
＊本文章は学会誌に掲載された内容の解説です。 
 
Abstract  
We developed a new optogenetic tool which allows optical erasure of specific memory by chromophore-

assisted light inactivation (CALI). In this system, we use SuperNova (SN), a photosensitizer protein that 

generates reactive oxygen species (ROS) upon light illumination. SuperNova is fused with cofilin, a critical 

protein for memory formation. Light illumination on this fusion protein induces CALI and inactivates 

cofilin, thereby erasing specific memory. Notably, this method erases memory only within 20 min after 

memory is formed, which enables spatiotemporal analysis of neuronal circuit responsible for memory 

formation. 
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はじめに 

近年、光を用いた生命機能の解析を可能とする光遺伝学的手法が多く開発されている。特に神

経科学の分野では、神経活動に重要なイオンチャネルを光によって開閉できるチャネルロドプ

シンが用いられ、光によって神経活動を高い時空間解像度で操作することが可能となっている。

これらの技術により、神経活動と行動の因果関係の理解が進んできた。しかし、光によって「記

憶」を特異的に操作することはいまだに困難であった。なぜなら記憶は細胞上に数多く存在する

スパインと呼ばれる微細な構造体により形成されるため、従来のチャネルロドプシンを用いた

方法では細胞全体の活性を操作することはできても、記憶に関与するスパインのみを特異的に

操作することが困難だったからである。そこで筆者のグループは、記憶形成時に cofilin という

タンパク質がスパイン内に顕著に集積する現象に着目し、CALI の技術を用いてその集積する

cofilin を光によって不活化する系を開発した 1)。これにより、光によって「記憶」を特異的に操

作することが可能となった。本稿ではその動作原理、神経機能解析への応用について紹介する。 

 

CALI を用いた光によるたんぱく質の不活化技術 

CALI は光増感剤を用いることで、光によって特定の分子を不活化する技術である。光増感剤

に光が照射されると活性酸素種(ROS)が発生するが、そのメカニズムはタイプ I, II が知られてい

る 2) 。両タイプにおいて、光増感剤は光の吸収により一重項状態(S1)に励起され、その後、系間

交差を経て励起三重項状態(T1) に遷移する (図 1a)。タイプ I の反応では、T1 状態の光増感剤

(PS*)と(~15Å 距離の)近傍分子 (Sub)間の電子遷移の結果、ラジカルが生成する。生成したアニ

オンラジカル（PS˙¯）は、基底状態の酸素に電子を移動させて、スーパーオキシドラジカル（O2 

˙¯）やヒドロキシルラジカル（HO˙）などの活性酸素を生成し、約 1-3 nm の半径で拡散する。一

方、タイプ II 反応ではラジカルは生成せず、T1 状態の PS*から基底状態へのエネルギー移動に

よって一重項酸素（1O2）が生成して約 3-4 nm の半径で拡散する。このメカニズムにより、光増

感剤を特定の分子と共局在 (1-4 nm)させることで、光が照射された空間と時間においてその分



子を特異的に不活化することができる (図

1b)。 

CALI に は 当 初 ， Malachite Green 、

fluorescein や eosin といった化合物が光増感

剤として用いられてきたが、近年では光増

感たんぱく質を遺伝子操作で発現させる光

遺伝学による CALI が可能となってきた。

本研究ではマウス生体内での CALI 実施を

目的としているため、大阪大学永井健治研

究室で開発された SuperNova (SN)という光

増感たんぱく質を用いた 3)。SNR の吸光度

は 550-600nm にピークをもつため、この波

長帯の光を用いることで効率的に CALI を

誘導することができる (図 1c) 4)。一方、

500nm 以下での吸光度は低いため、GFP と

の同時イメージングが可能となる。また 2 光子レーザーでの CALI の誘導も可能であり、SNR の

場合、~800nm と 1000nm~で CALI を誘導することができる 5)。従って本研究では SNR を用い、

以降は SNR を SN と記述する。 

 

CALI を用いた光による細胞レベルの記憶の消去技術 

筆者のグループは、cofilin に着目し、SN との融合タンパク質である Cofilin-SuperNova (CFL-

SN)を脳内に発現させ、光によって cofilin を不活化する系を開発した。Cofilin はアクチン関連分

子であり、細胞レベルでの「記憶」現象である、シナプス可塑性やシナプス長期増強 (Long-term 

potentiation: LTP) に関与する記憶に重要な分子である。神経細胞上で、シナプスは樹状突起スパ

インと呼ばれる 1 ミクロンほどのキノコ状の構造上に形成される。LTP に伴い、その構造が拡大

することが知られ、structural LTP (sLTP)または構造可塑性と呼ばれる。LTP の誘導により cofilin

がスパイン内に流入し、細胞骨格であるアクチンを編成することがスパイン拡大とその維持に

重要である 6)。記憶が形成された(=LTP が誘導された)スパインには cofilin が集積している。そ

こで我々は、光によって cofilin を不活化することが記憶の特異的な消去につながると考えた。 

まず光による cofilin の不活化により sLTP を解除できるかを確認した。そのためにラットの海

馬培養スライスのスパインを 2 光子顕微鏡下で観察した。スパインの形態観察のために赤色蛍

光たんぱく質である DsRed を、cofilin 量の観察のためには CFL-GFP を発現させ、910nm の二光

子で画像を取得した (図 2a)。さらに CFL-SN も同時に発現させ、559nm 光をスパインに照射す

ることで CALI を誘導した。sLTP はケージ度グルタミン酸存在下のスパインの近傍での二光子

720nm 照射により誘導した。sLTP 誘導によりスパイン拡大と cofilin 集積が見られ、その 10 分後

に 1 光子 559nm をスパインに照射し CALI を誘導すると、GFP-CFL 量の減少とスパインの縮小

図 1. (a)エネルギー遷移による ROS の発生原理 
(Takemoto, Proc. Jpn. Acad., Ser. B 97, 2021 より転載), 
(b)光増感剤による ROS の発生と近傍分子の不活化, (c)光
増感たんぱく質 SuperNova と変異体の吸光度。 
SuperNova Red (SNR), SuperNova Green (SNG)。 (Riani 
et al. BMC Biology, 2018, 16:50 より転載) 。 



が見られた。つまり、LTP の誘導後に CALI

により CFL-SN を不活化すると、その他の

cofilin (cofilin-GFP)の量も減少し、さらにス

パイン体積も減少した。一方、LTP が誘導さ

れていないスパインの cofilin 量とスパイン

形態には光による影響は見られなかった。 

次に、LTP 誘導前後の様々な時点で CALI

を行ったところ、LTP 誘導前に光を照射して

も LTP の誘導への影響は見られなかった。

また LTP誘導 30 分後までは光により LTPが

解除されたが、LTP 誘導 50 分後からは影響

がなかった(図 2b)。つまり LTP の誘導後 30

分以内に光を照射して cofilin を不活化する

ことで、LTP が解除できることが分かった。 

この技術は以下の点で画期的である。ま

ず、外部から CFL-SN を発現させて光を当てるだけで、LTP に関与する内在性の cofilin の機能も

阻害して LTP を解除できる点である。次に、細胞全体に光を照射しても、LTP により cofilin が

スパインに集積しているため、光の影響は「記憶」に特異的である点である(図 2c)。最後に、光

の影響は、LTP の直後から 30 分までに限定できる点である。既存の技術では LTP の直後や時間

的に限定された操作が難しかったため、本技術により LTP の時空間解析が可能となる。 

 

CALIを用いた光による個体の記憶の

消去技術 

以上の脳スライスを用いた実験から、この

技術を生体内に応用すれば、個体の記憶を特

異的に光で操作できると考えた。CFL-SN を

脳内に発現させるためのアデノ随伴ウイル

ス(AAV)を作成し、海馬の興奮性神経細胞に

のみ CFL-SN を発現させた (図 3a)。海馬に

光を照射するために光ファイバ（直径 200 ミ

クロン、NA0.5）の先端が海馬の直上に位置

するように手術で埋め込んだ。 

記憶を定量化するため、学習タスクであ

る Inhibitory Avoidance test (IA test)を用いた 

(図 3b)。IA test はマウスが自由に行き来できる暗室と明室の 2 つの区画がある箱 (IA box)で行

う。マウスは暗室を好むので、マウスを明室に入れると通常 30 秒以内に明室から暗室に移動す

図２. (a) LTP 誘導 (uncaging)10 分後の単一スパインへ
の光照射(赤枠)による CALI の誘導と cofilin の不活化。
DsRed (スパイン形態)と CFL-GFP (cofilin量)の 2光子画
像。スケールバー1µm, (b) LTP 誘導前後の様々なタイム
ポイントでの CALI によるスパインの体積変化, (c)光によ
る LTP の特異的な解除の模式図 

図 3. (a) 海馬組織画像。海馬 CA1 に赤色(CFL-SN 発現)
が、その直上に光 fiber 跡が見える。スケールバー300µm, 
(b)IA テストと CALI 実験の模式図, (c)1 日目の IA test の
1 分前、2, 5, 10，20，60, 120 分後にそれぞれ光を照射し
た(左)。CALI 後、IAtest 2 日目の遅滞 (=記憶成績)（右）。 



る。しかし暗室に入った直後に電気刺激を与え不快感を学習させると、翌日再びマウスを明室に

入れてもすぐには暗室に入らなくなる。この暗室に入るまでの時間の遅滞を測定することで記

憶を評価する。1 日目の IA test の 1 分前、2、5，10，20，60, 120 分後にそれぞれ光を照射した

(図 3c)。すると、IA test の 2 分後から 20 分後の間で光を照射した場合に、翌日の暗室に入るま

での時間の遅滞が見られなくなった。つまり、IA test による学習後 2 分から 20 分後の間で CALI

を誘導した場合にのみ、記憶が消去されることが分かった。以上の結果は脳スライスの結果と一

致し、生体内においても 20 分以内の LTP を特異的に解除することで特定の記憶のみが光により

消去できることを示している。 

 

記憶の消去技術による脳内の記憶ダイナミクスの解析 

LTP の誘導 20 分以内でのみ LTP を解除できる本技術の性質をいかすことで、脳内で LTP が

誘導される時空間解析が可能となる。記憶は学習後の数日間はまず海馬で保存され、その後徐々

に皮質に移行していく 7)。つまり記憶は脳内でダイナミックに保存されているが、いつどこで記

憶が形成されるかその詳細は明らかではなかった。学習直後の海馬で CALI を行うと、記憶が消

去される(図 3)。これは海馬では学習直後に LTP が誘導されていることを示している。さらに学

習後、2 時間経過した後の睡眠中に海馬で CALI を行っても記憶が消去された。つまり海馬では、

学習直後とその後の睡眠時に 2 段階の LTP が誘導されることで記憶が形成されることを示して

いる(図 4)。 

さらに前帯状皮質では学習翌日の睡眠

中の CALI によってのみ記憶が消去された。

つまり、前帯状皮質では学習の翌日の睡眠中

から LTP が誘導されることで記憶が形成さ

れていることが分かった。このように、本技

術を用いることで学習後の記憶の脳内での

動態を時空間的に解析することができる。さ

らにカルシウムイメージングと組み合わせ

ることで、記憶に関与する神経活動の記録も

可能となった 1)。また海馬と前帯状皮質だけ

でなく、記憶に関与する多くの脳領域に適用可能である。以上から、本技術は記憶研究に広く応

用できる技術であり、今後の記憶研究の発展に貢献することを期待している。 
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