が体の情報を受容しポンピング抑制誘導の引き
金となった可能性がある。一般的に、動物には、筋の動きと伸長を受容する様々なタイプ
の機械受容器が存在する（Proske and Gandevia, 2012）
。今回の結果は C. elegans におい
ても体壁筋の弛緩に伴う伸長を受容するシステムが存在することを示唆しているが、その
実態解明は今後の研究課題である。

C. elegans の体の伸びを受容する受容器の問題と並行して、身体のどの部分の伸長がポ
ンピング抑制回路が機能するのに重要なのかも興味深い点である。本実験では、虫の全身
に緑色光を照射して体壁筋弛緩を誘導したことから、myo-3 プロモーターによって Arch の
発現が誘導された筋肉細胞すべて、つまり全身において弛緩が誘導されている。今後は、
領域を限定した光照射などを行い、ポンピング頻度低下に効果的な弛緩領域を探索するこ
とが可能である。体壁筋の弛緩がどの受容器で受容されるのかも含め、本研究の今後の展
開として興味深いテーマである。
私は、unc-7、unc-31 および unc-7;unc-31 二重変異体を用いた実験結果から、ポンピン
グ抑制経路には UNC-7 依存性経路と UNC-31 依存性経路があることを明らかにした。し
かし、高強度の蛍光を照射した場合、unc-7;unc-31 二重変異体においてもポンピングが低
下したことから、UNC-7/innexin 依存性抑制経路と UNC-31/CADPS/CAPS 依存性抑制経
路以外に、ポンピング頻度の低下を導くメカニズムが存在していることが明らかとなった。
高強度の照射光は、虫の体内において、例えば pH の変化など生理学的な変化を誘導してい
る可能性があり、これらの変化が直接咽頭に影響を与えている可能性は否定できない。今
後の研究により、Arch の誘導する筋弛緩以外の変化によるポンピング抑制を誘導するトリ
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ガーとなる刺激やメカニズムが明らかになるだろう。ACR2 を利用した実験は、この未同定
のメカニズムを明らかにする手掛かりとなると期待している。

3.2. UNC-7 依存性抑制経路について

unc-7 変異体を用いた実験結果より、ポンピング抑制経路の一つは UNC-7 が関与するこ
とが明らかになった。UNC-7 は C. elegans のギャップジャンクションを形成するイネキシ
ンであり（Starich et al., 1993）
、咽頭内神経系では I1 神経細胞で発現が確認されている
（Starich et al., 2009）
。I1 神経細胞は、咽頭外神経細胞 RIP とギャップジャンクションを
形成しているため（Albertson and Thomson, 1976）、unc-7 変異体では I1-RIP の電気的連
絡が消失していると考えられる。I1-RIP 経路は、咽頭内外を直接繋ぐ唯一の経路であり、
ポンピング抑制に対して I1 神経細胞破壊が UNC-7 欠損とほぼ同様の効果をもたらしたこ
とは、UNC-7 が I1 神経細胞で機能し、咽頭外からのシグナルを咽頭内に伝えていることを
示唆している。
I1-RIP の電気的な連絡がポンピング抑制の重要な経路であることは、これまでにも、イ
ベルメクチンを用いた研究、タップ刺激に応答したポンピング抑制の研究、光遺伝学によ
る I1 神経細胞の活動操作の研究から示唆されている。イベルメクチンは線虫のグルタミン
酸作動性クロライドチャネルのアゴニストであり、イベルメクチンを与えた C. elegans が
死亡する原因は摂食運動が阻害されるためだと考えられているが、この薬剤に対する耐性
を獲得した C. elegans 変異体として unc-7 変異体が報告されている（Dent et al., 2000）。
また、胴部への軽い触刺激により誘導されるポンピング頻度低下に関しても、unc-7 変異体
ではポンピング抑制の程度が小さくなったとの報告がある（Keane and Avery, 2003）
。さ
らに、光遺伝学的手法を用いて I1 神経細胞を人為的に興奮させるとポンピング頻度が上昇
し、抑制するとポンピング頻度が低下した（Trojanowski et al., 2014; Bhatla et al., 2015）
。
これらの知見から、咽頭外からの刺激が I1 神経細胞の過分極を導き、ポンピングを停止さ
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せると推測できる。本研究において観察されたポンピング頻度低下においても、UNC-7 依
存性抑制回路では RIP の過分極がギャップジャンクションを介して I1 神経細胞に伝えられ
ている可能性がある。

unc-31 変異体は、緑色光の照射を停止したときのポンピング頻度の回復が N2 よりも早
かったことから、照射終了後に UNC-7 依存性抑制経路は体壁筋の状態に速やかに反応して
RIP-I1 に脱分極性の電位変化を引き起こし、この電位変化が抑制からの回復にも機能する
と推測できる。
本研究から、I1-RIP の接続がポンピング頻度の調節に重要であることが示唆されたが、
RIP は体性神経系からどのようにシグナルを受容しているのか、また、I1 に伝えられたシ
グナルはどのような経路によりポンピング頻度低下を実現するのか、本研究の実験からは
未解明である。

3.3. UNC-31 依存性抑制経路について

unc-31 変異体の観察から、有芯小胞に充填される神経伝達物質依存性のポンピング抑制
経路の存在が明らかになった。この経路によるポンピング抑制効果は、刺激強度に依存す
る性質があったことから、UNC-31 依存性抑制経路は累積的な効果をもつ因子の放出に関
与する可能性が高いと考えられる。UNC-31 は神経ペプチドと生体アミンの放出に関わる
ことが明らかになっており（Speese et al., 2007, Sieburth et al., 2007）
、これまでに、様々
な刺激によるポンピング抑制システムに UNC-31 が関わることが指摘されている（Avery,
1993; Sharabi et al., 2014; Dalliere et al., 2015）
。ポンピングの頻度制御に関わる神経ペプ
チドあるいは生体アミンの同定と放出を担う神経細胞を特定するには更なる解析が必要だ
が、咽頭外の神経細胞のみで発現し、咽頭のポンピング頻度を調節できる神経ペプチドが
存在すること（Kim and Li, 2004; Papaioannou et al., 2005）
、加えて、本研究の体壁筋弛
緩操作は咽頭外の出来事であり、I1 神経細胞を破壊した虫においても体壁筋弛緩によりポ
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ンピング頻度が低下したことから、咽頭外で放出されたペプチドやホルモン性の液性因子
が RIP-I1 経路を介さずに直接咽頭に作用している可能性が高い。UNC-31 に依存する神経
ペプチド・生体アミンがどのようにポンピング抑制をもたらすのか、さまざまな可能性が
考えられる。これまでに、咽頭の筋肉の電気生理学的解析により、細胞外液に添加するこ
とでポンピングの頻度を低下させる効果がある神経ペプチドが同定された（Papaioannou

et al., 2005）。これらが、本研究における実験条件下においても、咽頭の筋肉や神経細胞に
作用し（Rogers et al., 2001）
、ポンピング頻度を低下させている可能性がある。すでに C.

elegans のポンピングの頻度を低下させる機能が明らかにされている神経ペプチドのひと
つは FLP-13 であり（Rogers et al., 2001; Papaioannou et al., 2005）
、ヒートショックによ
るポンピング頻度の低下において重要な役割を担うと報告されていることから（Nelson et

al., 2014）、私は体壁筋弛緩によるポンピング抑制への FLP-13 の関与を確かめるために
flp-13 変異体を用い体壁筋弛緩の実験を行ったが、ポンピング頻度低下の時間経過は N2 と
顕著な差がなかった（図７）
。本研究の観察からは FLP-13 の関与を完全に否定することは
できないが、もし FLP-13 が関わっているとしても他の複数の神経ペプチドあるいは生体ア
ミンと共同して作用すると考えられる。

3.4. ポンピングを止める生理的意義について
本研究の結果は、これまでに報告されているポンピング停止を誘導する因子の他に、C.

elegans 個体の姿勢もポンピング頻度の調節に関わることを示唆している。通常の生活環境
下においても、運動・姿勢がポンピングに影響を与えることを示唆する例がある。C. elegans
は、培地上を這っているときは基本的にはポンピングを継続させるが、水中に移動させる
と、虫は泳ぎ運動を示し、このときポンピングが止まることが報告されている（Vidal-Gadea

et al., 2012）。また、物理的に体を不動化したときにもポンピングは停止する（Trojanowski
et al., 2014）。満腹（satiety）、lethargus、ヒートストレスなども、運動を抑制すると同時
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にポンピング頻度を低下させることが知られている（Cassada and Russell, 1975; Van
Buskirk et al., 2007; Nelson et al., 2015; Hill et al., 2014）。本研究で見出された筋の弛緩
によるポンピング抑制現象の生理的な意味は現時点では不明であるが、運動・姿勢の変化
に応じて協調的にポンピングを調節するための生理機構を反映しているのかもしれない。
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4.

材料と方法

4.1. C. elegans の飼育
線虫 C. elegans は、大腸菌 OP50 を餌として塗布した育成培地（Nematode growth
medium; NGM）上で飼育した。野生型系統として N2 を用いた（Brenner, 1974）
。線虫飼
育プレートは、室温 23℃あるいは 20℃のインキュベータで保管した。特に、ATR を含む
プレートは遮光したコンテナで保管した。

4.2. 光照射実験条件
光遺伝学の実験に用いたオールトランスレチナール（all-trans-retinal/ATR）（Toronto
Research Chemicals inc., CANADA）は、100％エタノールに溶かし、100 mM ストックを
作り、-20℃で遮光保存した。実験に使用する前に、OP50 培養溶液に最終濃度 500 μm に
なるよう ATR を加え、４℃冷蔵庫で保管した。保管中、また、実験操作中の光への暴露な
どで ATR が分解されることを考慮し、この ATR を含む OP50 溶液は作成後２週間以内に
使い切ることとした。光遺伝学に用いる虫を選別しプレートに移動させる直前に、この ATR
を含む OP50 溶液を NGM プレートに塗布した。光遺伝学実験に用いる虫は蛍光実体顕微
鏡下で GFP を強く発現している個体を選別した。
選別した虫は１プレートに１匹ずつ乗せ、
ATR プレート上で８時間以上育成し ATR を体内に取り込ませた後、光照射実験に用いた。
虫を乗せた ATR プレートは、光照射実験を行うまで遮光したコンテナに入れ、室温 23℃あ
るいは 20℃のインキュベータで保管した。
虫のポンピングは、蛍光実体顕微鏡（MVX10, OLYMPUS）に対物レンズ MV PLAPO 2xC
（OLYMPUS）を取り付け、家庭用ビデオカメラ（GZ-HM570B, JVC）で記録した。蛍光
光 源 は U-HGLGPS （ OLYMPUS ） を 用 い 、 緑 色 光 照 射 に は RFP 用 フ ィ ル タ ー
（ U-MRFPHQ/XL, OLYMPUS ）、 青 色 光 照 射 に は GFP 用 フ ィ ル タ ー （ U-MWIB3,
OLYMPUS）を透過した光を照射した。一定時間の光照射を行うために用いたシャッター
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（SSH-R, シグマ光機）は、シャッターコントローラー（SSH-C2B）と PC ソフト
（SSH-C2B_Demo_Software）で操作した。虫を乗せたプレートの底面に蛍光マーカー
（TOMBO、蛍コート やまぶきいろ）を塗り、緑色光が照射されたときに記録画面全体の
明度が上がるようにした。虫は自由にプレート上を運動できるため、動画記録中は虫の頭
部が撮影画面から外れないように、手動でプレートを移動させた。また、咽頭が焦点から
ずれると TB が不鮮明になるので、記録しながら焦点も調節した。
体長伸長と運動の計測実験の際は、光照射実験の直前に、ピッカーを使って餌を塗布し
ていない NGM プレートに虫を移動させた。これは、自動解析ソフトを適用し虫の体長を
検出する際に、虫が這った餌の跡が障害になるのを防ぐためである。光が当たったタイミ
ングは、観察画面内に置いた蛍光剤入りアガロースの蛍光から判断した。実験に使用した
実体顕微鏡、シャッター、ビデオカメラはポンピングの観察に使用したものと同様。
緑色光および青色光の照射蛍光強度はそれぞれの実験で異なるため、本文中に記載した。

4.3. プラスミド作成法
野 生 型 C. elegans N2 系 統 ゲ ノ ム を 鋳 型 に 、 プ ラ イ マ ー Rig-3p_f_Sph
aaGCATGCggaaaaatgtgagatcttcgctgaaa

（

）

と

Rig-3p_r_Sph

（aaGCATGCgaatgaagttcttctgcaaggaatga）を使って rig-3 遺伝子の上流約 4.3 kb を増幅
した。この DNA フラグメントを SphI で切断し、制限酵素 SphI で処理した pDEST-PL
（Kuroyanagi et al., 2010）（東京医科歯科大学・黒柳秀人博士より寄贈）に挿入し
pDEST-rig-3p を 作 製 した 。 プ ラ ス ミド pGW-rig-3p::mCherry は 、 Gateway system
（Invitrogen, San Diego, USA）により、pDEST-rig-3p と pETR-mCherry の LR 反応に
より組み換え、作製した。
pMT001（myo-3p::ACR2::gfp）は、pDEST-myo-3p と pENTR-ACR2::gfp （Doi et al.,
2017）を組み替えて作成した。 myo-3p::Arch::gfp は、Okazaki et al., 2012 において記載
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されている pOKA049 である。

4.4. トランスジェニック系統作製法
トランスジェニック系統作製のためのプラスミドのインジェクションには、倒立顕微鏡
（Axiovert 135M, Zeiss）とマニピュレーター（MMN-1, Narishige）を使用した。インジ
ェクション用ガラス針は、芯入硝子管（DG-1、Narishige）をプラー（NARISHIGE, MODEL
PC-10）で一段引きして作製した。マイクロキャピラリーでプラスミド溶液を吸い、インジ
ェクション用ガラス針に注入した。針内の圧力を 1.0 気圧にして、針先を軽くガラスに擦り
付けることで先端に穴を空けた。針先の穴の大きさと内圧を 1.0 から 2.0 気圧まで変化させ
ることで溶液の射出加減を調節した。針先を生殖腺に刺し DNA を注入するインジェクショ
ン操作を 20-30 匹の野生型 C. elegans 雌雄同体成虫に対して行い、形質転換マーカーを発
現した次世代の個体を選別し（F1）
、このうちさらに次世代（F2）まで表現型を維持した虫
を系統として確立した（Mello et al., 1995）
。OKA049 (myo-3p::Arch::gfp) （100 ng/

）

と pGW-rig-3p::mCherry (50 ng/μl）を N2 にインジェクションし、ST357 系統（ncEx9112
を も つ ） を 作 製 し た 。 pOKA049 (75 ng/μl) 、 pRF4 (rol-6d, 125 ng/μl) 、 pCFJ90
(myo-2p::mCherry, 10 ng/μl)をインジェクションし、ST326 系統（ncEx9198 をもつ）を作
製した。pMT001 (300 ng/μl) と pRF4 (rol-6d, 100 ng/μl)を N2 にインジェクションし、
ST371 系統（ncEx3941 をもつ）を作製した。 ST300 系統（ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp;

rol-6d)をもつ）
（Okazaki et al., 2012）と変異体を掛け合わせることで、それぞれ変異を遺
伝的背景に持つ C. elegans 系統を作製した。
ST302: unc-31(e928) IV;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST303: snt-1(n2665)

II;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST304: egl-3(n729)
V;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST305: tph-1(n4622)
II;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST306: unc-29(e193)
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I;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST308: unc-49(e382)
III;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST309: unc-25(e156)
III;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST310: unc-17(e245)
IV;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST311: unc-54(e190)
I;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST312: eat-4(ad572)
III;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST313: cat-1(e1111)
X;cnEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST314: unc-7(e5)
X;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST315: inx-4(e1128)
V;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST319: tdc-1(n3420)
II;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d), ST320: flp-13(tm2427)
IV;ncEx3031(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d)
掛け合わせの際の変異体ホモ個体の選別法は以下の通りである。

unc-31、snt-1、unc-25、unc-17、unc-54、unc-7 は、運動異常を指標にそれぞれの変異
ホモ個体を選別した。

egl-3(n729)は、卵の産み方の異常を指標にホモ個体を選別した。
unc-29(e193) は、レバミゾール耐性を指標にホモ変異体を選別した（Fleming et al.,
1997）
。

eat-4(ad572)は、linkage group (LG) III に存在し、eat-4 遺伝子座から約 0.8 Mb 離れた
染色体上に位置する unc-49 遺伝子のアレル unc-49（b403）を利用し、変異ホモ個体を選
別した。

cat-1(e1111)は、LG X に存在し、cat-1 遺伝子座から約 1.9 Mb 離れた染色体上に位置す
る unc-18 遺伝子のアレル unc-18（e81）を利用し、変異ホモ個体を選別した。

inx-4(e1128)は、LG V に存在し、inx-4 遺伝子座から約 1.0 Mb 離れた染色体上に位置
する unc-68 遺伝子のアレル unc-68（e540）を利用し、変異ホモ個体を選別した。
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flp-13（tm2427）は deletion 変異であるため、C. elegans から抽出したゲノム DNA を
鋳型に PCR を行い、増幅された DNA 断片の長さを電気泳動により調べ、ホモ個体を選別
し た 。 Forward （ GTAGACACACAATCGTCGACTAAATGAGATCC ） と Reverse1
（ATCTGAACTCTGAACGAAATTCAATATCCG） を使った場合、flp-13 野生型アレルな
ら 852 bp のフラグメントが増幅されるが、flp-13（tm2427）だと何も増幅されない。また、
Forward と Reverse2（ATCCAGATGGATCCATTTCTCCTGACTT）を使った場合、flp-13
野生型アレルなら 993 bp のフラグメントが、flp-13（tm2427）なら 613 bp のフラグメン
トが増幅される。上記二つの組み合わせの PCR を行い、flp-13（tm2427）ホモ個体を選別
した。

tph-1（n4633）は deletion 変異であるため、C. elegans から抽出したゲノム DNA を鋳
型に PCR を行い、増幅された DNA 断片の長さを電気泳動により調べ、ホモ個体を選別し
た。Reverse プライマーn4622_3UTR（CTGGGACAAAGAAAGGGACA）と deletion 変
異の内側に対応する Forward プライマーn4622_del（CAAGTCGTGTTTCGGAGGAT）を
使った場合、野生型アレルなら 2.4 kb のフラグメントが増幅されるが、tph-1（n4633）だ
と何も増幅されない。また、Reverse プライマーn4622_3UTR と forward プライマー
n4622_5UTR（TCTTGTTTCCCGGGTTAGTG）を使った場合、野生型アレルなら 5.6 kb
のフラグメントが、tph-1（n4633）なら 2.1 kb のフラグメントが増幅される。上記二つの
組み合わせの PCR を行い、flp-13（n4633）ホモ個体を選別した。

tdc-1（n3421）は deletion 変異のため、PCR によって genotyping した。Forward プラ
イマーtdc-1_n3421_F（CTTCAGGAATGACACGTGACGAATTCCGTC）と deletion site
の 内 側 に 存 在 す る 配 列 に 対 応 す る Reverse プ ラ イ マ ー tdc-1_n3421_R1
（AAGAGCCTGTGTGAGTTTGAAACGATCACGTACC）を使って PCR すると、野生型
アレルの場合 1.1 kb のフラグメントが増幅されるが、tdc-1（n3421）の場合何も増幅され
ない。また、Forward プライマーtdc-1_n3421_F と Reverse プライマーtdc-1_n3421_R2
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（CTTCCTCAGCGATCACAGCTTTTACACTGTCGT）を使って PCR すると、tdc-1 野生
型アレルならば 1.8 kb のフラグメントが、tdc-1（n3421）ならば 1.2 kb のフラグメントが
増幅される。上記２つの組み合わせの PCR を行い、tdc-1（n3421）ホモ個体を選別した。

4.5. 蛍光タンパク質発現個体の観察
mCherry、GFP の発現の観察には、正立顕微鏡（BX50WI、オリンパス；対物レンズ
UPlanApo 100×油浸レンズ、オリンパス）にセットアップした共焦点レーザースキャニン
グシステム（Fluoview FV300、オリンパス）を用いた。プレパレーションには４%のアガ
ーパッドを用い、10 mM のレバミゾールで麻酔をした虫を観察した。

4.6. 染色体へ外来遺伝子が挿入された系統（インテグレート系統）の作製法
ST357 [N2;ncEx9112 (rig-3p::mCherry, myo-3p::Arch::gfp)]系統の若い成虫を、１プレ
ートあたり 20 匹乗せたプレートを 5 枚用意した。線源であるコバルト 60 から 20-25 cm の
位置にプレートを置き、10 分間 γ 線照射を行った（約 30 Gy の γ 線に暴露した計算になる）
（Shioi et al., 2001）
。γ 線照射は名古屋大学コバルト 60 照射施設で行った。
約 5 時間後、γ 線照射した個体を新しい直径６cm の NGM プレートに移動させた。一晩
卵を産ませた後、親（γ 線照射個体）を取り除いた。このプレート上で成長した子孫（F1）
のうち、強い mCherry の蛍光シグナルを示すものを 10 匹ずつ６cm プレートに移動させ、
このプレートを 40 枚作った。このプレートから生まれた個体（F2）のうち、強い蛍光シグ
ナルを示す個体約 400 匹を選別し、一匹ずつ３cm プレートで育成し、子孫全てに蛍光シグ
ナルを示す系統を選択した。これらの系統の染色体は γ 線照射により意図しない部位に変異
が入っている可能性があることから、N2 との交配を７回行い、目的挿入配列以外の配列を
N2 に 近 づ け た 。 こ こ で 得 ら れ た イ ン テ グ レ ー シ ョ ン 系 統 T322[N2;ncIs53

（myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry）]系統では、染色体のどこに外来配列が挿入された
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のか同定していない。
ST322 [N2;ncIs53（myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry）]とそれぞれの変異体を掛け合
わせることにより、それぞれ遺伝子の変異を背景に持つ C. elegans 系統を作製した。
ST323: unc-31（e928） IV; ncIs53（myo-3p::Arch::gfp, rig-3p:: mCherry）
ST324: unc-7（e5） X; ncIs53（myo-3p::Arch::gfp, rig-3p:: mCherry）
ST325: unc-31（e928） IV; unc-7（e5） X; ncIs53（myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry）
ST361: unc-31(e169) IV; ncIs53(myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry)
ST362: unc-7(e139) X; ncIs53(myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry)
ST363: unc-15 (e73) I; ncIs53(myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry),

4.7. 光強度の測定方法
光センサー（#9742, 日置電機）を装着した光パワーメーター（#3664, 日置電機）を用
い、実体顕微鏡ステージ上で光センサーの受光素子（面積 92 mm2）に焦点を合わせ、蛍光
強度を測定した。青色光は 470 nm、緑色光は 550 nm の波長を計測した。受光素子上で蛍
光が当たっている部分の面積を計算し、蛍光強度の実測値を面積で割ることによって単位
面積あたりの光強度値を算出した。

4.8. ポンピングの計測
取得した動画（30 fps）は wmv ファイルに変換し、Windows Movie Maker を使用して
加工した。プレビュー画像を見て光が照射されたタイミングを確認し、
「光照射前 1 分間－
光照射中 1 分間－光消灯後 1 分間」の 3 分間の部分を切り出し、0.25 倍速で解析用動画と
して出力・保存した。この 12 分の動画を再生しながら、フリーソフト LapTime を用いて
ポンピングしたタイミング（ターミナルバルブに注目し、グラインダーが後方に移動し元
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の位置に戻るという動きを１回のポンピングとした）を記録し、エクセルファイルに保存
した。この記録から、任意の時間にポンピングをした回数を算出した。
N2、unc-31、unc-7、unc-7;unc-31 遺伝背景の個体に関して、光を照射する前 30 秒間の
ポンピング回数が 25 回／10 秒間に満たない試行は除外した。

4.9. two-photon レーザーを用いた神経細胞破壊
レーザー照射を行う１～３時間前に、蛍光実体顕微鏡を用いて破壊する細胞においてマ
ーカータンパク質を発現している幼虫（L1 から L2 ステージ）を選別した。虫の固定には
４％アガーパッドを用い、10 mM レバミゾールにより不動化した。神経細胞のレーザーア
ブレーションには、名古屋大学理学研究科生命理学専攻・森郁恵教授研究室に設置されて
いる顕微鏡（ZEISS, LSM880; 制御ソフト: ZEN2 black edition; two-photon レーザー発生
装置: Chameleon, COHERENT; 対物レンズ: ZEISS Plan-APOCHROMAT 63×油浸レン
ズ）
を利用した。
破壊前に、
虫の咽頭全体をコンフォーカル撮影し、
I1 細胞における mCherry
の発現を確認し、処理前の状態として画像を保存した。破壊する細胞の細胞体に焦点を合
わせ、細胞体全体を囲むように選択した領域内に 860 nm の波長のレーザー（Bleaching
Mode; Pixel Dwell: 8.24 μsec; Iterations: 20; laser power: 100%）を照射した。標的細胞に
おける蛍光シグナルの消失を指標に、細胞を破壊できたと判断した。多くの細胞は、1-2 回
の照射で細胞体を破壊することができた。レーザー照射の回数の上限を 8 回と決め、細胞
体の破壊が確認できるまで照射を繰り返した。処理後、細胞が壊れたことを確認するため、
レーザー照射直後に咽頭全体をコンフォーカル撮影し、アブレーション後の状態として保
存した。細胞破壊した虫は ATR を含む OP50 を塗布したプレートに移動させ、回復・成長
させた。プレートは遮光コンテナに保存し、23℃室温あるいは 20℃インキュベータで保管
した。アブレーション操作から１～３日後、成虫まで成長した虫のみに対して行動実験を
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行った。行動実験後コンフォーカル顕微鏡（FV300, OLYMPUS）を用いて咽頭の撮影を行
い、蛍光シグナルの消失を指標に、標的細胞の破壊を確認した。

4.10. 統計解析
N2 と各変異体の比較は、クラスカル・ワーリス検定の後に Steel 法にて多重比較検定を
行った。N2、unc-7、unc-31、unc-7;unc-31 の二重変異体の比較は、クラスカル・ワーリ
ス検定の後に Steel-Dwass 法にて多重比較検定を行った。N2、unc-31 の細胞破壊の比較に
は、マン・ホイットニー検定を行った。
統計解析には、Excel 2013 （Microsoft）にアドインソフト Statcel4 （エクセル統計、
オーエムエス出版）を登録して利用した。統計的な検定の結果は図中において、**: p < 0.01、
*: p < 0.05、†: p < 0.1、n.s.: not significant（有意差なし、0.1 < p）で示した。

4.11. 体長の伸長と虫の移動速度の計測

C. elegans 個体の体長の計測法については、これまでに報告されている方法に基づいた
（Okazaki et al., 2014）
。動画の画像を２値化し虫のシルエットを抽出・細線化し
（WriggleTracker, ライブラリ）
、この線を 11 に分割し線分の長さを算出し（Move-tr/2D、
ライブラリ）
、これらの合計を虫の体長とした。光刺激前の 30 秒間の虫の体長の平均を定
常状態の体長と定義し、光照射による体長変化率を調べた。観察視野内に配置された蛍光
液を含んだアガロースの小片の明るさが変化することを指標に、光照射のタイミングを決
定した。動画記録中、自由探索している虫のシルエットが環状になってしまい、ソフトが
虫の体を正しく識別できない場合があった。この理由による誤った定量の可能性を排除す
るため、解析後動画を見直し、明らかにソフトが認識できない状態を記録・解析している
場合はその部分の記録を削除した。
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unc-54;Ex（myo-3p::Arch::gfp, rol-6d）の体長伸長は、光照射 0.5 秒前の体長と 0.5 秒後
の体長を比較することで定量化した。動画データから該当時間のフレームを BMP 画像とし
て保存し、画像処理ソフト ImageJ を使用して C. elegans 個体の体長を計測した。
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5.

表

表１ 14 種の咽頭内神経細胞とこれまでに明らかになっている性質
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6.

図

図１ C. elegans の摂食器官である咽頭の図
(A) 咽頭は、虫の頭部に存在する。
(B) 頭部の拡大図。本研究における計測の際に使用した動画より、１コマを抜き出した。咽
頭は、頭部より、コーパス（Corpus）
、イスムス（Isthmus）
、ターミナルバルブ（Terminal
Bulb, TB）と呼ばれる部分に分かれている。
(C) ポンピングの模式図。咽頭の筋肉は放射状に配置されており、コーパス収縮により咽頭
の内腔に空間が生まれ、バクテリアを含む溶液が吸い込まれる。このとき、ターミナル
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バルブの筋肉もコーパスの収縮とほぼ同時に収縮する。筋肉が弛緩すると、バクテリア
は濾し取られ、液体が外に排出される。この収縮・弛緩のサイクルをポンピングという。
濾し取られたバクテリアは、イスムスの蠕動運動によりターミナルバルブに送られる。
これを、イスムス・ペリスタルシスと呼ぶ。ポンピング数回に対して１回、イスムス・
ペリスタルシスが観察される。
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図２ 咽頭内神経系を構成する神経細胞
咽頭内に存在する 14 種類 20 個の神経細胞。（L/R）の表記があるものは、左右１対、２
つの神経細胞がある。
（この図では片方しか図示していない）
運動神経細胞は紺、介在神経細胞は橙、その他の神経細胞（運動神経細胞と介在神経細
胞両方の性質をもつもの、感覚受容を担うと考えられるものなど）は緑で表記した。
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図３ 自由運動時の C. elegans 個体の運動とポンピング頻度
N2; Ex（myo-3p::Arch::gfp, rol-6）個体を餌あり条件下で 10 分間にわたり観察した。こ
の個体は、Rol（回転）表現型を示し、円を描くように移動運動をする。
（上段）前進運動（濃い赤）と後退運動（青）を示す期間を表した。どちらの色でも示さ
れていない期間は、移動せず静止していた期間を表している。外界からの刺激が与えられ
ていない状態では、虫は長期の前進運動と、短期の後退運動を示した。
（中段）10 秒間あたりのポンピングの回数。集計に用いたデータは、下段と同じ。ポンピ
ングの頻度は自発的に変動していた。
（下段）１秒間あたりのポンピングの回数。それぞれの色の示すポンピング回数は右下に
示した。全くポンピングをしなかったときは濃い青、１秒間に６回ポンピングしたときは
赤で示した。外界からの刺激がない状態でも、ポンピング頻度は常に揺らいでいた。10 分
間の観察の前半部分では、虫が頻繁に後退運動を示した後にポンピング頻度の低下が見ら
れる傾向があるようにも見えたが、後半部分ではそのような傾向は見られず、ポンピング
頻度と個体の前進後退運動との明らかな相関は見られなかった。
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図４ myo-3 プロモーターを利用した体壁筋における遺伝子発現誘導。myo-3 プロモーター
は咽頭筋に遺伝子発現を誘導しない。
(A) ST300 系統成体の蛍光写真。myo-3 プロモーターの下流に arch::gfp を繋ぎ、発現を誘
導した。
GFP の蛍光は虫の頭部から尾部に渡って観察できた。スケールバーは 100 μm。
(B) （A）の白の四角で囲った部分の拡大図。Arch::GFP が体壁筋において発現しているこ
とを確認した。筋状に蛍光シグナルが見えた。スケールバーは 20 μm。
(C) ST326 Ex（myo-3p::Arch::gfp, myo-2p::mCherry）個体の蛍光写真。緑色のシグナル
は咽頭を囲むように分布していた。myo-2p::mCherry は咽頭筋のマーカー。スケール
バーは 50 μm。
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図５ 緑色光照射により誘導された体壁筋の過分極により筋肉が弛緩し、C. elegans 個体の
移動速度は低下し体長が伸長した。
(A) 緑色光（22 mW/mm2 ）の照射により、体壁筋に Arch を発現する系統 ST300 Ex

（myo-3p::Arch::gfp, rol-6d）個体の移動速度が低下した。移動速度低下は光照射直後
から誘導され、光照射１分間にわたり継続した。光を消灯すると即座に移動再開した。
１分間の光照射は、グラフ中に緑色で示した。５個体から１回ずつ記録を取った。グラ
フの黒線は５試行の平均を、灰色の部分は標準誤差を示している。
(B) 光照射前の１分間の体長の平均を 100％とし、相対的な体長変化率を示した。伸長は光
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照射直後から始まり、光照射期間１分間に渡り、約５％の体長伸長が続いた。光消灯直
後は、約 10 秒間にわたり平常状態よりも体長が短い期間が存在するが、約 20 秒後には
元の長さに戻った。
（A）と同じ試行から得た数値を元にグラフを作製。グラフの黒線は
５試行の平均を、灰色の部分は標準誤差を示している。
(C) ST300 Ex（myo-3p::Arch::gfp, rol-6d）個体に緑色光を照射し、体壁筋弛緩を誘導して
いるときのポンピング頻度。光強度は 22 mW/mm2。緑色光照射により、だんだんとポ
ンピングの頻度が低下し、30 秒後にはほぼ完全に停止した（黒線、11 個体、灰色の領
域は標準誤差を示す）。コントロールとして ATR を含まないプレートで飼育した虫に緑
色光を照射したときは、動きの停止・体長の伸長は確認できず、また、ポンピング頻度
も変化しなかった（橙色線、４個体、黄色の領域は標準誤差を示す）
。
(D) ST371 Ex（myo-3p::ACR2::gfp, rol-6d）個体に緑色光を照射し、体壁筋弛緩を誘導し
ているときの 10 秒間あたりのポンピング頻度。光強度は 1.5 mW/mm2。青色光照射に
よりポンピング頻度の低下が観察され、その様式は Arch 発現個体に緑色光を照射した
とき（C 参照）と似ていた。
（黒のシンボル、19 個体、エラーバーは標準誤差を示す）
。
コントロールとして ATR を含まないプレートで飼育した虫に緑色光を照射したときは、
動きの停止・体長の伸長は確認できず、また、ポンピング頻度も変化しなかった（白抜
きシンボル、16 個体、エラーバーは標準誤差を示す）。
(E) ST311 [unc-54（e190）;ncEx3031（myo-3p::Arch::gfp, rol-6d）] に緑色光（5.5 mW/mm2）
を照射したときのポンピング頻度の変化。10 秒間に観察されたポンピングの回数をプ
ロットした。エラーバーは標準誤差を示す。n＝11 個体。
(F) ST363 [unc-15（e73）;ncIs53 (myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry)] に緑色光（5.5
mW/mm2）を照射したときのポンピング頻度の変化。10 秒間に観察されたポンピング
の回数をプロットした。エラーバーは標準誤差を示す。n＝11 個体。
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図６ ST311 [unc-54; Ex(myo-3p::Arch::gfp, rol-6d)]個体に緑色光を当てると、体長が伸長
し、体が直線化した。２つのクロスマークは、光照射前の虫の頭部先端と尾部先端を示し
ており、上下の写真で同じ位置にある。上の写真は、光照射の 0.5 秒前のフレーム。下の写
真は、同一個体の光照射開始後 0.5 秒のフレーム。スケールバーは 100 μm。
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図７ ぞれぞれの神経伝達欠損変異を遺伝的背景に持つ個体において Ex(myo-3p::Arch::gfp,

rol-6d）を導入し体壁筋弛緩を誘導したときのポンピング頻度変化を調べた。
（A）ST300 Ex（myo-3p::Arch::gfp, rol-6d）の体壁筋弛緩によるポンピング頻度変化。黒
のシンボルは ATR 存在下で飼育した個体、白抜きのシンボルは ATR 非存在下で飼育した
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個体を用いた。使用したデータは図５（C）と共通。光強度は 22 mW/mm2。エラーバーは
標準誤差を示した。この条件は、図２内の結果に共通。
（B）ST303 [snt-1（n2665） II;ncEx3031]の結果。n＝５個体
（C）ST306 [unc-29（e193） I;ncEx3031]の結果。n＝５個体。
（D）ST310 [unc-17（e245） IV;ncEx3031] の結果。n＝５個体。
（E）ST309 [unc-25（e156） III;ncEx3031] の結果。n＝５個体。
（F）ST312 [eat-4（ad572） III;ncEx3031] の結果。n＝５個体。
（G）ST308 [unc-49（e382） III;ncEx3031] の結果。n＝５個体。
（H）ST314 [unc-7（e5） X;ncEx3031] の結果。n＝１０個体。
（I）ST315 [inx-4（e1128） V;ncEx3031] の結果。n＝９個体。
（J）ST302 [unc-31（e928） IV;ncEx3031] の結果。n＝１９個体
（K）ST304 [egl-3（n729） V;ncEx3031] の結果。n＝５個体。
（L）ST319 [tdc-1（n3420） II;ncEx3031] の結果。n＝８個体。
（M）ST320 [flp-13（tm2427） IV;ncEx3031] の結果。n＝１０個体。
（N）ST313 [cat-1（e1111） X;ncEx3031] の結果。n＝５個体。
（O）ST305 [tph-1（n4622） II;ncEx3031] の結果。n＝５個体。
（P）緑色光照射直前の 10 秒間のポンピングの回数を基準に、緑色光照射開始直後 10 秒間
のポンピングの回数を相対的に示した。エラーバーは標準誤差を示す。＊は p < 0.05 を示
す。
（Q）緑色光照射直前 10 秒間のポンピングの回数を基準に、緑色光を消灯してから 10 秒
間のポンピングの回数を相対的に示した。エラーバーは標準誤差を示す。＊＊は p < 0.01
を示す。
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図８ N2; ncIs54（myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry）の蛍光写真
(A) 成虫個体の蛍光画像（全身）。頭部から尾部まで、緑色蛍光シグナルが確認できる。
(B) （A）の図の胴部の拡大。Ex 系統と同様、体壁筋の筋を識別することができ、Arch が
細胞膜に局在していることが推測される。
(C) （A）の図の頭部の拡大。咽頭と体の境界を白の破線で示した。I1 神経細胞の細胞体を
白の矢印で示した。I1 神経細胞は左右一対存在し、長い軸索を頭部の先端まで伸ばす。
この図では左右の細胞が重なっている。
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図９

ncIs53（myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry）をもつ系統に緑色光を照射し、それ

ぞれのポンピング頻度低下を調べた。照射した光強度は図中に示した。エラーバーは標準
誤差を示す。
（A） ST322 [N2 ncIs53 (myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry)]系統に緑色光を照射する
ことにより、ポンピング頻度の低下を誘導した。照射強度に依存し、強度が大きく
なるほどポンピング頻度がより迅速に誘導され、また、回復までに時間がかかった。
2.5 mW/mm2 は n＝12 個体、10 mW/mm2 は n＝27 個体、40 mW/mm2 は n＝14
個体。コントロールとして、餌に ATR を与えない個体を用いた（n＝６個体）。
（B） ST362 [unc-7(e5) ncIs53 (myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry)]系統に緑色光を照
射した。2.5 mW/mm2 は n＝12 個体、10 mW/mm2 は n＝19 個体、40 mW/mm2 は
n＝10 個体。
（C） ST361 [unc-31(e928) ncIs53 (myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry)]系統に緑色光
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を照射した。2.5 mW/mm2 は n＝14 個体、10 mW/mm2 は n＝21 個体、40 mW/mm2
は n＝12 個体。
（D） ST325 [unc-31(e928); unc-7(e5) ncIs53 (myo-3p::Arch::gfp, rig-3p::mCherry）]系
統に緑色光を照射した。2.5 mW/mm2 は n＝13 個体、10 mW/mm2 は n＝13 個体、
40 mW/mm2 は n＝13 個体。
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図 10 unc-7 および unc-31 の体壁筋弛緩によるポンピング頻度低下は複数アレル系統で同
様の傾向を示した。エラーバーは標準誤差を示した。照射光強度は 10 mW/mm2。
（A） ST362（unc-7(e139) ncIs53）および ST324（unc-7(e5) ncIs53）の結果を示した。
N2（野生型）は図９（A）と共通。ST362 は n＝10 個体、 ST324 は n＝12 個体。
（B） ST323（unc-31(e928) ncIs53）および ST361（unc-31(e169) ncIs53）の結果を示
した。N2（野生型）は図９（A）と共通。ST323 は n＝10 個体、ST361 は n＝10
個体。
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図 11 ポンピング頻度変化の箱ひげ図。データは図９と共通。
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緑色光照射直前の 10 秒間のポンピング頻度を基準に、それぞれの系統の光照射後 10～
20 秒の 10 秒間のポンピング頻度（A～C）、光照射後 50～60 秒の 10 秒間のポンピング頻
度（D～F）
、光消灯後 50～60 秒の 10 秒間のポンピング頻度（G～I）を示した。また、光
消灯後 10～20 秒の 10 秒間の値から光消灯後 50～60 秒の 10 秒間の値の差もプロットした
（J～L）
。この値が大きいことは、光消灯後 10～20 秒にポンピング頻度が回復しているこ
とを、逆にこの値が０に近ければ光消灯後 10～20 秒ではポンピング頻度はほとんど回復し
ていないことを示す。光強度は図上部に示した。グラフ中の箱は、第 1 四分位数、第 2 四
分位数、第 3 四分位数を示し、線は最小値と最大値を示す。図中の N2、u7、u31、u31;u7
はそれぞれ、ST322（N2 ncIs53）
、ST362（unc-7(e5) ncIs53）
、ST361（unc-31(e928) ncIs53）
、
ST325（unc-31(e928); unc-7(e5) ncIs53）系統を示す。各グラフ上部の緑色および黄色の
バーは、それぞれ、p < 0.01、p < 0.05 を示す。クラスカル・ワーリス検定の後に Steel-Dwass
法にて多重比較検定を行った。サンプル数を含め、解析に利用した元データは図９と共通
（図９の説明文参照）。
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図 12 ポンピング頻度変化の箱ひげ図。データは図９、図 11 と共通。
緑色光照射直前の 10 秒間のポンピング頻度を基準に、それぞれの系統の光照射１分間お
よび消灯後１分間の相対的ポンピング頻度を箱ひげ図で表した。A～C は ST322（N2

ncIs53）、D～F は ST362（unc-7(e5) ncIs53）、G～I は ST361（unc-31(e928) ncIs53）、J
～L は ST325（unc-31(e928); unc-7(e5) ncIs53）系統の結果を示した。照射した光強度は
図上部に示した。グラフ中の箱は、第 1 四分位数、第 2 四分位数、第 3 四分位数を示し、
線は最小値と最大値を示す。サンプル数を含め、解析に利用した元データは図９と共通（図
９の説明文参照）
。
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図 13 レーザーによる I1 神経細胞の破壊
（A1） ST322（N2 ncIs53）系統の L1/L2 期幼虫の mCherry 発現パターン。白鏃で、２
つの I1 神経細胞それぞれを示した。スケールバーは 20 μm。
（A2） （A1）の虫にレーザーを照射し、細胞を破壊した後の蛍光顕微鏡写真。白楔で示
されていた神経細胞の蛍光シグナルが消失した。
（B） 神経細胞破壊操作を行った虫は、成体まで育成し、ポンピング観察後、蛍光顕微鏡
で観察した。I1 神経細胞における蛍光シグナルが消失していることを確認した。スケール
バーは 50 μm。
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図 14 UNC-7 依存性ポンピング抑制経路は、I1 神経細胞を介して咽頭内にシグナルを伝
達する。
(A) それぞれの系統の虫で、１秒毎のポンピングの回数をカウントし、ヒートマップで表現
した。紺は一秒間のポンピングの回数が全く観察されなかったとき、赤は１秒間に 6 回
ポンピングをしたことを表している。右上に色と頻度の対応関係を示した。横１列は連
続的な１試行の結果を表す。緑色光強度は 5.5 mW/mm2 。N2、 unc-7 、 unc-31 、

unc-31;unc-7 はそれぞれ ST322（N2 ncIs53）、ST362（unc-7(e5) ncIs53）、ST361
（unc-31(e928) ncIs53）
、ST325（unc-31(e928); unc-7(e5) ncIs53）系統の結果を示し
た。I1 神経細胞破壊個体は、L1/L2 幼虫期に I1 神経細胞を破壊した個体の観察結果。
それぞれの個体の試行回数は以下。
N2

n＝17 試行、３個体

unc-7

n＝14 試行、３個体

unc-31

n＝15 試行、３個体

unc-7;unc-31

n＝15 試行、３個体

I1 神経細胞破壊 N2

n＝19 試行、４個体

I1 神経細胞破壊 unc-31

n＝23 試行、５個体

以上の数値は、
（B）
、
（C）
、図 15 に共通。
(B) 緑色光照射直前の 10 秒間のポンピングの回数を基準に、光照射開始後 10 秒間の相対的
ポンピング頻度を比較した。各個体の平均値を算出し、それらの数値を用いて系統ごと
の値を計算した。エラーバーは標準誤差を示す。マン・ホイットニー検定の結果、＊は

p < 0.05、†は p < 0.1 を示す。（C）にも共通。
(C) 緑色光照射直前の 10 秒間のポンピングの回数を基準に、光照射後 50～60 秒の 10 秒間
の相対的ポンピング頻度を比較した。
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図 15 それぞれの系統における１秒毎のポンピング頻度の変化を表した。実線は平均値、
薄い影は標準誤差を示す。サンプル数を含め、解析に利用した元データは図 14 と共通（図
14 の説明文参照）
。
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図 16

本研究から明らかになった、体壁筋弛緩の誘導するポンピング抑制経路を担う二つ

の回路。この経路以外にも、高強度光照射による Arch 活性化によってポンピングを抑制す
る回路があるが、この図には示していない。
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