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光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用
本研究領域は、光操作技術の開発および応用による生命機能の高度理解と制御を目的としてい

ます。
近年、オプトジェネティクスなどの光操作技術の進展により、生命科学研究のあり方が大きく変わろ

うとしています。これらの技術は、高い時空間分解能での機能制御を特徴とすることから、生命機能
の理解に飛躍的な進展をもたらしつつあります。光の特性を活かした生命機能の制御技術は、可逆
性・即時性などの他にない技術特性等からも今後は多様な分野への急速な展開が予想されます。
一方で、これらの技術は生命機能の解明に向けて決して万能とは言えません。例えば、光源毒性

による生体への影響や因子導入による機能障害、さらには光タンパク質の精密制御など、技術が浸
透しつつある現在もなお多数の課題が挙げられています。また、将来の医療応用を見据えた場合、
光照射や因子導入の生体侵襲そのものが臨床展開への大きな障害となることは容易に類推できま
す。
以上のような背景から、本領域では、上記課題を克服する光操作技術の開発とそれらを活用する

生命機能の制御動作原理の解明を行います。具体的には、脳・神経、免疫、発生、再生、がんなど
の多様な生命現象を対象とし、複雑な生体システムの理解と制御を目指しています。

本研究領域は、2016年に発足し、計3回の募集・選考を経て16件の研究課題を採択しました。
今後は、チームが相互に連携を図り、関連するCREST、さきがけ領域の研究者と協力することで、革
新的な光操作技術の開発や、それらの技術を多様な生命現象へ展開・応用した新たな生命機能
メカニズムの解明を目指します。

この冊子では、採択された16チームが研究体制や研究概要、進捗状況、開発技術を紹介します。
気になる研究や技術が見つかりましたら、気軽にコンタクトをとってみてください。本冊子が、プロジェクト
間やチーム間の連携など、人と人の繋がりを作る一助となれば幸いです。

京都大学
ウイルス・再生医科
学研究所
影山 龍一郎
研究総括
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研究領域アドバイザー （五十音順）

石井 優 大阪大学 大学院医学系研究科／生命機能研究科 教授
伊藤 博康 浜松ホトニクス株式会社 中央研究所筑波研究センター

センター長／第9研究室 室長
狩野 方伸 東京大学 大学院医学系研究科 教授
河村 悟 大阪大学 名誉教授
清末 優子 理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー
小早川 令子 関西医科大学 附属生命医学研究所 学長特命教授
小林 和人 福島県立医科大学 医学部附属生体情報伝達研究所 教授
武田 洋幸 東京大学 大学院理学系研究科 教授
永井 健治 大阪大学 産業科学研究所 教授
南部 篤 自然科学研究機構 生理学研究所 教授
濡木 理 東京大学 大学院理学系研究科 教授
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採択チーム（2016年度）
研究課題名 グループリーダー（★研究代表者）

霊長類の大規模回路の光遺伝学
的操作による高次脳機能の解明

伊佐 正（京都大学 大学院医学研究科 教授）★
太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授）
小林 憲太（自然科学研究機構 生理学研究所 准教授）

記憶構造を解明する新しい光操
作・画像法の開発

河西 春郎（東京大学 大学院医学系研究科 教授）★
山森 哲雄（理化学研究所 脳神経科学総合研究センター チームリーダー）
石井 信（京都大学 大学院情報学研究科 教授）
樋口 真人（量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 チームリーダー）

ゲノムの光操作技術の開発と生命
現象解明への応用

佐藤 守俊（東京大学 大学院総合文化研究科 教授）★
成川 礼（静岡大学 学術院理学領域 講師）
矢澤 真幸（Columbia University, Department of Rehabilitation and 

Regenerative Medicine Assistant Professor）
ミクロからマクロまでシームレスに細胞
と会話する光技術の開発

松田 道行（京都大学 大学院生命科学研究科 教授）★
藤森 俊彦（自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授）
青木 一洋（自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授）
笹川 清隆（奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 准教授）

光を用いた睡眠の機能と制御機構
の統合的解析

柳沢 正史（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長／教授）★
櫻井 武（筑波大学 医学医療系（国際統合睡眠医科学研究機構） 教授）
坂口 昌徳（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 准教授）
ラザルス ミハエル（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 准教授）
フォクト キャスパー（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 准教授）
林 悠（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 准教授）

ファイバーレス光遺伝学による高次
脳機能を支える本能機能の解明

山中 章弘（名古屋大学 環境医学研究所 教授）★
須藤 雄気（岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科（薬学系） 教授）
石北 央（東京大学 先端科学技術研究センター 教授）5
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採択チーム（2017年度）
研究課題名 グループリーダー（★研究代表者）

シナプス光遺伝学を用いた脳領域
間シグナル伝播機構の解明

礒村 宜和（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 教授）★
大塚 稔久（山梨大学 大学院総合研究部 教授）
渡部 文子（東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 臨床医学研究所 教授）

定量的光操作と計測技術を基軸と
する生体深部の細胞応答ダイナミク
スの解析

小澤 岳昌（東京大学 大学院理学系研究科 教授）★
榎本 和生（東京大学 大学院理学系研究科 教授）
久保田 浩行（九州大学 生体防御医学研究所 教授）
今吉 格（京都大学 生命科学研究科 教授）

細胞内二次メッセンジャーの光操作
開発と応用

神取 秀樹（名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授）★
山下 高廣（京都大学 大学院理学研究科 助教）
寺北 明久（大阪市立大学 大学院理学研究科 教授）
日比 正彦（名古屋大学 生物機能開発利用研究センター 教授）

オプトバイオロジーの開発による体液
恒常性と血圧調節を司る脳内機構
の解明

野田 昌晴（東京工業大学 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センター
特任教授）★

大倉 正道（九州保健福祉大学 大学院医療薬学研究科 教授）
亀井 保博（自然科学研究機構 基礎生物学研究所 特任准教授）

ホログラム光刺激による神経回路再
編の人為的創出

和氣 弘明（神戸大学 大学院医学研究科 教授）★
的場 修（神戸大学 大学院システム情報学研究科 教授）
平等 拓範（自然科学研究機構 分子科学研究所 特任教授）
鍋倉 淳一（自然科学研究機構 生理学研究所 教授）

自由行動下での神経情報操作・解
読技術の開発と意思決定の神経基
盤解明への応用

渡邉 大（京都大学 大学院医学研究科 教授）★
石川 正俊（東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授）
大羽 成征（京都大学 大学院情報学研究科 講師）
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採択チーム（2018年度）
研究課題名 グループリーダー（★研究代表者）

神経回路の4次元解析法の開
発とサブネットワークの機能解
明

小坂田 文隆（名古屋大学 大学院創薬科学研究科 准教授）★
磯部 圭佑（理化学研究所 光量子工学研究センター 研究員）

オールオプティカルメカノバイオロ
ジーの創出に向けた技術開発
と発生生物学への応用

倉永 英里奈（東北大学 大学院生命科学研究科 教授）★
岡田 康志（東京大学 大学院理学系研究科 教授）
柴田 達夫（理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー）
渡邉 朋信（理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー）

光操作技術による基底核ドー
パミン回路の機能局在解明と
機能再建

松本 正幸（筑波大学 医学医療系生命医科学域 教授）★
高田 昌彦（京都大学 霊長類研究所 教授）
知見 聡美（自然科学研究機構 生理学研究所 システム脳科学研究領域 助教）

光操作によるシナプス可塑性と
記憶形成の因果関係の解明

柚﨑通介（慶應義塾大学 医学部 教授）★
松田 信爾（電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授）
浜地 格（京都大学 大学院工学研究科 教授）
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伊佐 正 （京都大学大学院医学研究科 教授）
霊長類の大規模回路の光遺伝学的操作による高次脳機能の解明

脳の表面や深部に対して広範な光刺激を行うLEDプローブを開発しました。
これによって、サルの中脳腹側被蓋野にチャネルロドプシンを発現させ、前頭葉にお
けるドーパミンの放出を増減させ、また脳波のアルファ波やガンマ波を変化させること
に成功しました。

高次脳機能の神経回路メカニズムを解明するために、高度に発達をしているサル
の脳において光遺伝学的な操作をする手法の開発を行ってます。そのため、太田
Ｇは、広い範囲に有効に光を照射し、脳活動も計測できるプローブを作製、小林
Ｇでは、高い効率で経路選択的な遺伝子導入ができるウィルスベクターを作製し
ます。そして伊佐Ｇではこれらを用いてサルの脳での経路選択的光操作を可能に
し、高次脳機能の脳内メカニズムの解明を目指します。

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等
今後、この手法を用いて意思決定の脳内メカニズムを明らかにするとともに、さらにウ
イルススベクターを進化させて、細胞特異性、経路特異性を発揮させていきます。
また、ウィルスベクターを大量に脳内に導入する手法の開発を進めます。
霊長類を特徴づける巨大な大脳皮質の領野間ネットワークもターゲットにします。

京都大学
伊佐G

生理学研究所
小林G

ウイルスベクターの
デザインと作製

光刺激デバイスの
デザインと作製

サルの高次脳機能を
操作して解明する

マカクザルの脳

奈良先端科学技
術大学院大学

太田G
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使用方法/プロトコル
1.経路Aの標的部位にFuGE-MSCV-Cre、
細胞体位置にAAV-DJ-EF1a-DIO-
hM4D(Gi)-mCherryを注入します。
2.経路Bの標的部位にFuGE-TRE-EGFP
-eTeNT、細胞体位置にAAVDJ-CMV-
rtTAV16を注入します。
3.４－６週間後に動物にCNOを投与す
れば経路Aがブロックでき、Doxを投与すると
経路Bをブロックできます。
4.逆行性にAAV2-retroも使用可能です。

一押しポイント
同一個体で２経路の化学遺伝学的操作が可能
薬物の投与法を工夫することで１時間から数日の間で操作す
る期間を調節できます。

結果サンプル
内包部にコラゲナーゼを注入して作製した脳出血
モデルラットで麻痺肢を強制使用すると上肢機能
がかなり回復します。そこで皮質ー赤核路をブロッ
クすると回復した上肢機能が再度損なわれます
が、その後皮質ー網様体路を部路臆すると再度
障害されます。つまり、錐体路機能の障害を皮
質ー赤核ー脊髄路が代償し、その経路が障害さ
れると今度は皮質ー網様体―脊髄路が代償す
るという働きが明らかになりました。

同一の個体で２種類の２重感染法を
組み合わせます。
(1)逆行性にFuGE-Cre, 順行性に
AAV-DIO-hM4D(Gi)でCNO投与。
(2)逆行性にFuGE-TRE-eTeNT, 順
行性にAAV-rtTAV16 (Tet-on)で
Dox投与により、２経路を自在に操作
できます。

仕様

開発者のコメント
本研究はCRESTチームの伊佐、小林が名古屋市立大学の飛田秀樹教
授、石田真章講師と共同で実施しました。
お問い合わせ先＞
機関名：自然科学研究機構生理学研究所ウィルスベクター開発室
URL: https://www.nips.ac.jp/research/group/post-30/
Email: kobaya@nips.ac.jp

参考文献＞Ishida A, et al. (2019) Dynamic interaction between cortico-
brainstem pathways during training-induced recovery in stroke model rats. 
Journal of Neuroscience, pii: 0649-19. doi:10.1523/JNEUROSCI.0649-
19.2019.

2種類のウイルス二重感染法を組み合わせ、同一個体で２種類の経路を自在に操作する

皮質-赤核路

皮質
-網様体路

小林憲太准教授

経
路経

路A B

MC:運動野、R:赤核、RF：網様体

ICH:内包出血、FLU:麻痺肢強制使用

逆行性ウイルスベクター
の種類

FuGEなどの改変レンチウイルスベクター、AAV2retro, そ
の他、独自開発の逆行性AAVベクター

順行性ウイルスベクター
の種類

AAV （血清型としては、１、２、５、９、DJなど）

二重感染制御遺伝子 Cre-loxP system, Tet-on system
適用可能神経系 大脳皮質、視床下部、脊髄、中脳、延髄等ほぼ全領野
適用可能動物 マカクザル、コモンマーモセット、ラット、マウス
搭載実績のある回路操
作遺伝子

ChR2,ChrimsonR, tetanus neurotoxin(破傷風
菌毒素）, DREADD(hM4D(Gi))

伊佐・小林グループ
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生体埋め込みマルチファンクショナル光刺激デバイス

使用方法/プロトコル
1.研究対象の組織・部位に接触するように配置(急性, 慢性)
2.外部制御ボードよりLEDを駆動
3.デバイスに形成した貫通孔を利用して、電気生理測定やマイ

クロダイアリシスの同時実施が可能(下図)

一押しポイント
(光ファイバより)低侵襲、安定
局所光刺激が可能
フレキシブル
電極・プローブの併用が可能
埋植可能(インプランタブル)
動物サイズや脳部位に合わせて柔軟なデザイン変更

対象組織

電極 マイクロダイアリシス
プローブ

デバイス利用形態

使用例(脳チャンバ内)

結果サンプル
• マカクザル脳への適応例
• このデバイスのほか、ラット等を対象とした小型

バージョンもある
• 本デバイスは、ChR2をターゲットにした青色バー

ジョン(460～470 nm)
• 赤色バージョン（中心波長620nm）も可能
• VTA等脳深部光刺激に対応した刺入型デバイ

スの作製も可能（脳内刺入長10mm以上）

オプトジェネティクス分野においては、光刺激技術も重要な役割
を果たします。また、光刺激の結果生じる各種の脳内現象を同
時に測定したい、というニーズも同時に存在します。
本デバイスは、エレクトロニクス技術を利用して、生体埋め込み可
能な光刺激を実現できます。
フレキシブルなデバイスであるため脳表にフィットして光刺激を行う
ことができます。また同時に、電極やマイクロダイアリシスプローブを
併用できるような構造を備えています。

5 mm

仕様
重さ 1g以下
材質 透明ポリイミド基板+半導体(LED)チップ+コーティング
サイズ 7 mm × 9 mm × 厚さ 約0.2 mm
適用可能動物 齧歯類～霊長類(サイズ等を動物に合わせて専用設計)
光源波長 400 nm ～ 800 nm程度(LEDの選択により実現)
LED数 6×8 = 48 (例)

ご注意
本デバイスは有線駆動であり、体外の制御ボードから電力を供給します。
利用に際しては、実験目的・プロトコールに合わせたシステム設計が必要です。

開発者のコメント
対象とする動物・実験内容に合わせて柔軟なデバイスとシステムのデザイン
が可能です。ご興味がありましたらご相談ください。

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科
物質創成科学領域 太田 淳 教授
URL: http://mswebs.naist.jp/LABs/pdslab/index-j.html
Email: ohta@ms.naist.jp 

太田グループ
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

河西 春郎（東京大学大学院医学系研究科 教授）
記憶構造を解明する新しい光操作・画像法の開発

研究概要
東大:河西G

BSI:
山森G

非侵襲

放医研：
樋口G

京大:
石井G

個体
生命機能の
時空間解析

D1) 記憶構
造のPET画像
D2) 光による記
憶構造の操作

B1) 光プローブ
発現法
B2) 光プローブ
TG動物

C1) ２光子CT
画像処理法
C2) データ駆動
型神経回路モデ
ルTG動物の作成

A1) 新規記憶光操作プローブ

A3) 記憶回路標識タスク
A2) ２光子CT画像用標本

大脳（新皮質、海馬、基底核など）において興奮性神経回路を形成す
るスパインシナプスの動態は、学習、記憶、知覚、情動などの認知過程の
基盤を成し、認知機能だけでなく精神疾患と深く関係すると考えられます。
河西グループは、記憶や学習に関係したスパインシナプスを標識する技

術を開発し、動物行動と関連したシナプスの動態や時空間分布の、脳の
より広い領域にわたる系統的な観察を可能にします。また、山森グループ
と共同して記憶に関係したシナプスを標識後、消去するプローブを改良し
て、シナプス動態の動物行動への関与を操作的に検証します。石井グ
ループは、観察された現実のシナプス動態を反映した新しい神経回路数
理モデルを構築し、その理論の予想する所を観察事実と照合し、シナプス
動態の神経回路に及ぼす影響を理論と実験の両側面から検証します。
樋口グループはこの手法を非侵襲画像に応用する糸口を掴みます。こうし
て、大脳の関わる発達、学習、知覚、行動、精神疾患の理解を進め、脳
に作用する薬物や、脳の画像計測法開発のシーズとなる基盤技術を提
供することを目指します。

革新的な神経回路インビボ標識技術を確立中。
学習・記憶の機能コネクトミクス分野の発展に期待。
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

佐藤 守俊（東京大学大学院総合文化研究科 教授）

ゲノムの光操作技術の開発と生命現象解明への応用

現在までに、DNA組換え反応の光操作技術（PA-Cre）、ゲノムにコードされた
遺伝子の発現を光操作する技術（Split-CPTS2.0）、精度の高いゲノム編集
の光操作技術（PA-Cpf1）等を開発しました。また、ビリベルジン結合型のシアノ
バクテリオクロムを創出し、新たな光スイッチタンパク質の開発に活路を開いています
。

本研究では、ゲノムの光操作に焦点を絞り、これを実現するオリジナルな技術を開発
しています。当該技術には、同じく本研究で開発する近赤外光スイッチタンパク質と
組み合わせて、生体での低侵襲・高効率・高精度の光操作のために十分な高度化
を施す予定です。さらに光操作ツールを導入したマウスを樹立し、生命現象解明のた
めの研究への応用を目指します。

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等
今後は、基盤技術となる光スイッチタンパク質や光操作のためのツールを完成させる
とともに、当該ツールをマウスに導入し、生命現象解明のための研究に応用していく
予定です。本研究は、佐藤守俊、成川礼、矢澤真幸の緊密な国際連携のもとに
遂行し、得られた成果物は、速やかに関連分野の研究者と共有していきます。

研究代表者
佐藤 守俊

（東京大学）

共同研究者
成川 礼

（静岡大学）

共同研究者
矢澤 真幸

（コロンビア大学）
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

使用方法/プロトコル
1.遺伝子導入の方法
・培養細胞へのtransfection
・マウスへのhydrodynamic tail vein injection
（検討中）ノックインマウス

2.光照射
・470±20 nm （LED）
・0.1 mW cm–2 (in vitro), 
20 mW cm–2 (in vivo)

一押しポイント
Cre-loxP システムの光操作が可能
遺伝子ノックアウトや遺伝子発現制御への応用が可能
細胞（in vitro）のみならず，マウス等の生体（in vivo）
での利用が可能
一部の組織では生体外からの光照射でも活性化（肝臓での
実施例あり）

結果サンプル

仕様
PA-Creのサイズ 2040 bp
光照射の波長 470±20 nm （LED）
光照射の強度 0.1 mW cm–2 (in vitro), 

20 mW cm–2 (in vivo)
誘導効率 up to 320-fold induction (in vitro) 

ご注意
PA-Creは非常に感度が高いですが，青色光の生体組織透過性が不十分な
ため，生体外からの青色光照射でPA-Creを活性化できるのは一部の組織に
限定される可能性があります

開発者のコメント
PA-Creのみならず、様々なゲノムの光操作技術を開発しています
（CRISPR-Cas9の光操作技術など）。ゲノム以外にも、ニーズ
をうかがって共同研究でツールを設計・開発することにも興味を持っ
ています。私たちのツールや技術にご興味がありましたら，お気軽
にお問い合わせください．
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 佐藤研究室
URL: http://satolab.c.u-tokyo.ac.jp/SATO_Lab2/Home.html
Email: cmsato＠mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

生体外から光照射に
よりマウスの肝臓で
PA-Creが機能する
様子をルシフェラーゼ
レポーターで可視化
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

松田 道行（京都大学大学院生命科学研究科 教授）

ミクロからマクロまでシームレスに細胞と会話する光技術の開発

・FRAPA法を多くのフラボタンパク質型光遺伝学ツールへ展開していきます。
・二光子励起用フラボタンパク質を使った生体イメージングを国内外の研究チームと
共同で進めていきます。

・新規開発のバイオセンサーと光遺伝学ツールとの組み合わせを使って、培養細胞
からマウス個体までシームレスに細胞のイベントを観察・操作し、新たな生命現象
の理解へつなげていきます。

FRAPA法を開発し、フラボタンパク質型光遺伝学ツールの二光子励起効率を
10~30倍改善することに成功しました。また、微生物由来の長波長光作動性光
遺伝学ツールを哺乳動物で使うための補因子合成システムを発明しました。

短波長光作動性光遺伝学ツールの欠点であった低い二光子励起効率を10倍以
上改善し、細菌由来の長波長光作動性光遺伝学ツールを哺乳動物細胞で用い
るための補因子合成系を開発しました。これらの光遺伝学ツールと蛍光バイオセン
サーとを発現するマウスを使って、細胞増殖シグナルが細胞内でどのように広がるか
について新たな発見が相次いでいます。

HO1

Heme Biliverdin PCB

PcyA

Fnr

FdoxFd

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

FRETマウスの多光子顕微鏡観察

使用方法/プロトコル

一押しポイント
生きたマウスで分子活性をリアルタイムに検出
組織の平均値ではなく、どの細胞がどのタイミングで薬剤に反
応するのかを“眼で見る”ことができる
熟練したオペレータが、腎、肝、肺、腸など様々な臓器の観察
をサポート

結果サンプル
腸炎における好中球遊走の可視化
マウス小腸粘膜下組織を多光子顕微
鏡でライブ観察した画像。色は細胞の
活性化状態を示す。好中球が血管外
に遊走するのは、血管内皮との接着に
より活性化されるためであることを明らか
にした。抗炎症薬が好中球の遊走に及
ぼす効果もリアルタイムに観察できる。

多光子顕微鏡システム（正立＆倒立）
質問：“動物のイメージングには正立型と
倒立型顕微鏡のどちらがいいのでしょう？”
回答：“両方必要です”
レーザ共有型正倒立顕微鏡システムなら可能です。

ハイブリット型FRETマウス
生きたマウスでリン酸化酵素の活性を観察できます。発光基質を注
射すればマクロの観察、多光子顕微鏡を使えばミクロの観察と、シー
ムレスに観察できます。例えば、薬物効果をいろんな倍率で任意の
臓器でリアルタイムに観察できます。

仕様

開発者のコメント

京都大学大学院生命科学研究科 生命動態研究センター
京都大学医学研究科 蛍光生体イメージング室
URL: http://www.fret.lif.kyoto-u.ac.jp/
https://sites.google.com/site/liveimagingcenter16/
Email: liveimaging＠lif.kyoto-u.ac.jp

機種 オリンパス レーザシェア型多光子顕微鏡システム
顕微鏡 FV1200MPE-BX61WI (正立)/FV1000MPE-IX83(倒立）
レーザ Spectra Physics社 Insight DeepSee 
レンズ(主なもの） XLPLN25XGMP; UPLSAP 30x NA1.05 (シリコン浸）
適用可能動物 マウス
麻酔装置 イソフルラン麻酔吸入装置、保温、酸素コントローラーなど。
画像解析ソフト MeteMorph (Moleculer Device）、Imaris（BitPlane）
動物飼育施設 マウスおよびラット飼育施設

松田グループ
寺井 健太先生

Mizuno et al., J. Exp. Med. 211, 1123-1136, (2014)

マウスの準備：ハイブリット型FRETバイオセンサーを
発現するトランスジェニックマウスを準備するか、発現
する細胞株をマウスに接種する。
マクロ観察：ジアセチルセレンテラジンを静脈内注射
し、冷却CCDカメラで撮影する（右図）その後、画
像処理を行い、分子活性を測定する。
ミクロ観察：麻酔下に多光子顕微鏡で撮影する。
その後、画像処理を行い、ビデオを作成する。

先端バイオイメージング支援プラットフォームで、マウス生体イメージングを担当
しています。オペレータが常駐していますので、初めての方でも使用することがで
きます。オルガノイド培養に特化した培養器型多光子顕微鏡や、ライトシート
顕微鏡、ライムラプス蛍光顕微鏡などもあります。

松田グループ
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

FRAPA法 (FRET-assisted photoactivation)

使用方法/プロトコル
1.蛍光タンパク質とフラボタンパク質

の融合タンパク質を作成する。
2.蛍光寿命を測定し、フラボタンパ

ク質へのエネルギー移動効率を
調べ、分子を最適化する。

3.細胞あるいはマウスに発現させる。
4.二光子顕微鏡を使って、フラボタ

ンパク質を活性化し、その影響を
観察する。

一押しポイント
フラボタンパク質の二光子励起効率を10~30倍、改善
光を使って、３次元空間中の１細胞でシグナルをONにできる
マウスに発現させ、生体で使用可能

結果サンプル

結果の概要；
管腔を形成したイヌ腎臓細胞
の単一の細胞を二光子励起し、
そこで細胞増殖シグナルが入っ
たことを確認しています（赤色
の細胞）。

光遺伝学ツールの多くは植物のフラボタン
パク質由来です。深部組織での観察や光
操作には二光子励起法を使いますが、フ
ラボタンパク質は二光子励起の効率が悪
いです。そこで二光子励起効率の高い蛍
光タンパク質に二光子を吸収させてフラボ
タンパク質を励起する方法を開発しました。

開発者のコメント
深部の狙い撃ちした１細胞のみを光で刺激できる技術です。生体イメージ
ングとの併用により、あらたな生命現象の発見につながると期待しています。

機関名：京都大学大学院生命科学研究科
寺井健太准教授

URL: http://www.fret.lif.kyoto-u.ac.jp/
Email:terai.kenta.5m@kyoto-u.ac.jp

松田グループ

参考文献；Kinjo et al., Nature Methods, Sept 2019.

コンタク
ト者の
お写真

2paCRY2と分子
活性バイオセンサー
をマウスに発現させ、
皮膚を観察しました。
正常に皮膚では刺
激部でのみ増殖シ
グナルが入りますが、
増殖状態にある皮
膚では、刺激から

5.右図は青色蛍光タンパク質(BFP)とフラボタンパク質(CRY2)
の融合タンパク質、2paCRY2の構造を示している。

0.1ｍｍのところまで増殖刺激が伝搬することがわかりました。

松田グループ
寺井 健太先生17



CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

赤色光/近赤色光によるシグナル伝達の光操作

使用方法/プロトコル

一押しポイント
長波長の光を用いていることから、以下のメリットが挙げられる

細胞毒性が低い
組織透過性が高い
既存のGFPやFRETバイオセンサーとの併用が可能

結合だけでなく解離も光誘導できるので、時間分解能が高い
遺伝子にコードした形で使えるので、個体への応用が将来的
に可能

結果サンプル
ERK活性の光操作
HeLa細胞にPCB合成系と
PhyB-PIF系、さらにERK活性を
可視化するFRETバイオセンサーを
導入し、赤色光で活性化を、近
赤外光で不活性化誘導していま
す。光で分子の活性のダイナミクス
を操作することができます。

光をつかって細胞の機能を操作する
手法は「光遺伝学」と呼ばれ、世界
中で研究・開発が進んでいます。神
経科学の分野で使われてきましたが、
最近は神経細胞以外の細胞におい
て細胞内のシグナル伝達系を操作
することができるようになっています。
私たちは、光合成細菌に存在する
フィコシアノビリン（PCB）を動物培
養細胞内で合成する系を開発し、
これにより赤色光によるシグナル伝
達系の光操作に成功しました。 仕様

開発者のコメント

自然科学研究機構 生命創成探究センター/
基礎生物学研究所 定量生物学研究部門
URL: http://www.nibb.ac.jp/qbio/
Email: k-aoki＠nibb.ac.jp

機種 オリンパス 倒立型蛍光顕微鏡システム
顕微鏡 IX83 (倒立)
細胞観察用光源 Spectra-X light engine、Lumencor社
光遺伝学用光源 赤色光LED（625 nm)、 近赤外光（735 nm）、オプト

コード社
レンズ(主なもの） UPLANSAPO 60 × O/N.A. 1.35
画像解析ソフト MeteMorph (Moleculer Device）

Uda Y, et al., PNAS, 2017, 114 (45) 
11962-11967

1. 細胞にPCB合成系遺伝子とPhyB, 
PIF発現遺伝子を遺伝子導入する。

2. 蛍光顕微鏡で細胞を観察する。赤
色光（635 nm）と近赤外光
（730 nm)のLEDを用いて、PhyB
とPIFの結合/解離を誘導する。

GFPやFRETバイオセンサーなどと本技術の光遺伝学システムは併用可能で
す。また活性化、不活性化のどちらも光で制御できることが利点です。まだまだ
改良が必要ですが、ご入用の際にはお問い合わせください。

４遺伝子 （PcyA, HO1, Fd, Fnr） の導入による PCB 合成

ヘム
Heme

ビリベルジン
BV

フィコシアノビリン
PCB

HO1 PcyA

Fnr

Fdred Fdox

Fnr

Fdred Fdox

PhyB (Pr)PhyB (apo)
625 nm

730 nm

PhyB (Pfr)

PIF
mEGFP

730 nm 625 nm

PIF3-mEGFP

時間 ( 分 )
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青木グループ
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

マウスの胚・組織で細胞の特徴を観察するシステム

使用方法/プロトコル

一押しポイント
目的に応じたCreTgマウスと交配すれば、特定の細胞だけが
標識される
全ての細胞系譜でレポーターを発現するマウスも利用可能
２色、あるいは３色の蛍光タンパク質を同時に可視化できる
内在のRosa26遺伝子制御領域を使うことで、細胞間の差
が小さい

結果サンプル
細胞系譜を理解しながら、遺伝子発現の変化を同時に追跡し
ました。外側に存在していた細胞が一旦Cdx2を発現したが、そ
の後内側へと入り込み、Cdx2の発現は抑制され、細胞は多能
性を有することが示唆され、細胞運命が可塑的であることが示さ
れました。

マウスの胚や組織を生きたままで、個々の細
胞の挙動を観察するために、Creの活性によっ
て細胞内の様々な構造に局在する蛍光タン
パク質を発現する一連のレポーターマウスを作
製し、配布を行っています。通常のコンフォーカ
ル顕微鏡でも容易に観察可能です。本グルー
プではこれと平行してスピニングディスクを用い
た観察系により、培養下で胚や組織の連続
観察を可能としています。また、これらのマウス
を作製に用いたノックインES細胞も利用できま
す。

仕様

開発者のコメント

自然科学研究機構 基礎生物学研究所
初期発生研究部門 藤森俊彦
URL: http://www.nibb.ac.jp/embryo/
Email: fujimori＠nibb.ac.jp

Toyooka et al. Dev. Biol. (2016) 411(1):50-60.

それぞれのレポーターマウスは恒常的に蛍光タンパク質を発現する
状態（R26)とCreにより発現誘導される状態（R26R)の２種
類が提供可能。実験計画に沿って、どちらかを選んで使って下さい。
http://www2.clst.riken.jp/arg/reporter_mice.html

広く世界の研究者に利用していただいています。それぞれのマウスの受精卵は、
依頼に応じて理研ＢＤＲより提供されます。

Shioi, G et al. (2017) Dev. Biol. 429(1):20-30
Abe, T., and Fujimori, T. (2013). Dev, growth & differ 55, 390-405.
Abe, T. et al.  (2013). Development 140, 237-246.
Abe, T., et al.(2011)  Genesis 49(7), 579-90.

* * *
*

****

着床前のマウス胚において、Cdx2遺伝子発現（緑）と核（赤）を連続観察した例

※次頁を参照下さい。

藤森グループ
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Subcellular location Subcellular signal Fluorescent protein

Nucleus Histone H2B
EGFP
mCherry
mKeima-Red

Mitochondria Cox8a EGFP
Golgi apparatus Galactosyl-transferase EGFP

mCherry

Membrane
Lyn Venus

*mCherry

PDGFR-TM(Display)
Venus
mCherry
Kikume Green-Red

Microtubule
alpha Tubulin EGFP
Tubulin binding protein (hEMTB) EGFP
EB1 EGFP

Actin cytoskeleton Actin Venus
Moesin Venus

Focal contact Paxillin EGFP
Tight junction ZO1 EGFP
Centrosome gamma Tubulin EGFP

Centrin2 Venus

仕様

マウスの胚・組織で細胞の特徴を観察するシステム(続き)
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CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

レンズを用いない超小型蛍光観察デバイス

使用方法/プロトコル

一押しポイント
埋植型イメージセンサは0.5mm幅×0.2mm厚の超小型。
レンズレス顕微鏡は、手のひらサイズで数十mm2の広い視野
を実現。
独自のフィルタ構成で通常の蛍光顕微鏡に匹敵する蛍光検
出性能を実現。

結果サンプル
レンズレス蛍光顕微鏡の観察例
小型チャンバ上に細胞を培養し
インキュベータ内でタイムラプス観
察
大判のイメージセンサを用いること
で観察領域は拡張可能

【生体埋植イメージセンサ】
マウスの体内に埋植可能な顕微蛍光観
察デバイス。自由行動下観察や長期モニ
タリングへ適用可能。

【小型・大面積のレンズレス蛍光顕微鏡】
手のひらサイズで数十mm2の観察面積。
インキュベータ内での細胞培養中の観察
などに応用できます。

仕様

開発者のコメント

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科
先端科学技術専攻 光機能素子科学研究室
URL: http://mswebs.naist.jp/LABs/pdslab/index-j.html
Email: sasagawa@ms.naist.jp

K. Sasagawa et al., Biomed. Opt. 
Express (to be published)

レンズレス顕微鏡は蛍光観察が苦手でしたが、新しいフィルタ構成によって蛍
光観察性能を大幅に改善しました。生体埋植イメージセンサは独自設計なの
で、用途によって仕様変更も可能です。

0.5 mm

【生体埋植イメージセンサ】

【レンズレス蛍光顕微鏡】

【生体埋植イメージセンサ】
・マウス脳等に直接刺入。
・歯科用セメント等で固定。

蛍光励起光源
(青色LED)

観察対象
(細胞など)

励起フィルタ

制御線埋植用
イメージセンサ

脳 マウス 【レンズレス蛍光顕微鏡】
・小型チャンバ等に観察対象を導入
・ヘッド部分をインキュベータ等に配置

明視野

8時間

16時間

0時間

蛍光

0.5mmHEK293 (GFP transfected)

生体埋植イメージセンサ レンズレス蛍光顕微鏡
寸法 0.5mm x 3.0mm x 0.2 mm 25mm x 25mm x 100mm 

(ヘッド部)
画素数 40 x 120 120 x 268 ～
画素寸法 7.5μm x 7.5μm
蛍光波長帯 緑色
その他 有線接続

ご注意 開発途上のためまずはご相談をお願い致します。

笹川グループ
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光を用いた睡眠の機能と制御機構の統合的解析

睡眠覚醒の謎に挑む
睡眠覚醒機構を解明し、人々が健やかに眠れる

社会の実現を目指す

柳沢チームは、「光を用いた睡眠の機能と制御機構の統合的
解析」で睡眠の根本的な謎に挑みます。

・眠気の物理的実態は？
・睡眠中の脳の様子は？
・なぜ眠る必要があるのか？

睡眠は動物の普遍的な生理現象ですが、その機能や調節メカ
ニズムはいまだに解明されていません。私達は、睡眠・覚醒の包
括的理解を目指し「眠気」分子の光学計測と光化学的制御、
睡眠調節を模倣する光操作ツールの開発、光技術とメタボロー
ムや電気生理学的手法を組み合わせた睡眠中の脳の解析、
進化的に保存された睡眠分子機構の光遺伝学的探索などの
多面的かつ統合的な研究を通じて、睡眠の根本的な謎に挑み
ます。

林 悠グループ

睡眠の生理学的意義の解明

ラザルス ミハエル グループ櫻井 武グループ

睡眠を誘導する
光薬理学ツール
の開発

“眠気”分子の可視化

遅い神経伝達を
模倣する光遺伝
学ツールの開発

睡眠徐波の制御
機構の解明

フォクト キャスパー
グループ

“眠気”のメタボローム

柳沢 正史グループ
坂口 昌徳グループ

研究概要

柳沢 正史（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長/教授）
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アデノシン受容体を利用したin vivo光薬理学手法の開発と展開

23

使用方法/プロトコル
光反応性A2ARアロステリック調節薬opto-YNT-378への光照
射により、A2ARアロステリック調節薬YNT-378を遊する。

一押しポイント
遺伝子操作が不要
任意の動物種で受容体を制御可能
水溶性・光反応性・低毒性の新世代ケージド化合物
高時空間分解能

結果サンプル
30秒間の光照射（400nm、左図）により、opto-YNT-378
（ 200μM水溶液）からYNT-378が効率よく遊離しました。

我々は最近、側坐核のアデノシンA2A受容体
（A2AR）発現神経による睡眠調節メカニズ
ムを発見しました。しかし、それに関与するアデノ
シンの時間・空間的挙動は明らかになっていま
せん。そこで内在性アデノシンによるA2ARの選
択的活性化およびそれに伴う睡眠誘導を目的
として、光反応性A2ARポジティブアロステリック
モジュレーターの開発に取り組んでいます。

仕様
水溶性 > 10mM
λmax 421nm in H2O（DMSO free）
分子量 703.67（salt-free）
化学式 C37H32F3N3O8
適用可能動物 マウス

ご注意 in vivo活性および毒性は現在調査中です。

開発者のコメント
opto-YNT-378の光学特性は、既存の光ケージド薬物を遙かに凌ぐもの
です。in vivo光薬理学ツールとして、マウスや他の動物種での実用化を目
指しています。
筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）
広報連携担当
URL: http://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/contact/
Email: wpi-iiis-alliance@ml.cc.tsukubai.ac.jp 

1. Oishi Y., et al., Nat Commun, 8:734, 2017 
2. Korkutata M., et al., Sleep Medicine, 40:e181, 2017

ラザルスグループ
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Rapid C. elegans motion imaging (Remi) システム

使用方法/プロトコル

1.線虫を行動計測用チップにロードして
2秒毎の撮影をする。

2.得られたタイムラプス画像を処理し、
動きの検出、睡眠の長さや睡眠中の
活動度などを計測する。

3.上記の結果をもとに、必要であれば
計測済み個体の回収を行い、操作
の影響の測定や遺伝学的解析を行
う。

一押しポイント
ハイスループット（1装置あたり、1度に50匹の線虫の睡眠を
解析可能）
省スペース（顕微鏡を使用しないなど、非常にコンパクトな仕様）
安価（日用品をうまく組み合わせた構成）

結果サンプル
この装置を用いて一回の実験で
得られた線虫の睡眠データ。

線虫は、透明な体や速い世代交代（たった3日）のため、オプト
バイオロジーや遺伝学の研究対象モデルとして極めて優れていま
す。また、線虫と哺乳類の睡眠が進化的に保存された状態であ
ることを、チーム内の連携で明らかにしてきました。しかしながら、こ
れまで線虫の睡眠を効率よく解析する方法がなく、線虫のアドバ
ンテージを十分に活かすことができませんでした。私たちは、線虫
の睡眠を簡易かつハイスループットで解析できるシステムの開発に
成功しました。この装置を活用することで、たった1日で大量の睡
眠データを得ることが可能になります。
（主な開発担当者：河野泰三博士）

仕様

開発者のコメント
画像解析ソフトの開発に始まって、測定用チップの鋳型素材探しや試料封入
方法の検討、撮影に必要十分なハードの選定、照明の設計など、安価・高速
かつ安定した測定を目指して多くの課題を解決してきました。今後も撮影ソフト
など改良の予定です。

筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）広報連携担当
URL: http://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/contact/
Email: wpi-iiis-alliance@ml.cc.tsukubai.ac.jp 

サイズ 30 x 30 x 30 cm
重さ <1 kg
適用可能動物 線虫 C. elegans
処理可能個体数 48/run
材料費 約5万円
撮影可能枚数 USBドライブの容量まで

横軸は時間、縦軸は非活動
度を表し、これが高い期間が
線虫の睡眠を意味します。
左が野生型。順遺伝学的変
異体スクリーニングを行い、睡
眠時間の長い変異体（中）、
短い変異体（右）を単離で
きました。

林グループ
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Optic ferrule 200um core, 1.25mm diameter

Weight ~3g

FOV 700um x 450um 

Frame rate Max 60Hz

Resolution ~1um/pixel

自由行動条件下で蛍光イメージングと光操作が可能な超小型顕微鏡

顕微鏡の設計

一押しポイント
自由行動下でイメージングと光操作を同時に可能
あらゆる光源を組み合わせることが可能
オープンソースのため導入が容易

結果サンプルUCLA miniscopeというオープンソースの超
小型顕微鏡は、自由行動条件で遺伝学的に
規定された細胞の活動を集団として解析する
ことを可能にします(右図)。 我々はUCLA 
miniscopeに最小限の変更を加えることで、
あらゆる種類の光源を入力できる様にし、イ
メージングと同時に光操作を同時に行うことを
可能にしました。

開発者のコメント
オープンソースであるUCLA-Miniscopeが提供する情報をもとに設計され
ています.オープンアクセスである論文中に設計図が掲載されており、簡易に
導入できます.レーザーコンバイナはDoric lens等から市販されています. 日
本国内からでも簡単に組み立てられることを目標として、情報をまとめたブロ
グを公開しています.坂口研 UCLA miniscope ブログ
(http://sakaguchi-miniscope.blogspot.jp/)

筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）広報連携担当
URL: http://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/contact/
Email: wpi-iiis-alliance@ml.cc.tsukubai.ac.jp 

図の出展: Srinivasan et al, BBRC, 2019, 
https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.07.082

仕様

UCLA miniscope:
http://miniscope.org/index.php/Main_Page

マウス海馬CA1ニューロンにGCaMP7cおよびJawsを発現させ、
自由行動中にCa-imagingおよび光抑制を同時に行った.

光遺伝学に多用される光端子Optic ferrule(下図C右)を備え、
お使いのレーザーをそのまま利用可能

図右に７つのニューロンの神
経活動を色(上)で示し、そ
の平均値をグラフ化しました
（下）。光操作中(Light-
on)に神経活動が減少して
いることが分かります。

坂口グループ
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Tet-Light システム

使用方法/プロトコル

Tet-Lightシステムの概要：光感受性のtTRを従来のTetシステ
ムに導入することで、青色光によるレポーター・エフェクターの発現
制御を可能にする。

一押しポイント
光による遺伝子発現制御が可能
これまでに構築されたTetシステムにそのまま導入することが可
能

結果サンプル
従来の光遺伝学ツールでは、Gタンパク質共
役型受容体などを介するゆっくりとした神経
伝達や遺伝子発現変化を伴う情報伝達を
模倣することが難しかったです。そこでマウス
個体で遺伝子発現誘導を得意とするTetシ
ステムに、最近報告されたtTRシステムを光
感受性に拡張して組み合わせることで、光
感受性にTetシステムを駆動できる可能性を
もつTet-Lightシステムを構築しました。

仕様

ご注意 （詳細なダイナミクスや個体に対しての適用はまだ調べ切れていな
いため、誘導活性等が不十分な可能性があります。）

開発者のコメント
光による遺伝子発現制御は今後の重要課題だと思います。引き続きTet-
Lightシステムをもちいた睡眠覚醒制御に向けて開発を続けていきたいと思
います。

筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）広報連携担当
URL: http://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/japanese/contact/
Email: wpi-iiis-alliance@ml.cc.tsukubai.ac.jp 

光源の色 青色光
時間分解能 未定
適用可能動物 培養細胞、マウス

tTRは、tTAの強力な抑制因子である
ため、tTAと共発現させた場合、tTAの
遺伝子発現誘導活性は抑えられてい
ます。しかし光感受性核外移行シグナ
ルタグをつけたtTR*は青色光照射に
よってその抑制を解除するので、tTAと
共発現させても青色光照射依存的に
遺伝子発現誘導が行われます。左の
図はそれを培養細胞におけるルシフェ
ラーゼアッセイにより確認した結果です。

参 考 文 献 ； 1 . N i o p e k  e t  a l . 2 0 1 6 ;  
2 . N i w a  e t  a l .  2 0 1 8

櫻井グループ
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ファイバーレス光遺伝学による高次脳機能を支える本能機能の解明

山中グループ
ファイバーレス光遺伝学確立

高次脳機能と本能機能との機能連関解明

理論解析による
分子の最適化予測

石北グループ
新分子探索、

長波長作動型分子作成

須藤グループ

山中章弘
（名古屋大学・教授）

須藤雄気
（岡山大学・教授）

石北 央
（東京大学・教授）

光ファイバーによる脳への侵襲や行動制限を無くした
ファイバーレス光遺伝学を確立。完全自由行動のマ
ウス脳を2か月間操作することが可能に。

山中チームは、光ファイバーを刺入しないファイバーレス光遺伝学
の開発を行い、開発した技術を、摂食行動、睡眠覚醒などの本
能行動がどのような神経によってどのように調節されているのかにつ
いて明らかにする研究に応用する研究を行っています。ファイバー
レス光遺伝学の実現のために、生体透過性の高い近赤外光に
よって活性化されるオプシン分子の開発も目指しつつ、アップコン
バージョンによって近赤外光を可視光に変換するランタニド粒子を
用いた手法も開発しています。生体外から近赤外光を照射し、
体内に留置したランタニド粒子から可視光を発光させて、特定神
経活動操作と行動制御を行います。研究分担者の須藤、石北
らは、アップコンバージョン光に適したオプシン分子の開発を行いま
す。理論解析による分子の最適化を予測して機能改変を加速さ
せます。オプシン分子の改良だけでなく、ランタニド粒子のアップコン
バージョン効率を向上させて、脳深部にも適用可能なファイバーレ
ス光遺伝学の確立を目指します。

研究概要

山中 章弘（名古屋大学環境医学研究所 教授）
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ファイバーレス光遺伝学のシステム

使用方法/プロトコル

一押しポイント
低侵襲（光ファイバーを刺入しない）
時間分解能が高い（パルス照射で活動電位惹起）
比較的安価（ランタニド粒子、近赤外光レーザのみ）
完全自由行動（ファイバーレス）
長期間操作可能（2ヶ月間操作可能）
取扱が簡便（ランタニド粒子は安定）

結果サンプル
従来の光遺伝学では、
光ファイバーによる侵襲
や行動制限がありまし
た。新開発のファイバー
レス光遺伝学は、低侵
襲で行動が制限されま
せん。

仕様

ご注意 （ハイパワー（～70W）の近赤外レーザーを使用します、取扱いには注
意が必要です）

開発者のコメント
本技術の開発には様々な苦労があり、ようやく
2-3 mmの深さまで適用可能になりました。さ
らに深部への適用を目指して鋭意開発中です。
ぜひお問い合わせください。

名古屋大学環境医学研究所 神経系分野２研究室
URL: http://www.riem.nagoya-u.ac.jp/4/drof1/nr/index.html
Email: yamank＠riem.nagoya-u.ac..jp

光源波長 976 nm
ランタニド粒子径 ～1 µm
最大適用可能深度 現在 脳表面より2-3 mm
神経活動操作様式 活性化だけでなく、抑制も可能
適用可能動物 マウス、ラット

Φ 200 nm

Na+

C1V1(ChR2変異体）

Cl-

脱分極
（活性化）

過分極
（抑制）

ACR2 (Cl-透過ChR2)

近赤外光: 
967 nm

ランタニド粒子(LMP)
[NaFY4: Yb, Er]

可視光: 540 nm

アップコンバージョン発光を用いた光遺伝学

励
起

発
光

２光子分の
エネルギー
移動

Y
b3
＋

Er
3＋

近赤外光照射による行動の惹起 マウスに近赤外光を
繰り返し照射。C1V1
を線条体に発現し、
同領域にランタニド粒
子(LMP)を注入され
た群（赤丸）だけが
自発行動量増加。

1.ウイルスベクターを感染させる
2. 2～3週間回復させ

遺伝子発現させる
3.ランタニド粒子を

同部位に注入（600 nl）
4.近赤外光967 nm

(100 mW/mm2)
を照射する
(10 Hz, 10 msec)

5.行動を解析する（～2ヶ月）

山中グループ
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ロドプシン型光遺伝学ツールを使った生命機能操作

使用方法/プロトコル

1. 使用する生物種のコドンに最適
化した遺伝子を用意

2. 目的細胞に発現させる。この際、
発色団（レチナール）の合成能が
無い生物では、レチナールを添加

3. 細胞の場合は顕微鏡下で、動物
個体の場合は光ファイバーを挿入
し、ＬＥＤやレーザー光源で励起

一押しポイント
多様な機能を持つ天然ロドプシンを保持（世界一）
好みの波長や機能に改変可能
特に神経制御では国内外との共同研究実績がある
遺伝子にコードされているので、既存の手法と組み合わせ自在

結果サンプル

✓ シグナル伝達経路の解明
✓ 高感度神経抑制
✓ 光依存的タンパク質発現

レチナールを発色団とする
ロドプシンおよびその改変
体を用いて、様々な生物
機能（神経制御、膜電
位測定、転写調節、キ
ナーゼ制御など）を実現
しました。

仕様

開発者のコメント
ロドプシン研究一筋20年。専門家の一人として、
各種ロドプシンを取りそろえています。国内外で広
く共同研究を受け付けています。まずはご一報く
ださい。
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
（薬学系）・生体物理化学研究室
URL: http://www.pharm.okayama-
u.ac.jp/lab/bukka/
Email: sudo@okayama-u.ac.jp

対象生物 細菌、古細菌、真核生物全般
波長 400~650 nm
光源 LED, レーザー
対象の生命現象 神経抑制・興奮、膜電位測定など（要相談）

1. 須藤雄気（2016) 薬学雑誌, 136, 185.

ご注意 発展段階の技術も多いので要相談

須藤グループ

1. Sudo et al., (2006) PNAS; 
(2012, 2013, 2016) JBCなど
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光遺伝学に用いるタンパク質吸収波長の理論的予測

使用方法/プロトコル

一押しポイント
タンパク質立体構造さえあれば計算可能
タンパク質中の各アミノ酸残基の吸収波長への寄与も算出可
能（→実験グループのアミノ酸変異体作成を支援）
色素分子の歪み・変形が吸収波長に与える寄与も算出可能

結果サンプル
光遺伝学で利用されるレチナールを含
むタンパク質（チャネルロドプシン等）、
フラビンを含むタンパク質（LOVドメイ
ン等）の吸収波長をタンパク質立体
構造の分子化学に基づいて算出でき
ます。任意の吸収波長を持つアミノ酸
変異体作成を支援します。

仕様

ご注意
大きなタンパク質主鎖構造変化を伴うようなアミノ酸変異帯の予測
には向きません。ただし、変異体の立体構造をご提供いただければ
対応できます。

開発者のコメント
吸収波長に関する理論化学計算は難しいのは定説で
すが、本研究手法では十分な精度と比較的短い計算
時間で実用的な計算結果を得ることができます。

東京大学先端科学技術研究センター・理論化学分野 （石北 央）
URL: http://www.protein.rcast.u-tokyo.ac.jp/
Email: hiro@appchem.t.u-tokyo.ac.jp

対象タンパク質 タンパク質分子構造が明らかになっているもの
理論化学的手法 量子化学計算（QM/MM計算）
タンパク質分子サイズ 特に制限なし
吸収波長 nm, meV単位

アニオンチャネルロドプシン吸収波長における各残基の寄与

タンパク質内のそれぞ
れのアミノ酸残基が
長波長化・短波長
化に寄与しているか
容易に解析可能

1.タンパク質の立体構造を準備
2.タンパク質内の各アミノ酸残基間
の解離状態を求めつつ、水素結合パ
ターン決定
3.タンパク質環境における色素部位
の量子化学計算（QM/MM法）を
用いて、量子化学計算を行う
4.色素の吸収波長を算出
5.各アミノ酸の吸収波長における寄
与を解析

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Dw
av

el
en

gt
h 

 [n
m

]

residue number

Cys237
(5.6 nm)

Cys133
(–6.0 nm)

長波長化
抑制残基

短波長化
抑制残基

石北グループ
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シナプス光遺伝学を用いた脳領域間シグナル伝播機構の解明

プレシナプス光刺激/抑制ツールを活かして
脳領域間スパイク信号を解析する

礒村チームは、多チャンネル電極をもちいるマルチニューロン記録
法を土台として、スパイク活動を記録した神経細胞の投射領域を
光遺伝学的に効率よく同定する新技術Multi-Linc法の開発・改
良を進めています。投射先の同定には、同一の軸索上でスパイク
同士が衝突（コリジョン）すると両者は消失するという原理に基づく
「コリジョン試験」を利用します。脳領域間の投射細胞を対象に、コ
リジョン試験を自動化・並列化することにより、多領域間のスパイク
信号を細胞単位・ミリ秒単位で追跡することが可能になります。
現在、CREST研究課題では、空間精度および時間効率を大幅

に向上させた次世代Multi-Linc法を確立するために、チャネルロド
プシン類を改変して「プレシナプス光刺激/抑制ツール」を系統的に
作成することを試みています。プレシナプス光刺激/抑制ツールは、
次世代Multi-Linc法の開発のみならず、シナプス放出から行動発
現まで幅広い神経科学研究に役立てることができると期待していま
す。

礒村 宜和
（東京医科歯科大学 大学院
医歯学総合研究科・教授）

次世代Multi-Linc法の確立

大塚 稔久
（山梨大学 大学院
総合研究部・教授）

プレシナプス光制御
ツールの開発

渡部 文子
（東京慈恵会医科大学
総合医科学研究センター
臨床医学研究所・教授）

プレシナプス光制御
ツールの評価

研究概要

礒村 宜和（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教授）
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オプトツールの効率的なシナプス局在化法

使用方法/プロトコル
1. 目的に応じて、プロモーター、

オプトツール、蛍光タンパク質、
シナプス移行タグを選択し、
発現プラスミドを作製する

2. HEK293AAV細胞に発現
ベクター等を導入し、AAVベ
クターを作製する

3. 培養神経細胞またはマウス
脳へ感染させ、光刺激依存
的な応答を解析する

一押しポイント
プレ・ポストシナプス末端への分子の局在化
シナプス末端へオプトツールを集積させることで、より効率的な光活
性が期待できる
細胞体を含むシナプス外の発現を低減し、非特異的な細胞の活
動を抑制する
局在化タグやオプトツールの変更を簡便化し、様々な用途に対応

結果サンプル
A) プレシナプスタグの実証。

ChR2-YFP-PreTagの
AAVベクターを培養神経
細胞へ感染させ、各マー
カータンパク質 (軸索; 
Tau, 樹状突起;MAP2)
と共染色を行った結果、
ChR2が軸索にドット状に
集積することが示された。

B) ChR2-YFP及びChR2-
YFP-PreTagのAAVを海
馬CA3の神経細胞に感
染。PreTagの効果により、
細胞体でのYFPの凝集や、
反対側CA1領域で軸索
からの強いシグナルが消失
し、シナプス様のドット状の
シグナルのみが検出された。

光刺激により神経細胞を活性化させるチャネ
ルロドプシン2が開発されて以降、様々なオプト
ツールが開発され、脳機能の解明が飛躍的に
進んでいます。一方、これらオプトツールは広く
細胞膜に拡散されるため、複雑な神経回路
網の中ではシナプス外での発現が非特異的な

開発者のコメント
ポストシナプスへの局在化に比べ、プレシナプスへの局在化は未だ世界的に
も確立されていない技術であり、かなり挑戦的な課題ですが着実に改良を
重ね、神経細胞の局所的な光制御を実現したいと思います。

お問い合わせ先＞
山梨大学・医学部・生化学講座第一教室
Email: tohtsuka@yamanashi.ac.jp
URL:https://www.med.
yamanashi.ac.jp/basic/bioche01/
index.html

ご注意 より局在化の強いものへ改良していき、2019年度末に完成予定です。

大塚グループ

ChR2-YFP-Pre MAP2ChR2-YFP-Pre Tau

20 mm

A)

ChR2-YFP (DAPI) ChR2-YFP-Pre (DAPI)

20 mm

Py Luci Rad Py Luci Rad

20 mmPy

Ori

Py

Ori

CA3 ipsi

CA1 contra

B)

チーム会議＠慈恵医大柏キャンパス

活性化を誘導してしまうことがあります。オプトツールをシナプスに局在
化させる本開発により、より効率的に光刺激によるシナプス制御が可
能となります。
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高速２波長多点光刺激装置

使用方法/プロトコル

一押しポイント
リアルタイム応答性（数ミリ秒以内）
多点光刺激（光ファイバー選択）
光照射時間で刺激強度を調節
青色波長（445nm）と黄緑色波長（561nm）の２光源
光源、光路、制御様式などの拡張性

結果サンプルこの高速２波長多点光刺激装置は、Multi-Linc法の自動化を
実現するために開発。青色レーザー光源とガルバノミラーを組み
合わせ、スパイクを検出して数ミリ秒以内に、光ファイバーを介して
最適な脳部位を光照射することでコリジョン試験を実施します。
将来的に光抑制を導入するために他波長のレーザー光源も備え
ます。本装置は、多チャンネルのスパイク信号入力に基づいて光
照射の部位と時間を瞬間的に決定するMulti-Linc用リアルタイ
ム制御コンピュータによって駆動します。

仕様

ご注意 現在、自動Multi-Lincシステムは、ハードウェア・ソフトウェア両面でチュー
ンアップしているところです。今後、性能向上を図りつつ、本格的な運用に
移行したいと考えています。

開発者のコメント
Multi-Linc法は、脳領域間のスパイク信号を効率よく探るために私たちが独
自に考案した新技術です。基本原理の実証を終え、記録系や刺激系の改良
を重ねて性能向上を図っています。リアルタイム性の確保など制御工学の技術
に関する連携協力を希望しています。

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科
URL: http://www.tmd.ac.jp/med/phy2/

レーザー光源 ①D445C-100-11-12-23 ②J100YS-1E-16-73
波長・出力 ①445±5nm ②561±5nm 各100 mW
光ファイバー出力数 ７ポート SMA905
制御信号入力 パラレル入出力
電源 AC100V 300W

（Soma et al. J Neurosci, 2017）

Multi-Linc法の基本コンセプトを実証する
ため、ラットの運動皮質の深層から神経細
胞のスパイク活動を記録し、反対側皮質
や同側視床を光刺激して、記録細胞の投
射先を確認するコリジョン試験を実施（左
図-左）。その結果、反対側の運動皮質
に投射するIT型細胞と同側の視床に投射
するPT型細胞を同定することができました
（右）。

次頁を参照

＊Multi-Linc法；multi-areal & multi-neuronal light-induced collision法

Saiki et al. Cereb Cortex, 2018;. Soma et al J Neurosci, 2017;
酒井・礒村 特許出願中2017
MiLSS アスカカンパニー（株）制作

礒村グループ
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使用方法/プロトコル
1.マルチニューロン記録装置と光刺激装置をつなげる
（下図）

2.記録細胞の自発性スパイクを検出する
3.すぐさま投射部位を光刺激する(<2ms)
4.逆行性スパイクが不検出ならばコリジョン成功（投射先
同定）

5.多数の記録細胞に対してコリジョン試験を並列的に実
施する

高速２波長多点光刺激装置（続き）
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小澤 岳昌 （東京大学大学院理学系研究科 教授）

定量的光操作と計測技術を基軸とする生体深部の細胞応答ダイナミクスの
解析

今後は開発している光操作ツールの誘導能、時空間分解能の向上や多色化を
目指すとともに、生体深部での光制御および測定を実施する技術の開発および
実践、およびホルモン刺激などの既存の刺激手法との比較等をグループ間で有
機的な連携を保ちつつ実施する予定です。

小澤グループでは近赤外光で駆動させる光操作ツールや生体深部計測法を、
榎本グループでは光操作ツールのマウスやショウジョウバエへの導入技術を、久保
田グループでは血管からの刺激物質の直接の注入手法や計測結果をもとに数理
モデルを構築する手法を、今吉グループでは各種遺伝子発現系の光制御システ
ムや光照射デバイスを開発しています。

今後の展開等

光制御と可視化装置開発

数理モデル構築

久保田 浩行
九州大学

生体防御研 教授

in vivo
実践応用

今吉 格
京都大学

教授

小澤 岳昌
東京大学

教授榎本 和生
東京大学

教授

生体深部の細胞応答ダイナミクスを解析する革新的技術開発を目的として、遺
伝子発現、増殖因子、キナーゼや細胞膜レセプター活性を、近赤外光により定
量的に制御する技術を開発します。光操作と同時にアウトプットシグナルを、蛍
光・発光・ラマン散乱により検出するプラットフォームを構築します。開発する技術
を用いて、マウスを対象とした代謝調節と神経幹細胞分化の動的メカニズムの解
明を目指します。

研究概要

研究成果とインパクト
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時空間マルチパターン光照射装置

使用方法/プロトコル

一押しポイント
時間・強度パターンを制御できる
多数サンプルを同時に制御できる
様々な波長に対応可能

結果サンプル
光操作ツールを用いて定量的なシグ
ナル制御を行うためには、光照射の
強度や時間パターンを様々に変化さ
せてアウトプットを評価する必要があ
ります。この作業を高効率に行うため，
マルチウェルプレートを用いて、各ウェ
ルに異なる強度・時間パターンで光
を照射できるLED光照射装置を導
入しています。

仕様

ご注意
・ 96-well で使用の場合各ウェルに照射するLED本数が限られるため、
各ウェルに対する最大照射強度は仕様の約1/4 になります。

・ ウェル間の光漏れを防止するため、黒色でウェル間に仕切りがあるタイプの
マルチウェルプレートの使用を推奨します。

開発者のコメント

東京大学大学院理学系研究科化学専攻
URL: http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/analyt/index.html
Email: ozawachem.s.u-tokyo.ac.jp 

対応マルチウェルプレート 6-well, 24-well, 96-well
波長・光強度 470 nm (最大強度 7.0 mW/cm2)

525 nm (最大強度 4.2 mW/cm2)
630 nm (最大強度 3.2 mW/cm2)

時空間マルチパターン光照射装置

光制御プローブを駆動する光照射条件を最適化するため、24-
wellタイプの光照射装置を用いて光照射パターンとタンパク質X
のリン酸化量との関係を検討しました。Xのリン酸化量から最適な
光照射条件を見出しました。

効率的にに最適な光刺激条件の検討が可能となります。また異なる波長の
光を受容する光制御ツールを駆動することにも使用することができます。

１. 光照射条件の設定
２．PC上のソフトウェアにて制御プログラムの書き出し
３．照射装置・サンプルのセット
４．照射、目的に応じたサンプリング

刺
激
無
し

成
長
因
子

異なる光照射パターンで照射したサンプル

リン酸化X

本光照射装置による
多色照射の例

小澤グループ
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血中ホルモン濃度の任意制御と数理モデルの作成

使用方法/プロトコル

一押しポイント
ラット・マウスを用いた血中ホルモン濃度の任意制御
生物学の目的に沿ったモデルの作成
数理・統計モデルを全く知らなくても、議論や共同研究が可
能（複数の経験あり）
複数種の数理・統計モデルの作成経験あり

結果サンプル生体内のホルモンは特徴的なパターンを示し、ホルモンの作用に重
要であることが報告されています。しかし、これらのパターンを考慮し
た研究は多くありません。私たちは、ラットやマウスを用いて任意に
血中ホルモン濃度を制御する手法を開発しました。
多くの生物学の研究者が数理や統計解析、そしてモデルの作成

を取り入れようとしていますが、まだその敷居は高いと感じています。
一方で久保田グループは、同じ研究室にウエットとドライの両方の
研究者が在籍し、お互いの研究に精通しているため、生物データ
に基づいた数理モデルの作成を問題なく行うことが出来ます。実際
に、全くドライのことを知らないウエットの研究者との共同研究も積
極的に行っています。

開発者のコメント

久保田 浩行
九州大学生体防御医学研究所 教授
URL: http://www.bioreg.kyushu-u.ac.jp/labo/omics/
Email: kubota＠bioreg.kyushu-u.ac.jp

数理モデル作成
のための実験

数理モデルから
の知見の抽出

生体内のインスリンパターンの意義を明らかにするためにラットを用い
た実験系を構築し、生体内においてインスリンが波形依存的に下
流分子を選択的に制御できることとそのメカニズムを明らかにしまし
た（Kubota et al, Cell Syst, 2018）。また、マウスを用いても
同様に血中ホルモン（インスリン）濃度を任意に制御できるように
なりました。さらに、血中インスリンパターンを再現するモデルを作成
し、任意の刺激に対する血中インスリンパターンを予測するモデルも
作成しています。

数理・統計モデル作成、統計解析などお気軽にお尋ねください。

“In Vivo Decoding Mechanisms of the Temporal Patterns of 
Blood Insulin by the Insulin-AKT Pathway in the Liver” Hiroyuki 
Kubota, Shinsuke Uda, Fumiko Matsuzaki, Yukiyo Yamauchi, 
ShinyaKuroda. ＤＯＩ：10.1016/j.cels.2018.05.013

図 血中インスリン濃度の任意制御

久保田グループ
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遺伝子発現の光制御（Photo-activatable Tetシステム）

使用方法/プロトコル

一押しポイント
狙った細胞特異的に遺伝子発現を誘導できる
遺伝子発現量やタイミングを厳密に制御できる
振動発現など複雑な遺伝子発現パターンも創出可能
ウイルスベクター等をもちいてin vivoで使用可能

結果サンプル近年、遺伝子発現を含め、様々な細胞機能を光で操作する
技術(光遺伝学、オプトジェネティクス)の開発と普及が、著しい
勢いで進んでいます。そこで、本研究グループは、シロイヌナズナ
由来の光受容体に着目し、それを従来のTetシステムと組み合
わせることにより、遺伝子発現のオン・オフを「青色光」と「薬剤」
で制御できる新しい技術の開発に成功しました。この技術
（PA-Tetシステム）を用いることにより、マウスの脳の神経幹
細胞や神経細胞あるいは皮膚中に存在する細胞など、さまざ
まな哺乳類細胞において、それらの遺伝子発現を光と薬剤で
効率良く制御できることが示されました。これまでの、薬剤のみ
や温度変化などを用いた遺伝子発現制御システムに比べて、
優れた時間的・空間的分解能にて、様々な細胞の遺伝子発
現を高精度で人工的に制御できることが可能になりました。 仕様

ご注意 改良バリアントや、他の色・波長での制御も可能になります。
論文未発表のものは、今吉までお問い合わせください。

京都大学 大学院生命科学研究科 脳機能発達再生制御学
URL: https://brainnetworks.jimdofree.com
Email: imayoshi.itaru.2n@kyoto-u.ac.jp

PA-Tet発現プラスミド トランスフェクションによるPA-Tet発現のた
め

PA-Tet発現ウイルスベクター PA-Tetを発現するAAVやレンチウイルスベ
クターなどを作成するためのプラスミド

光照射デバイスの設計図 インキュベーター内での照射タイミングの自
動制御のため

詳細は下記文献を参照してください。

青色光を照射した細胞において、遺伝子発現が誘導されている様子。

“Light control of the Tet-gene expression system in 
mammalian cells” Mayumi Yamada, Yusuke Suzuki, Shinji C. 
Nagasaki, Hiroyuki Okuno, and Itaru Imayoshi
ＤＯＩ: 10.1016/j.celrep.2018.09.026

今吉グループ

開発者のコメント
遺伝子発現の光操作にご興味がある方は、お気軽にご相談ください
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細胞内二次メッセンジャーの光操作開発と応用

39

新しい光遺伝学ツールの開発と応用：自然の中から発見あるいは
遺伝子改変により創成し、これらを用いて小脳の高次機能を明らかにする

神取チームは、Ca2+や環状ヌクレオチドといった二次メッセンジャーの濃度を光で自
在に制御するツールの開発を目指しています。微生物ロドプシンを用いたCa2+チャ
ネルやポンプ、環状ヌクレオチドを増減させる光活性化酵素や新奇ロドプシン、
GPCRである動物ロドプシンやその変異体をもとに新しいツールを開発し、これらを用
いてゼブラフィッシュ小脳神経回路を光操作することにより、運動学習および恐怖応
答学習における新たな知見を得ていきます。

神取 秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科 教授）

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等

ツール開発は順調に進んでおり、すでにインパクトのある成果発表を達成していま
す。（Nature 2018, 2019; Nat. Commun. 2018, 2019; PNAS 
2018, 2019）。ツール応用の準備も着実に進行しています。

神取チームは、本領域の中で最もツール開発を得意としており、領域内の連携や
国際連携を活性化する中で、光操作研究の歴史に残るような何かを残したいと
考えています。
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光応答性タンパク質の特性を解析するための計測システム

40

一押しポイント
【タンパク質に結合した１個の水分子の水素結合変化を捉える
ことのできる世界最高峰の赤外分光解析】

全反射赤外分光測定系
低温赤外分光測定系
時間分解赤外分光測定系

結果サンプル

【光応答性タンパク質の機能解析】
・pH電極を用いたイオン輸送解析
・電気生理によるイオン輸送解析
・in vivo/in vitro 酵素活性測定系
【光応答性タンパク質の物性解析】
・様々なタンパク質発現・精製系（大腸菌・酵母菌・昆虫細胞・哺乳類細胞）
・種々の分光測定系（可視分光、蛍光分光、円二色性分光等）
・低温可視分光・フラッシュフォトリシス測定系
・発色団の構造解析

開発者のコメント

名古屋工業大学大学院工学系研究科 神取 秀樹
URL: http://kandori.web.nitech.ac.jp/
Email: kandori@nitech.ac.jp

光応答性タンパク質
の特性を解析する
ための計測システム

オリジナルな計測による国際的
な信頼ゆえ、世界中からロドプ
シンが集まった結果、図のような
研究成果（Nature 2018; 
2019）がもたらされました。
A. Pushkarev, K. Inoue, S. Larom, J. Flores-
Uribe, M. Singh, M. Konno, S. Tomida, …
H. Kandori, O. Béjà “A distinct abundant 
group of microbial rhodopsins discovered 
using functional metagenomics“ Nature 558, 
595–599 (2018).
W. Shihoya, K. Inoue, M. Singh, M. Konno, 
S. Hososhima, K. Yamashita, K. Ikeda, … 
H. Kandori, O. Nureki “Crystal structure of 
heliorhodopsin” Nature 574, 132-136 (2019).

ロドプシンなど光操作ツールの開発において、タンパク質分子の性質を理解
するのはとても大切なことです。本システムに関心のある方はお気軽にご相談
ください。

神取グループ
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野田 昌晴 （東京工業大学科学技術創成研究院 特任教授）
オプトバイオロジーの開発による体液恒常性と血圧調節を司る脳内機構の解明

41

昨年度は、オプトジェネティクスの技術を用いて、食塩の過剰摂取に
よって高血圧が発症する脳の仕組みを世界に先駆けて解明しました
1)。本研究成果は、原因不明の本態性高血圧の発症機構を理解
するための重要な一歩であり、高血圧症の新たな治療法の創出に
役立つと期待されます。

本研究では「近赤外光による遺伝子発現制御法」 (亀井グループ)
と「色変換型Ca2+インジケーター」 (大倉グループ) を開発し、「神
経路選択的遺伝子導入法」を組合せて 「マルチファイバー解析法」
(野田グループ)を創出することによって、体液恒常性や血圧調節を
担う脳内機構と神経回路を明らかにします。

研究概要

研究成果とインパクト

亀井 保博 (基礎生物学研究所・
生物機能解析ｾﾝﾀｰ 特任准教授)

大倉正道 (九州保健福
祉大学・薬学部 教授)

マルチファイバー解析法

近赤外光による遺伝子
発現制御法

色変換型Ca2+
インジケーター

野田 昌晴 (東京工業大学・
科学技術創成研究院 特任教授)

1. Kengo Nomura, Takeshi Y. Hiyama, Hiraki Sakuta, Takashi Matsuda,
Chia-Hao Lin, Kenta Kobayashi, Kazuto Kobayashi, Tomoyuki
Kuwaki, Kunihiko Takahashi, Shigeyuki Matsui, Masaharu Noda.
“[Na+] Increases in Body Fluids Sensed by Central Nax Induce
Sympathetically Mediated Blood Pressure Elevations via H+-
Dependent Activation of ASIC1a” Neuron. 101, 60–75 (2019).
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哺乳類生体内における遺伝子発現誘導技術の開発

一押しポイント
時空間的な遺伝子発現の制御が可能
生体内単一細胞の標識が可能
異所的な遺伝子発現による影響が可能
低侵襲性
幅広い生物種で応用可能
植物でも応用可能
局所加熱時の温度計測も可能になる予定

亀井グループは光による哺乳類の生体内における遺伝子発現誘
導技術の開発を進めています。基盤技術は、 InfraRed Laser-
Evoked Gene Operator (IR-LEGO)法(*次頁)と呼ばれるオ
リジナルの手法です。現在までに主に非哺乳脊椎動物や植物に
用いられています。一方で、哺乳類での応用例はいまだございませ
ん。亀井グループでは野田グループと共にマウス脳内にIR-LEGO
法を適用することで、神経活動を制御する技術の確立を目指して
います。

使用方法/プロトコル

Cover glass
Depth

IR irradiation

Sample
Bottom
Surface

Gel

hsp promoter Gene X

事前準備1. トランスジェニック生物作製/入手。
事前準備2. 最適なレーザー照射条件（時間/パワー）の検討。
1. メチルセルロースなどにサンプルを包埋。
2. 細胞や領域の大きさに合わせて対物レンズを選択。
3. 赤外レーザーを照射（1秒でも可能）
4. 熱ショック応答による遺伝子発現が誘導されるまで数時間～

1日程度待ち、解析を開始する。

42

技術的な問題として、熱ショック応
答が生細胞が死ぬ直前の温度で
引き起こされるため、温度刺激の
生体への影響が懸念されます。こ
の難点を克服するために、種々の
熱帯生物の熱ショック応答制御因
子の活性化温度を評価し、熱
ショック応答が起きる温度を低下さ
せて、哺乳類に最適化したIR-
LEGO法を確立します。

（結果等は次頁を参照ください）

亀井グループ



CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

哺乳類生体内における遺伝子発現誘導技術の開発
*IR-LEGO法
IR-LEGO法1)は、顕微鏡を用いて赤外レーザーを集光照射し
て単一細胞レベルで細胞を加温し、任意の遺伝子発現を誘導
する技術である。この技術を用いれば、特定の細胞のみに蛍光
タンパク質を発現させて細胞を標識して細胞系譜を解析したり、
異所的に遺伝子発現を誘導し遺伝子機能解析することができ
る。すでに、メダカ2)、アフリカツメガエル3)などや、植物4)でも応
用されている。

1) Kamei et al., 
2009, Nat. Methods. 
2) Shimada et al., 
2013. Nat. Comm. 
3) Hayashi et al., 
2014, Dev. Biol.
4) Hwang et al., 
2019, Plant Cell 
Phys.

(続き）
結果サンプル

仕様

ご注意 サンプル、標的細胞ごとに最適な照射条件を設定する。
哺乳類での応用は現在技術開発中です。

開発者のコメント

基礎生物学研究所・生物機能解析ｾﾝﾀｰ
URL:http://www.nibb.ac.jp/lspectro/
Email: ykamei@nibb.ac.jp

赤外レーザー波長 1480 nm
レーザー出力 200 mW / 490 mW / 1 W（CWもしくはパルス）
顕微鏡の種類 正立もしくは倒立の蛍光顕微鏡
標的細胞深度 体表から80 mm程度

応用実績生物種 メダカ、アフリカツメガエル、線虫、ショウジョウバエ、イベリアトゲ
イモリ、ゼブラフィッシュ、ゼニゴケ、シロイヌナズナ

組換え酵素（Cre）との組み合わせで、局所照射された細胞
群のゲノム内で組換えることで永久的な細胞標識（細胞系譜
解析）が行えます。下の図は、発生初期の体節細胞の一部に
赤外線照射して標識し、その細胞群の細胞系譜を成魚で観察
した例です。

IR-LEGO法は再現性が良く、細胞系譜解析や遺伝子機能解析に応用
可能です。また、現在は自作できる簡易版IR-LEGOも開発中です。基
礎生物学研究所では本法を含む先端顕微鏡利用の共同利用研究を募
集しております。いつでもご連絡・ご相談ください。

IR-LEGO法の基本
原理となっている熱
ショック応答は一過性
の反応であり、通常
は短期的な発現で終
わります。
（Shimada et al. 2013）

43

亀井グループ



CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

色変換型Ca2+インジケーター
本研究では、改良・開発した色変換型のCa2+蛍光インジケーター
(*) をマウスに発現させてマルチファイバー解析法によるイメージング
を行う。その後UVの照射によって、その時に活動した細胞を不可
逆的に色標識し、記録後の細胞同定を可能にする手法を開発す
ることを目的としている。この目的を達成するため、大倉グループで
は、遺伝子工学的手法を用いて、色変換型インジケーターの改良、
および新規色インジケーターの開発を行っている。

*Ca2+蛍光インジケーター
Ca2+蛍光インジケーターは、細胞内のCa2+濃度変化を蛍光変
化として検出する目的で用いられるインジケーターである。 Ca2+

蛍光インジケーターを用いた細胞内Ca2+のイメージングは、多細
胞の時空間活動パターンを同時に解析できる有用な研究手法
である。近年のCa2+イメージングでは、緑色蛍光タンパク質GFP
やその類縁タンパク質を蛍光素子として用いて改良・開発された
遺伝子コード型のCa2+インジケーターの利用が進んでいる。

一押しポイント
注目する細胞のCa2+活動を色変換して解析可能
応答速度や蛍光変化量が改善
インジケーター発現の時空間的な制御が可能
生体内単一細胞の標識が可能
幅広い生物種で応用可能

使用方法/プロトコル
事前準備1. インジケーター発現ベクターの作製。
事前準備2. 遺伝子発現条件の検討。
事前準備3. イメージング/色変換条件（時間/パワー）の検討。
1. 蛍光顕微鏡で視野中の細胞群をイメージング。
2. イメージング中に注目する細胞がCa2+活動したタイミングで細

胞に光照射し、インジケーターの色を不可逆的に変換。
3. 色変換された細胞と色変換されなかった細胞を各々解析。

結果サンプル
開発中のインジケーターの動作原理（左）、およびインジケー
ターを発現させた神経培養細胞に光照射して色変換された細胞
（赤）と色変換されなかった細胞（緑）にATP投与でCa2+活
動を誘発させて経時的に撮像した蛍光像（右）を示します。

開発者のコメント
使いやすい新規の色変換型インジケーターや改良版を開発
できればと思っております。

機関名：九州保健福祉大学大学院医療薬学研究科
URL: https://researchmap.jp/read0148150/
Email: mohkura@phoenix.ac.jp

コンタク
ト者の
お写真

ご注意 改良版インジケーターの完成予定時期は2019年度末となります。

0 20         120    (s)
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ホログラム光刺激による神経回路再編の人為的創出

45

革新的な高精度時空間分解能を有する光計
測・刺激技術を確立。神経科学分野の発展に
期待。

本研究チームは、高精度時空間分解能を有する光を
用いた細胞機能の計測・操作技術の開発を行っていま
す。デジタルホログラフィック技術というレーザーを加工す
る技術を応用し、これを顕微鏡に搭載することで様々
なパターンのレーザー光による計測・操作技術を可能と
することに挑戦しています。
デジタルホログラフィックの専門家であられる的場修先生、
ハイパワーパルスレーザーの開発を行う平等拓範先生、
ホログラフィック刺激による神経回路再編をin vitroで
検証する鍋倉淳一先生、及びin vivoで検証し、ホロ
グラフィック計測を的場先生と共に開発する和気で臨み
ます。 鍋倉淳一

生理学研究所
教授

平等拓範
分子科学研究所 特任教授

的場修
神戸大学大学院
システム情報学研究科
教授

和氣弘明
神戸大学大学院
医学研究科 教授

生物応用可能な
システムの構築

ジャイアント
パルスレーザーの
生体での最適化

ジャイアントパル
スレーザーによる
ホログラムの構築

in vivoでの神
経回路再編

およびその計測

埋め込み回路強化
メカニズムの解明

ホログラムを
組み込んだ刺激・
観察系の構築

ソフトウェアの設計

ジャイアント
パルスレーザーの

細胞・組織レベルで
の最適化

和氣 弘明 （神戸大学大学院医学研究科 教授）

研究概要
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計測・刺激一体型２光子ホログラフィー顕微鏡

一押しポイント

2光子ホログラム刺激システム

仕様

開発者のコメント

Three-dimensional stimulation and imaging-based functional optical 
microscopy of biological cells. Quan X, Kumar M, Matoba O, Awatsuji
Y, Hayasaki Y, Hasegawa S, Wake H. Opt Lett. 2018 Nov 
1;43(21):5447-5450. doi: 10.1364/OL.43.005447. PMID: 30383032

ご注意
注意事項や、未完成の場合は完成予定時期などをお願いします

和氣グループ

近年、光学技術の発達に伴い、生体の生命活動に必要とされ
る階層的生理機能が可視化されるようになってきました。とりわけ
神経科学領域においては、２光子顕微鏡を用いた生体脳のイ
メージングによって、神経細胞の構造および機能が可視化され、
さらにこれらの情報を基に光遺伝学的手法を用いた細胞活動
操作法（オプトジェネティックス）によって、これらの神経細胞を
操作し、動物の行動を制御することで脳機能を検証する研究が
行われています。しかしながら現状の光刺激法では、遺伝的背
景の同一の細胞集団に一定のタイミングで刺激するのみです。

低侵襲
時間分解能が高い
様々なパターン刺激が可能

システム外観

神戸大学大学院 医学研究科 システム生理学分野
URL: http://www.med.kobe-u.ac.jp/nature/index.html
Email: hirowake@med.kobe-u.ac.jp

本技術の開発には様々な苦労があり、ようやく完成
しました。ぜひお問い合わせください。

サイズ 1 m x 1 m x 0.7 m
位相変調型空間
光変調素子

1440(H) x 1050(V) pixels, 10.4 umピッチ

観察範囲 対物レンズに依存する
刺激範囲 対物レンズに依存する
適用可能動物 マウス
同時光スポット数 >50 (2次元）

GCaMP6

刺激細
胞

刺激

10μm
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呼吸・睡眠・食欲などの原始
的機能は制御できますが、細
胞活動の時空間的分解能を
有する記憶・学習・情動など
の高次脳機能を操作すること
は難しいです。 そこで本研究
では、ホログラフィック技術を搭
載した顕微鏡を開発すること
で高精度時空間分解能を持
つ計測・操作を可能とします。
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渡邉 大 （京都大学大学院医学研究科 教授）

自由行動下での神経情報操作・解読技術の開発と意思決定の神経基盤
解明への応用

47

・内視顕微鏡イメージングに適した蛍光タンパク質プローブの開発・遺伝子発現手
法について、領域内外のグループと連携します。

・高速・高解像度のイメージング、高精度の光操作を実現するためには、励起光源
ユニットの開発が重要であり、領域内連携により開発を推進したいです。

内視顕微鏡技術による脳深部からのCa2+イメージング、 FRETイメージングによる
神経活動および細胞内シグナル動態の同時計測により、記憶や学習に伴う可塑
性の誘導と神経情報の推移の関係について単一細胞の精度で解析可能です。さ
らに精神神経疾患における神経細胞レベルの機能障害や脳損傷時の代償メカニ
ズムの解明にも有用です。

脳は極めて多様な神経細胞から構成されており、また個々の細胞特性は適応的・
可塑的に変化します。このように不均一かつダイナミックに変化する細胞集団により
実現される脳機能を理解するために、単一細胞の精度をもつ多機能イメージングと
高精度の光操作を可能とする内視顕微鏡技術を開発します。さらに低侵襲かつ脳
深部にアクセス可能な本技術を駆使して、自由行動下での意思決定の神経基盤
の解明にチャレンジします。

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等

リ
ン
ク
さ

内視顕微鏡による多機能イメージング・
神経回路操作技術

ビッグデータ解析、統計学的信号処理、
計算論的アプローチ

高速
ビジョンセンサー
IMX382

高速
トラッキング
顕微鏡

神経活動解析大規模
データ解析

情報学

工学

石川正俊
(東京大学)

大羽成征
(京都大学)

高速ビジョンと高速インテリジェント・
システム開発

神経活動・
細胞内シグナル
動態同時計測

神経科学

渡邉 大
(京都大学)

本チームの体制と研究項目

脳という生物学的「ハードウ
ェア」に実装されている意思
決定の「プログラム」を解読
➡『ヒトの行動原理の理解
』へのチャレンジ

イメージング 光操作

【研究項目1】内視顕微鏡による高速・高感度
イメージングの確立

【研究項目2】光操作技術の内視顕微鏡
イメージングへの応用

P a | s( ) =
exp bQ s, a( )éë ùû

exp bQ s, a '( )éë ùûa 'å

【研究項目3】
自由行動下の意思決定

の神経基盤

細胞トラッキング
による単一細胞
精度での光操作

✓マルチカラー
✓高速化
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小坂田 文隆（名古屋大学大学院創薬科学研究科 准教授）
神経回路の4次元解析法の開発とサブネットワークの機能解明

・ウイルスベクターの高度化
・4次元イメージングシステムの開発
・4次元パターン光刺激システムの開発
・マウスの行動課題の確立と多ニューロン活動の計測
・神経活動から行動の予測（デコーディング）と制御

ウイルスベクターを用いて特定の神経回路を標識する技術に、2光子顕微鏡にSLMを
搭載した多焦点面イメージング法を組み合せた神経回路解析法。
今後は、より精密な神経回路の標識法を開発し、さらにイメージング可能な焦点面を
増やし、光刺激手法を開発することで、神経回路の情報処理の仕組みに迫ります。

知覚や記憶に関わる機能は、脳内で複数の領野に局在し、各々の領野内でニュ
ーロン同士は特定のタスク処理に特化した精密な『サブネットワーク』を構成します。
本研究では、4次元光観察・光操作技術およびウイルス遺伝子工学的手法に基づ
いた神経回路解析法を独自に開発し、『サブネットワーク』の情報処理、統合メカニ
ズム、脳の可塑的な変化に伴う役割を解明することで、複雑な脳機能の理解を目
指します。

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等

ウイルス遺伝子工学とイメージング技術
の融合による4次元解析
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倉永 英里奈 （東北大学大学院生命科学研究科 教授）

オールオプティカルメカノバイオロジーの創出に向けた技術開発と
発生生物学への応用

・光操作を単一細胞レベルで成功させるための光集合技術の確立
・より高感度な光応答分子の有効利用
・光力学計測技術の組織への活用と実用化

本研究では、 (1)光によって細胞力学を操作するプローブの開発、および(2)光操
作に対する細胞・組織の力学応答を観測する非侵襲な光力学計測技術の開発を
行っています。これらの技術で操作・計測した結果に基づいて、細胞から組織変形へ
の力学応答を理解するための(3)数理モデル構築を試みています。これら技術確立
により、メカノバイオロジー分野へのブレイクスルーとなることが期待されます。

生体現象における力学反応の科学はメカノバイオロジーと呼ばれ、発生工学や再生
医療への応用も期待されています。一方その手法は探針などの直接接触を介した
方法が主であり、細胞から組織というメゾスケール領域を対象とするには非侵襲的方
法の確立が急務です。そこで本研究では、生命現象における力学過程の「計測」「
操作」および応答の「観察」を全て『光』で行う「オールオプティカルメカノバイオロジー」
の創出を目指します。

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等

組織における力学の計算手
法の開発数理モデリング

倉
永
Ｇ

光力学操作技術開発

発生生物学研究への応用

組織での光集光技術

超解像観察技術の開発

岡
田
Ｇ

顕微鏡システムの総合開発

光力学計測手法の開発

渡
邉
Ｇ

柴
田
Ｇ
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光第二高調波偏光顕微鏡

使用方法/プロトコル
【透過像を取得する場合】 
1. 25mmカバーガラスに観察したい試料を中央に配置 。
2. 両端に25~200ミクロンのスペーサを配置。
3. 18mmカバーガラスで挟み込む。
4. マニキュアで封をして観察。

【反射像を取得する場合】 
1. 25mmカバーガラスまたはガラスボトムディッシュに観察したい

試料を中央に配置 。
2. 水分が蒸発しないよう注意をしながら観察。

一押しポイント
微小管、コラーゲン、サルコメアを非侵襲で顕微鏡観察。
その構造相違を偏光特性により評価できる。
タンパク質結晶も計測可能。
結晶内タンパク質の構造変化の動態計測が可能。

結果サンプル
結果の概要
①微小管の脱重合を阻害した時の微小な構造変化を光第二
高調波で検出することに成功しました。

。

光第二次高調波は、非線形散乱
光の一種であり、物質を構成する電
気的な配向の情報を含んでいます。
電気的に偏りのあるタンパク質の構
造変化は光第二高調派に変調を
与え、偏光特性として検出されます。

開発者のコメント
微小管一本が発する光第二高調派を捉えられる世界最高感度の顕微鏡
です。使い方次第では、様々な情報を取得できると思います。

機関名：理化学研究所・生命機能科学研究センター
URL: http://www.qbic.riken.jp/lcb/site1/index.html
Email:tomowatanabe@riken.jp参考文献；1. Biophys. Physicobiol. 16, 147-157, 2019

渡邉グループ

②光スイッチング蛍光タンパク質のタンパク質結晶において、光刺
激による構造変化を液中実時間で検出することに成功しました。

50



CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」

松本 正幸 （筑波大学医学医療系生命医科学域 教授）
光操作技術による基底核ドーパミン回路の機能局在解明と機能再建

霊長類の神経細胞に効率よく機能タンパクを発現させるベクターシステムの開発に
取り組むと同時に、伊佐チームの太田グループから、霊長類の大きな脳に対して広
範囲に光を照射することができるＬＥＤプローブの供給を受けることができました。
我々のベクターシステムとこのプローブを組み合わせ、より効果的な霊長類光遺伝
学システムを開発して、ドーパミン神経系の機能解明と機能再建に取り組みます。

本研究では、霊長類に適用できる複数の光操作技術を確立し、ドーパミン神経系
の機能解明とその異常によって生じる機能障害に有効な治療法を開発します。霊
長類動物モデルを対象とする本研究では、げっ歯類とは異なるドーパミン神経系を有
するヒトの臨床研究に直接繋がる研究成果が期待されます。

ドーパミン神経系の異常は運動機能障害や認知機能障害、意欲障害など、様々
な障害を引き起こします。本研究では、ヒトに近縁なマカクザルに適用可能な光に
よる神経回路介入操作技術を確立し、霊長類においてドーパミン神経系の異常が
様々な機能障害を引き起こすメカニズムに迫ります。また、この手法を用いて、ドーパ
ミン神経系の異常が引き起こす脳機能障害に高い治療効果を示し副作用の少な
い治療法の開発を目指します。

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等
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霊長類のドーパミン神経回路の光操作に適したウイルスベクターシステム

使用方法/プロトコル

1.新規AAVベクターをマカクザ
ルの黒質緻密部に注入し、
約４週間後に灌流固定し
た脳標本の免疫組織化学
的解析を実施した。

一押しポイント
AAV2(優れたニューロン特異性)とAAV1(高い発現能)のキャ
プシド改変型モザイクベクター(AAV2.1)を開発。
ドーパミン細胞特異的に機能タンパクを発現させるためにチロシ
ン水酸化酵素(TH)プロモータを搭載。

結果サンプル
結果の概要
1. 免疫組織化学的解析により、
AAVベクターの注入部位である黒
質緻密部において、GFP陽性細
胞の多数がTHを発現していること
が確認されました(上図参照)。
2. 黒質ドーパミン細胞の活動を
記録中に200ミリ秒の光刺激を
施行したところ、刺激期間中に有
意な活動上昇が観察されました
(下図左)。このようなニューロンで
は、ドーパミン細胞の特徴である
報酬に対する興奮性応答も観察
されました(下図右)。以上により、
本ウイルスベクターシステムを用い
た光遺伝学技術が、ドーパミン細
胞の活動操作に有効であることが
検証できました。

霊長類において光遺伝学的手法による
神経回路操作に適したウイルスベクターシ
ステムが確立していないことに加えて、ドー
パミン細胞特異的なベクターの作製が困
難であったため、これらを克服した新規ア
デノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを開発し
ました。

開発者のコメント
本技術を利用して、特定のドーパミン神経回路を光操作し、動物の行動変
容や神経活動変化を解析することにより、個別の回路機能を解明したい。

機関名：京都大学霊長類研究所
Email:takada.masahiko.7x@kyoto-u.ac.jp

inoue.kenichi.6z@kyoto-u.ac.jp

高田グループ

2.上と同様にして、黒質ドーパミン細胞に光感受性イオンチャ
ネル(チャネルロドプシン２)を発現させ、ベクター注入後５週
目以降に、記録電極と光刺激用ファイバーを一体化したオ
プトロードを黒質に刺入し、ドーパミン細胞の活動を記録した。
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柚﨑 通介 （慶應義塾大学医学部 教授）
光操作によるシナプス可塑性と記憶形成の因果関係の解明
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LTDを光阻害できるPhotonSABERに加えて、LTP/LTDを阻害ないし促進できる
光遺伝学ツールの開発を続けていきます。またこれらのツールを用いて、特定のシナ
プスにおけるLTP/LTDを操作した結果、個体レベルでの記憶・学習の変容を評価
するための行動実験開発も進めてきます。PhotonSABERマウスについては領域
内1件、領域外（国外）に2件の共同研究が進行中です。

LTP/LTDを誘導する刺激条件はさまざま知られていますが、最終的にはシナプス後
部 の AMPA 型 グ ル タ ミ ン 酸 受 容 体 （ AMPAR) の 数 の 増 減 が 起 き ま す 。
PhotonSABERの最大の特長は、AMPAR取り込み過程を光制御することによって、
誘導条件によらずにLTDを阻害できることにあります。また急性・可逆的にLTDが阻
害できるために、代償性経路が働きにくいという特長をもちます。

神経回路を構成するシナプスは、神経活動に応じて生涯に亘って可塑的に変化しま
す。この現象は長期増強(LTP)や長期抑圧(LTD)として長年研究されてきました。
しかし、特定のシナプスにおけるLTP/LTDが、個体レベルにおける記憶・学習と因果
関係が本当にあるのか、という根源的な問いには未解決の点が多いのが現状です。
本研究では、急性かつ可逆的にシナプス可塑性を直接制御できる光遺伝学的ツー
ルを開発することによってこの問いに挑みます。

研究概要

研究成果とインパクト

今後の展開等

慶應大・柚﨑グループ

LTP/LTDと個体レベルでの記
憶・学習との因果関係の解明

化学修飾によるLTP/LTD
光制御ツールの開発

京大・浜地グループ

光遺伝学的制御ツールの
開発と培養神経での検証

電通大・松田グループ
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PhotonSABER: 光依存的LTD阻害ツール

使用方法/プロトコル

1. LSL-PhotonSABERノックインマ
ウスを入手。

2. LTDを阻害したい脳部位において
特異的にCre遺伝子を発現させる。

3.急性脳切片を用いて電気刺激によ
るLTDが光阻害できることを確認。

4.個体での行動学習課題中に特定
の脳部位に光照射して記憶・学習
への影響をみる。

一押しポイント
急速かつ可逆的（~15分）にLTD誘導を阻害できる
誘導条件（mGlu1やNMDA受容体依存性等）に依らない
定常状態の神経伝達やLTPには影響を与えない

結果
前庭動眼反射の視性調節(VOR)・
視運動性眼球運動(OKR)といった眼
球運動学習は小脳LTDによって担わ
れていることがこれまでに伊藤らによって
提唱されていました。しかし近年、さま
ざまな遺伝子変異動物においては
LTDよりもLTPの関与が報告されました。
今回、PhotonSABERを用いてLTD
を急性かつ可逆的に光阻害することに
よって、VORやOKRといった眼球運動
学習はLTDによって担われていることを
直接証明することができました。

遺伝子操作等によって慢性的に特
定の遺伝子を操作するとさまざまな
代償機構が働きます。またin vitro
におけるLTDは用いる誘導条件に
よって異なった結果が得られることが
あります。そこでLTDの最終共通経
路であるAMPAR取り込み過程を光
制御できるツールを開発しました。

開発者のコメント
LTDは扁桃体・海馬・大脳皮質などさまざまな脳部位において多様な個体
行動を制御していることが示唆されています。是非多くの研究者にPhoton-
SABERを用いていただき、LTDと個体行動との因果関係を明らかにしてい
ただければと思います。
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URL: http://www.matsuda-lab.es.uec.ac.jp/
Email:smatsuda@uec.ac.jp
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