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特異的シナプス形成の分子メカニズム
米倉真一
信州大学農学部食料生産科学科
要 約

動物が環境刺激に適切に応答するためには，複雑であるが整然とした神経回路網の存在が必要不

可欠である。この神経回路網の形成は，発生過程において，正しい相手と結合することにより形成される
が，その仕組みは分かっておらず，神経科学の学問上でも大きな謎となっている。ショウジョウバエの視
覚系は，遺伝学的手法が豊富であり，シナプスの結合に特異性のあることもよく知られていることから，
神経回路形成の分子機構解明に際し広く活用されている。近年，ショウジョウバエの行動解析を用いた大
規模スクリーニングより，神経回路形成に関与する分子が同定されてきている。本総説では，特異的シナ
プス形成の分子メカニズムに関する最新の知見について述べると共に，特に，著者が明らかにした特異的
シナプス形成におけるＮカドヘリンの機能について紹介する。

キーワード：シナプス形成，ショウジョウバエ，視覚中枢，Ｎカドヘリン，遺伝学
るのか，その複雑性ゆえに全体像の理解は非常に困
１．は じ め に

難である。
ショウジョウバエの視覚系は，層状の構造をとっ

我々ヒトを含む多くの動物における摂食，記憶・

ており，シナプスの結合に特異性のあることもよく

学習，視覚等の行動は，複雑な神経回路網の情報伝

知られていることから，上述した問題にアプローチ

達によって制御されている。この神経回路網の形成

するのに非常に適した系である。ショウジョウバエ

は，発生過程において，神経細胞が決まった道筋に

は古くから遺伝学的手法にすぐれたモデルとして用

沿って突起を伸ばし，正しい相手と結合することに

いられ，神経系の発生，機能に重要な役割を果たす

より形成されるが（特異的シナプス形成)，その仕

因子が多数単離・解析されてきた。これらの因子の

組みはよく分かっていない。ヒトの脳では1000億個

脊椎動物ホモログなどの解析により神経発生，機能

を超える神経細胞が整然と結合することにより，神

獲得機構の種をこえた共通原理が明らかにされつつ

経回路を形成しており，無数の細胞が密集している

ある。こうしたアプローチはゲノムプロジェクトの

脳内において，神経細胞がどのようにして特定の相

進行，また分子機能を予測する解析ツールの発達な

手を探し出すのかは大きな謎であった。またシナプ

どにより，さらに進歩を遂げている。また任意の分

スはしばしば機能的な意味あいを反映する構造を形

子の機能について遺伝学的に解析する手法も豊富に

成する。たとえば，視覚系ではとなりあった視細胞

揃っている。これらのことから，ショウジョウバエ

は脳の標的領域においてもとなりあった柱状構造に

の視覚中枢形成過程の解析から得られる知見は，種

軸索を投射しシナプスを接続する。この特徴的な構

をこえて保存されている脳神経系構築メカニズムの

造により外の視覚世界からの視覚信号と脳に映し出

一端を明らかにできるものであると考える。本稿で

される映像信号との位置関係を維持している 。こ

は，ショウジョウバエの視覚系や遺伝学的手法につ

の柱状の網膜脳相関維持構造にくわえ，視覚系では

いて解説しつつ，特異的シナプス形成の分子メカニ

層状の構造もとっており，外界からの映像を異なっ

ズムに関する最新の知見について，著者のこれまで

た成分に分解しそれぞれの成分を別々のシナプス層

の研究成果を中心に紹介したい。

で情報処理することも行われている。これらのよう
な特徴的な柱状かつ層状の構造は複雑な神経組織に

２．ショウジョウバエの視覚系と順遺伝学

おいて広くみられるものである 。このシナプスの
層状構造はどのような分子機構により形成されてい
受理日 2011年12月12日
採択日 2012年１月26日

ショウジョウバエの複眼は約800個の個眼からで
き て お り，１ つ の 個 眼 に は ８ 個 の 視 細 胞
（R1〜R8）がある。R1〜R6の視細胞は物体の動き
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を感知し，軸索は最初の視神経節であるラミナに投

効果がある薬剤であることが知られおり，ショウジ

射する。色覚をつかさどる R7視細胞と R8視細胞は

ョウバエの embryo に EMS 処理することにより，

２番目の視神経節であるメダラに軸索を投射する。

ランダムに点突然変異体を作製することが出来る。

１つの個眼において R7視細胞と R8視細胞のペアは

特異的シナプス形成に関与する分子も，この EMS

空間の同一の点から色信号を受け取り，メダラの同

処理による変異体を用いたスクリーニングにより同

一の柱状の構造に軸索を投射する。興味深いことに，

定されている。具体的には，ショウジョウバエの可

この R7視細胞は紫外線（UV)，R8視細胞は青色と，

視光より紫外光を好む性質を利用した行動解析によ

それぞれ別々の波長の色信号を感知しているのだが，

って一次スクリーニングを行う 。ショウジョウバ

軸索を別々のメダラ層（R8視細胞は M 3層，R7視

エを T 字型チューブに入れ，一方に可視光を，も

細胞は M 6層に）に投射してシナプスを形成する

う一方に紫外光の光源を設置し選択させると，通常，

（図１）
。このようにして，個々の機能モジュール

約90%のハエは紫外光を選択する。よって，まずは，

は別々のシナプス層でプロセスされている。このよ

この T 字型チューブによる紫外光／可視光選択テ

うなことから，ショウジョウバエの視覚系はシナプ

ストにより，EM S 処理による点突然変異体の中か

ス層の特異的な選択機構を研究する格好のモデル系

ら，可視光を選択する変異体を探し出す。前述した

であるといえる 。

ように，R7視細胞は紫外光を感知しメダラの M 6層

特異的シナプス形成のメカニズムを分子レベルで

に投射してシナプスを形成しているが，可視光を選

解明するためには，どのような分子が関与している

択する変異体は M 6層でのシナプス形成に異常があ

のか明らかにする必要がある。マウス等の哺乳動物

る可能性が考えられる。そこで，二次スクリーニン

を用いた研究では，そのほとんどが任意の分子に着

グとして，可視光を選択した変異体のメダラを共焦

目し検討していく逆遺伝学による方法が用いられて

点レーザー顕微鏡で観察し，シナプス形成に異常の

おり，ゲノムワイドに網羅的に分子を探し出す順遺

あるものを探し出す。最後に，M 6層でのシナプス

伝学による方法は困難であるのが現状である。一方，

形成に異常が認められる変異体において，どの遺伝

ショウジョウバエは全ゲノムスクリーニングが容易

子上に点突然変異が生じているのか明らかにし，特

であり，これまでも脳神経系に限らず，多くの生命

異的シナプス形成に関与する分子を同定するという

現象に関する分子が同定されてきた。スクリーニン

戦略である。これまで，この一連のスクリーニング

グの方法も複数存在しているが，その一つに EM S

方法により，特異的シナプス形成に関与する分子と

（ethylmethane sulphonate）mutagenesis 法 が あ

し て，Ｎ カ ド ヘ リ ン，LAR，PTP69D，ﬂamingo

る 。EMS は，塩基のグアニンにエチル基をつけ

が同定されている

てエチルグアニジンにすることによりグアニン―シ

かにしてきた特異的シナプス形成におけるＮカドヘ

トシンがアデニン−チミンにトランジションさせる

リンの役割について述べていく。

。次章以降では，著者が明ら

３．Ｎカドヘリンの構造と機能
Ｎカドヘリンはクラシカルカドヘリンの一つであ
り，膜タンパク質である。発現する組織により，Ｎ
カドヘリン（脳・神経)，Ｅカドヘリン（上皮)，M
カドヘリン（筋肉）など，脊椎動物では多数（マウ
スでは20種類以上）見つかっており，ショウジョウ
バエではＮカドヘリンとＥカドヘリンが同定されて
図１

ショウジョウバエの視覚中枢

いる。カドヘリンは，カルシウムイオン依存的にホ

左はショウジョウバエ成虫の視覚中枢を共焦点レーザ

モフィリックな結合をする細胞間接着分子であり，

ー顕微鏡で観察した際の写真であり，右はその模式図
である。視神経の細胞体は，Retina（レチナ）に存
在し軸索を脳深部へと伸ばしている。視神経軸索の一
部（R1‑R6）は Lamina（ラ ミ ナ）に 投 射 し，R7お
よび R8はさらに深部の Mudulla（メダラ）の特定の

その細胞外領域に約110アミノ酸残基からなる特有

層（R8は M 3層，R7は M 6層）へ投射している。

物種のものはさまざまである。また哺乳動物のカド

な反復構造（extracellular cadherin repeat ;EC）
をもつ。図２にカドヘリンの構造を模式的に示した。
EC の数は哺乳動物ではすべて５つだが，ほかの動
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図２ カドヘリンファミリーの構造
細胞外領域に細胞接着を担う EC ドメインを有している。哺乳動物のカドヘ
リンの細胞外領域には EC しか存在していないが，他の動物種では EC 以外
のドメイン構造を有している。細胞内領域は広く種に保存されており，βカ
テニンと結合し，さらに αカテニンを介してアクチン細胞骨格系につなが
っている。

図３ M ARCM 法の概略
GAL4は，UAS と呼ばれる DNA 配列に連なる遺伝子の発現を誘導する転
写調節因子であり，GAL80は GAL4の働きを抑制する。酵母由来の染色体
組み替え誘導因子 FLP（ﬂipase）は FRT（FLP recognition target）標的
配列の間で組み替えを誘導する酵素であり，一回の細胞分裂で右側４種の細
胞が産生される。この際，Ncad（Ｎカドヘリン欠失）がホモで存在する細
胞は，GAL80が除かれた状態となるため，GAL4の働きにより GFP が発現
する。

ヘリンの細胞外領域には EC しか存在していないが，
他の動物種では EC 以外のドメイン構造を有してい

４．Ｎカドヘリン欠失体におけるシナプス形成異常

るのも特徴である。細胞内ドメインは広く種に保存
されており，βカテニン結合ドメインを有し，さら

著者は，特異的シナプス形成におけるＮカドヘリ

に αカテニンを介してアクチン細胞骨格系に組み

ン の 役 割 に つ い て M ARCM （M osaic Analysis

込まれて強固な接着構造を形成する。

with Repressive Cell Markers）法を用いて検討を
行 っ た。M ARCM 法 の 概 要 を 図 ３ に 示 し た。
MARCM とは GAL4‑UAS システムと体細胞組換
え（FLP/FRT）を利用したモザイク解析法であ
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遺伝子を欠失させ，かつ欠失した細胞のみに GFP
を発現させることが可能であるから，同一個体を用
いて遺伝子の機能解析が出来る。著者は MARCM
法を用いてＮカドヘリン欠失体の生後のメダラを解
析したところ，Ｎカドヘリンが欠失した R7視細胞
では，本来の投射層である M 6層ではなく，M 3層
に投射していることを明らかにした（図４）
。R7視
細胞のシナプス形成は発生期に完了する。発生期に
おける R7視細胞のシナプス形成の動態は，著者の
研究により明らかにしている（図５）。まず蛹の初
期に軸索をメダラ領域に延ばし temporary layer に
投射し（ﬁrst stage)，その後 蛹の中期から後期に
かけて再度，軸索を伸長しアダルトと同様，M 6層
に投射する（second stage） 。それでは，この神
経回路形成過程においてＮカドヘリンが欠失した
図４ Ｎカドヘリン欠失視細胞のフェノタイプ

R7視細胞では既に異常があるのだろうか 各発生

GFP が発現しているＮカドヘリン欠失視細胞では，
本来の投射領域である M 6ではなく（矢頭），M 3に投
射している（矢印）。

時期におけるＮカドヘリンが欠失した R7視細胞の
様子を検討した結果，蛹の初期では約80%が temporary layer に正しく投射するが，蛹の中期では正
常に投射している割合は約50%に減少し，蛹の後期

る 。これにより一部の細胞集団だけで目的遺伝子

ではその全てが投射異常（M 3層に投射している）

を欠失，強 制 発 現 さ せ る こ と が で き る。MARC-

であることを明らかにした 。つまり，Ｎカドヘリ

NM 法ではあらかじめ 全 細 胞 に 持 た せ て お い た

ンが欠失しても軸索をメダラ領域に延ばし tempo-

Ga180遺伝子を，発生の途上で一部の細胞から体細

rary layer に投射することが，ある程度可能である

胞染色体組換えにより取り除く。Ga180は転写因子

ものの，その後の second stage における M 6層への

Gal4のリプレッサーであるため，これを失った細

投射に異常が生じるという結果であった。それでは，

胞でのみ Gal4遺伝子の作用が現れる。この Gal4の

なぜＮカドヘリンが欠失すると second stage で異

作用を利用して，染色体組換えを起こした少数のニ

常が生じるのであろうか その理由を探るべくＮカ

ューロンだけに任意の遺伝子を発現させることが可

ドヘリンの細胞内ドメインの役割について焦点を当

能となる。例えば GFP を用いることにより，同じ

て検討を行った。

個体であっても一部の R7視細胞のみＮカドヘリン

図５

２ステップで行われている発生期の視神経回路形成

発生期の視神経回路形成は２段階のステップで行われている。蛹初期に R
７および R ８の軸索はメダラ領域に到達し，まずは temporary layer に投
射する。その後，蛹中期から後期にかけて再度，軸索を伸長しアダルトと同
様，R ８は M ３層に，R ７は M ６層に投射する。APF:After Pupal Formation, ed:eye disc, la:lamina, me:medulla, L １‑L ５:lamina neuron.
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レスキュー実験に用いたコンストラクトの模式図と結果

５．シナプス形成とＮカドヘリンシグナリング
前に述べたように，Ｎカドヘリンの細胞内ドメイ
ンには βカテニン結合ドメインを有しおり，さら
に αカテニンを介してアクチン細胞骨格系に組み
込まれて強固な接着構造を形成する。このＮカドヘ
リンシグナリングは特異的シナプス形成の際，重要
な役割を持っているのであろうか 特に，Ｎカドヘ
リン欠失による second stage での異常と細胞内シ
グナリングとの間に関連性があるのであろうか

こ

の問題を解決するために，著者は細胞内ドメインや
βカテニン結合ドメインを欠失したＮカドヘリン発
現ベクターを構築し，レスキュー実験を試みた。図
６に本実験で作製した各コンストラクトを示した。
作製した発現ベクターに UAS コンストラクトを用

図７ Ｎカドヘリンによる特異的シナプス形成機構の
仮説

いることで，MARCM 法によってＮカドヘリンが

神経細胞が軸索を延ばし標的領域に達した後，Ｎカド

欠失した R7視細胞に GFP のみならず作製した各

ヘリンのホモフィリックな結合によって相手を見つけ
出し，その後，成熟なシナプス形成のためには，細胞
接着能だけでなくＮカドヘリンシグナリングも役割を

ドメイン欠失コンストラクトも発現させることが可
能となる。作製した各ドメイン欠失コンストラクト

果たしている。

に細胞接着能を有していることを確認後，各コンス
トラクトにレスキュー能があるのか検討した。その

全長をクローニングして検討した結果，Ｎカドヘリ

結果，蛹の初期から中期（ﬁrst stage）にかけて

ン２の細胞外ドメインはＮカドヘリンに似ているも

100%レスキュー出来ることが明らかとなり，ﬁrst

のの，細胞接着能を有していないことを明らかにし

stage では細胞内シグナリングを必要としていない

ている 。よって，Ｎカドヘリン２の細胞外ドメイ

ことが判明した。一方，蛹の中期から後期にかけて

ンにＮカドヘリンの細胞内ドメインを付加したキメ

は（second stage)，約30%しかレスキュー出来な

ラコンストラクトを作製しレスキュー実験を行った。

かったことから，second stage にいて細胞内シグナ

その結果，ﬁrst stage および second stage の両時

リングが重要な役割を担っていることが明らかとな

期において，キメラコンストラクトでは全くレスキ

った 。さらに特異的シナプス形成時におけるＮカ

ュー出来ないことが明らかとなった。

ドヘリンの細胞外ドメインの役割についても検討を

以上の結果から，神経細胞が軸索を延ばし標的領

行った。著者はショウジョウバエゲノム上のＮカド

域に達した後，Ｎカドヘリンのホモフィリックな結

ヘリン近傍にＮカドヘリン２遺伝子が存在し，その

合によって相手を見つけ出し，その後，成熟なシナ
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プス形成のためには，細胞接着能だけでなくＮカド

している。

ヘリンシグナリングも必要であるのではないかと考
えている（図７）
。
６．お わ り に
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子機構について概説した。本稿では特に，軸索が標

上げます。
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Summary
An animal relies on the complex and stereotyped interneuronal connections in its brain to properly
respond to environmental stimuli.Neurons form exquisitelyprecise patterns of synaptic connections.How
this is achieved during development remains a central issue in neurobiology.The Drosophila visual system
has been widely used to study the molecular mechanism of neuronal connectivity due to the powerful
genetic tools that are available in this system.Using visual behavioral screens in Drosophila,recent studies
have identiﬁed some of the gene regulatory and cytoskeletal signaling pathways responsible for the layer
‑speciﬁc targeting of Drosophila photoreceptor axons. In this review, I discuss recent progress towards
understanding the molecular mechanisms that control the projection of photoreceptor axons to their
appropriate target layers in the optic lobe.Especially,I introduce our studies about N‑cadherin functions
in the neuronal connectivity.
Key word :neuronal connectivity, Drosophila, visual system, N‑cadherin, genetics

