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 Important information stays in the brain as long-term memory. While the importance of reverberating 
circuit activity that involves the memory center is well known for the consolidation process, the molecular 
mechanism underlying the circuit regulation has yet to be elucidated. We have previously shown that a 
reverberant circuit activity in the memory center is also crucial for the consolidation process of long-term 
appetitive memory in fruit flies, Drosophila melanogaster (1). Recently, we found that a nutrient convey-
ing neuropeptide CCHa2 plays a vital role in the memory consolidation process, which prompted us to 
hypothesize that the molecule regulates the persistent memory circuit activity upon learning. Here we 
engineered a transgenic fly strain that enables us to visualize the activity of endogenous CCHa2 receptor 
(CCHa2R) using the endo-Tango system (4) to address the functional connection between CCHa2 and 
memory circuit. By using the system, we could successfully visualize the receptor activity in the fly brain, 
suggestive of the potency of the new approach in capturing the ligand-specific information flow. Strik-
ingly, the system marked a few rewarding dopamine neurons upon sugar reward intake, indicative of the 
receptor activity in selected yet critical neural elements essential for the appetitive memory formation and 
consolidation. These results suggest CCHa2 is likely a potent mediator of nutrient signal to the memory 
center, and drives the reverberant circuit activity for consolidating long-term memory.
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Important information stays in the brain as long-term memory. While the importance of 
reverberating circuit activity that involves the memory center is well known for the consolidation 
process, the molecular mechanism underlying the circuit regulation has yet to be elucidated. We 
have previously shown that a reverberant circuit activity in the memory center is also crucial for 
the consolidation process of long-term appetitive memory in fruit flies, Drosophila melanogaster 
(1). Recently, we found that a nutrient conveying neuropeptide CCHa2 plays a vital role in the 
memory consolidation process, which prompted us to hypothesize that the molecule regulates the 
persistent memory circuit activity upon learning. Here we engineered a transgenic fly strain that 
enables us to visualize the activity of endogenous CCHa2 receptor (CCHa2R) using the endo-
Tango system (4) to address the functional connection between CCHa2 and memory circuit. By 
using the system, we could successfully visualize the receptor activity in the fly brain, suggestive 
of the potency of the new approach in capturing the ligand-specific information flow. Strikingly, 
the system marked a few rewarding dopamine neurons upon sugar reward intake, indicative of 
the receptor activity in selected yet critical neural elements essential for the appetitive memory 
formation and consolidation. These results suggest CCHa2 is likely a potent mediator of nutrient 
signal to the memory center, and drives the reverberant circuit activity for consolidating long-
term memory. 
 
１．はじめに 
重要な情報は脳に固定化され、長期記憶として保存さ

れる。この記憶の長期化プロセスには、ドーパミン作動性

神経を中心とした脳内の反響回路の活動が重要であるこ

とが知られている。しかし、反響回路の作動トリガーとな

る生理的条件やシグナル分子についての理解は十分では

ない。ショウジョウバエは匂いとショ糖の関係性を学習

し、糖の栄養情報依存的に長期記憶を形成する。我々はこ

れまで記憶中枢キノコ体、報酬系ドーパミン作動性神経

とキノコ体出力神経の三者が形成する局所反響回路の持

続的な活動がこのショ糖記憶の長期化に重要であること

を見出していた（1）が、この局所回路の作動と栄養情報を繋ぐシグナル因子は不明であった。 
ハエの中腸や脂肪体に発現する神経ペプチド CCHa2は、糖の栄養情報をモニターし、その情報を体液流
に乗って脳に伝える（2）。我々は最近、このペプチドがショ糖記憶の長期化に重要であり、さらにその受
容体が先の反響回路の構成細胞に発現することを突き止めた。それゆえ記憶長期化プロセスにおいて、

CCHa2が栄養情報を反響回路に伝え、その活動をトリガーする可能性が示唆された。一方、CCHa2発現細
胞と反響回路は空間的に乖離しており、その機能的接続性を直接的に証明する唯一の方法は、記憶長期化

プロセスにおける反響回路上の CCHa2受容体の活性を検出することである。そこで本研究では、内在性受
容体活性の可視化技術 endo-Tango 法を開発し、これを用い記憶の長期化に伴う反響回路上の CCHa2 受容
体の活性をモニタリングし、その作用機序を理解することを目的とした。 

 
図１ endo-Tango システムによる内在性 CCHa2
受容体活性の可視化 
リガンド結合依存的に転写因子を切り離し、レポー

ター遺伝子の発現を誘導する。 
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２．CCHa2-R-endoTangoの開発 
 リガンド結合による内在性 CCHa2R受容体活性の可視化を実現するために、endo-CCHa2R-Tangoシステ
ムの開発を目指した。当システムでは、リガンドにより受容体が活性化すると、転写因子が核内移行し、

レポーター遺伝子を発現する（図 1）。これは特に、植物ウイルス由来の TEV プロテアーゼと β アレスチ
ンの融合タンパク質（β-arrestin-TEV）と、受容体と TEVプロテアーゼの切断部位（TCV）と転写因子 LexA
の融合タンパク質（Receptor-TCV-LexA）の 2 つによって実現される。本技術は G タンパク質共役型受容
体（GPCR）に対して特に効果的であり、ショウジョウバエの生体内でも作動することが報告されている（3）。
これを CCHa2Rにおいても実現すべく、CRISPR/CAS9を用い、CCHa2受容体の C末端に TCV-LexAを直
接挿入した遺伝子改変ショウジョウバエを作製した（CCHa2R-TCV-LexA）。さらに β-arrestin-TEVプロテア
ーゼは、チューブリンプロモーターによって全身性に、かつ時期特異的に発現させるように設計した。こ

れにより、切断された LexAの細胞内蓄積を最小限にし、直近の CCHa2受容体活性のみをモニターできる
ようにした。 
 
３．記憶長期化回路における CCHa2R活性のモニタリング 
先述した CCHa2R-Tangoシステムを用い、記憶の固定に伴う反響回路上の CCHa2R活性の可視化を試み

た。より具体的には記憶中枢に投射を持つ報酬系ドーパミン細胞上に CCHa2R-Tango 発現を誘導し、ショ
糖報酬刺激に対する応答をモニタリングした。その結果、非常に限られたドーパミン細胞上において

CCHa2R受容体応答を確認することに成功した（図２）。レポーター遺伝子の発現が弱く、細胞型の同定ま
でには至らなかったが、CCHa2がショ糖栄養情報の伝達子として記憶回路に直接働きかけることを実証す
ることに成功した。 
 
４．まとめ 
 本研究では、endo-
CCHa2R-Tango シス
テムを開発し、それ

を生体内で運用する

ことで、記憶長期化

メカニズムの一端を

解明することを目的

とした。実際に、報

酬系ドーパミン細胞

において CCHa2R活性が確認できたことは、本システムが有効であり、かつ我々の作業仮説が確からしい
ことを示唆する。今回の成果では、CCHa2R 活動が見られた細胞を同定するまでには至らなかったが、今
後、さらに詳細な調査を継続することで、記憶長期化に伴う反響回路の肝となる報酬系細胞、さらにはそ

の活性化のタイミングなどが理解でき、記憶長期化プロセスの理解に繋がるものと期待される。 
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図２ 長期記憶細胞における CCHa2R活性の可視化 
（左）ショウジョウバエ脳における CCHa2Rのショ糖応答。赤はドーパミン作動性細胞のマー
カー。脳全体にまばらに活性化細胞が確認できる。白破線内が報酬系ドーパミン細胞群。 
（右）報酬系ドーパミン細胞群における CCHa2R活性（GFP）。THはドーパミン細胞のマーカ
ー。限られた細胞にのみ、CCHa2R活性が確認できた。 
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