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第1章 序論 

 

第1節 記憶の分類 

 

1. 空間記憶 

記憶と は， 環境から得られる情報を生体が取り 入れ， 保存し ， 必要に

応じ てその情報を再現する能力のこと を指す． 我々は自らが置かれた環

境（ 空間） に存在する様々な刺激（ 主に視覚刺激） の配置や組み合わせ

を基に特定の場所を同定する空間認知能力を有し ているが， そのよう な

空間や場所に関する記憶のこと を空間記憶と いう ．ラ ッ ト やマウスなど，

実験動物と し て用いられるげっ歯類は， 非常に優れた空間記憶能力をも

つこ と が知ら れており ， 行動科学分野では空間記憶課題を用いてラ ッ

ト・ マウスの空間認知・ 空間記憶を評価する研究が数多く 行われている．  

 

2. 記憶の二重貯蔵モデル 

認知心理学的研究において，記憶に関する体系的な知見が蓄積するに

従って， 記憶の処理過程を説明するいく つかの理論が提唱さ れた． その

中でも有力な理論の一つが， Atkinson & Shiffrin（ 1965, 1968） によって

体系化さ れた，「 記憶の二重貯蔵モデル」 である． このモデルでは， 記憶

を保持期間の長さ によって短期記憶（ short-term memory; STM） と 長期記

憶（ long-term memory; LTM） に分類し ， それぞれは別の記憶貯蔵庫， あ

るいは情報の入れ物と 見なし た．また，それぞれの記憶の利用までには，

複数の記憶処理過程が必要であるこ と が示さ れている． こ こでは， 記憶

の二重貯蔵モデルをもと に， オリ ジナルのモデルでは直接用いられては

いないが， 説明に必要と 考えられる用語を補いつつ， 短期および長期記
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憶と その処理過程（ 記銘， 固定， 保持， 検索） について概説する．  

記憶の二重貯蔵モデルにおいて， まず， 外部環境からの情報は， 感覚

器を介し て感覚情報に置き換えられる（ 視覚， 聴覚， 触覚， 味覚等， こ

こまでを感覚記憶（ sensory memory） と 呼ぶこと もある）． その後， 感覚

情報は「 記銘過程」 を経て意味的な要素へ移行さ れること により ， 内的

処理が可能な形式，つまり 記憶と し て保たれる．この記憶はまず，「 短期

記憶」 と し て維持さ れるが， この短期記憶は数秒から数時間し か持続せ

ず， 他の情報入力によって容易に維持が妨害さ れてし まう 不安定な状態

であるため，獲得さ れた記憶がより 永続的・ 安定的になるためには，「 長

期記憶」 と し て保持さ れる必要がある． 短期記憶表象の強度が十分であ

った場合， 短期記憶は「 固定過程」 を経て， 長期記憶へ転送さ れる． 短

期記憶の強度は， 外部環境からの刺激の強度それ自体に加えて， リ ハー

サル（ 短期記憶内の情報を意図的または無意図的に何度も反復し て想起

すること ） や， 体制化（ 関連する情報をまと め， 整理するこ と ） などの

認知的修飾の影響を受けると 考えられている． この様に固定さ れ， 長期

記憶と し て保持さ れている（ 保持過程） 記憶は， 必要に応じ て意識中に

再現さ れる． この過程を「 検索過程」 と 呼ぶ．  

 

3. 記憶の固定説 

上述し た様に， 記憶の二重貯蔵モデルにおいて， 記憶は獲得さ れてか

らし ばらく は，不安定な状態で維持さ れ，「 固定過程」 を経て時間をかけ

て安定化する． このこ と は他の記憶処理過程と 比べて直観的には理解し

づらいかもし れない．記憶の固定と いう 用語は，Müller & Pilzecker (1900)

の研究において初めて用いられた． この研究では， 被験者に対し て言語

材料を記憶さ せた後， 数分以内に新たな情報を提示すると ， 対象言語材
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料の再生率が低下するが， 言語材料の記憶から一定時間が経過し た後の

刺激提示は記憶に対する干渉効果を引き起こさ ないこ と を示し ， 記憶は

時間と 共に固定化・ 安定化すること を示唆し た． 後の心理学的研究にお

いてこの研究の結果自体は， 他の理論を用いてより 適切に説明さ れたも

のの，この固定説自体は引き続き研究者の関心を集め，複数の臨床研究，

動物実験によって支持さ れてきた． すなわち， 脳の働きを妨害するよう

な衝撃や外傷によって， このよう な障害より も時間的に前（ 直前） に獲

得さ れた記憶の再生が著し く 低下する，「 逆行性健忘」 が生じ るこ と が示

さ れた． 例えばある人が頭に強い打撃を受けて昏睡状態になった際に，

患者はその事故の直前にあったできごと や事故そのものに結びついたで

きごと を再生できない一方で， 事故直前より も ， 時間的により 離れた記

憶は正常に再生できた． また， 同様の逆行性健忘が深い麻酔， インシュ

リ ン あ る い はメ ト ラ ゾ ー ルに よ る 痙攣， 電気痙攣性シ ョ ッ ク

（ electroconvulsive shock, ECS） を受けた患者においても報告さ れている

（ Bower & Hilgard, 1981）． さ らに動物実験では， ラッ ト の両耳につけた

電極の間に強い電流を短時間流す ECS を学習試行直後に与えると ，翌日

におけるテスト の成績が低下すること ，  ECS による逆行性健忘効果は

ECS が学習試行終了の方に近ければ近いほど大きく なるこ と が示さ れて

いる（ Duncan, 1949）． このよう な脳活動妨害による逆行性健忘研究は，

記憶の固定説は記憶の処理過程を考える上で有力な考え方であるこ と を

支持すると 同時に， 短期記憶と 長期記憶を分けて考える「 記憶の二重貯

蔵モデル」 を補強するものである．  

 

4. 作業記憶と 参照記憶 

作業記憶（ working memory） と は， ラ ッ ト やハト 等の動物を用いた記
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憶研究の流れの一つと し て 1970 年代に提唱さ れた概念であり ，それまで

の短期記憶・ 長期記憶のよう な時間的分類ではなく ， 記憶の機能的側面

を重視し た分類である． Honing（ 1978） および Olton et al.（ 1979） によ

れば， 作業記憶と はその試行内でのみ有効な情報の記憶と 定義さ れる，

また，作業記憶に対立する概念である参照記憶（ reference memory）と は，

試行全般を通じ て有効で，かつ安定し た情報に関する記憶を指し ている．

さ らに Olton（ 1986） は， 作業記憶の特徴と し て， ①ある事象が， いつ

生じ たのかと いう 時間的文脈で捉え， ②個別の状況に連続的に対応する

ために， 常にセッ ト ・ リ セッ ト が可能な動的記憶であると し ている． 従

って， 動物にと ってその事象が生じ た時間的文脈と ， その情報の有効性

が作業を形成・ 利用する上で重要と さ れている． ラッ ト における代表的

な作業記憶課題と し て放射状迷路課題が挙げられる．  

 

5. Hebb の二重痕跡仮説 

Hebb（ 1949） は， 行動と その神経メ カニズムについて， 心理学と 神経

科学， 両方の知見を踏まえた考察を行い， 学習・ 記憶のメ カニズムに関

する重要な仮説を提唱し た． 彼は， 記憶を支える神経のモデルと し て直

線的な興奮性の伝達経路では無く ， 回帰性の興奮性閉鎖回路である「 反

響回路」 を仮定し ， 特定の受容器が刺激を受けると この回路が興奮（ 反

響） すると し た． この閉鎖回路における反響は， 感覚受容器の働きが終

了し た後も一過性に持続すると さ れ， このよう な活動を反響的・ 一過的

痕跡と し て， 短期的な記憶を支える神経基盤であると 考えた． この一過

性の回路興奮は時間と と もに減少し ， 外界の事象によって容易に中断さ

れてし まう ため， 長期記憶のよう な永続的な記憶を保証するものではな

いと し ている．  
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Hebb は， 長期記憶を支える神経基盤は， 短期記憶における「 回路の

一過的反響」 のよう なシナプスの“ 力動的変化” ではなく ， シナプスの

“ 構造的な変化”によるものであると 考え，一過性の回路の反響が持続・

反復するこ と で， 反響活動の安定性を向上さ せる持続的細胞変化が誘発

さ れると 仮定し た． すなわち， 彼の言葉によると 「 細胞 Aの軸索が細胞

Bを興奮さ せるのに十分接近し ており ，反復的にあるいは持続的に細胞 B

を発火さ せるこ と により ， ２ つの細胞のどちらか， あるいは両方で代謝

的な変化による神経の成長が引き起こさ れ， ２ つの細胞間の情報伝達効

率が増加する」 のである． また， シナプスの構造的変化の例と し て， シ

ナプス前部あるいは後部の増大に伴う 面積の増加が提案さ れている． さ

らに， この様な回路の安定化と それを支えるシナプスの構造的な変化に

は， ある程度の時間を要すると さ れ， それらが完了するまでの間， 反響

的痕跡が構造の変化と 共同すること で， 記憶が保持さ れる様な過程があ

るのではないかと も考えられている．  

 

第2節 海馬におけるシナプス可塑性 

 

1. 海馬 

海馬体は， ヒ ト では内側側頭葉に， ラッ ト では皮質と 視床の間に位置

する部位で，大脳辺縁系の一部である．海馬体は大きく 分けて，①CA1，

CA3 からなるアンモン角， ②歯状回， ③海馬支脚の 3 領域からなり ， そ

の解剖学的形態は特徴的かつ非常に整った層構造を成し ている． また，

海馬内には一方向性の興奮性神経回路があり ， その回路は種を超えて保

存さ れている．  

海馬周辺皮質（ 嗅周皮質， 海馬傍回等） に到達し た視覚情報は， 主に
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嗅内皮質浅層を介し て海馬へ入力し た後， 機能的重要性が明らかにさ れ

ている 2 つの主要経路を経る． 1 つ目は， trisynaptic pathway で， 嗅内皮

質の第Ⅱ層から貫通枝（ perforant path） を通って歯状回顆粒細胞へ到達

し た後， 苔状繊維（ mossy fiber） を経て CA3 錐体細胞へ， さ らに CA3

から Schaffer 側枝を通って CA1 錐体細胞へ到達する経路である． 2 つ目

の経路は， temporoammonic pathway で， これは， 嗅内皮質Ⅲ層から貫通

枝を通って直接 CA1 錐体細胞へ到達する経路である．この様に，海馬内

では嗅内皮質浅層から歯状回， CA3， CA1 の各領域へ投射さ れた後， 最

終的に CA1 領域へ出力と し て統合さ れる．海馬からは主に 3 つの経路を

経て出力が行われており ， ①CA1 から嗅内皮質深層， 膨大後部皮質へ，

②連合縦束を介し て知覚連合野， 扁桃体， 側坐核， 前頭前野へ， ③脳弓

を介し て皮質下領域（ 外側中隔， 乳頭体， 視床前核， 視床下部） や前頭

前野へ， それぞれ投射し ている．  

 

2. 海馬と 記憶 

H.M.と いう 名の患者は， てんかんの治療のために， 内側側頭葉の除去

手術を 受け， 扁桃体や海馬を 含む両側の側頭葉領域が除去さ れた

（ Scoville & Milner, 1957; Corkin et al., 1997）．この手術後，彼のてんかん

は治まり ， 彼は正常な言語機能と 知能を保っていた． し かし ， 一方で彼

には重篤な順向性健忘（ 手術以後における新し い情報獲得の障害） と ，

手術からおよそ 2-3 年間の記憶についての逆行性健忘を特徴と する記憶

障害が生じ た（ Milner et al., 1968）． この報告以降， 内側側頭葉と その内

の海馬は記憶の座の候補と し て盛んに研究が行われるよう になった．  

 

 



 - 7 - 

3. 海馬と 空間記憶 

げっ歯類を用いた実験では，空間記憶における海馬の重要性が示唆さ

れており ， O’Keefe & Dostrovsky (1971)は，オープンフ ィ ールド 内の個体

の位置に対応し て発火率が変化するニューロン（ 場所細胞） が海馬内に

存在すること を初めて報告し た． さ らに海馬損傷によって空間記憶課題

である水迷路課題や放射状迷路課題の遂行が障害さ れるこ と も報告さ れ

ている（ Olton et al., 1978; Morris et al., 1982）． これらの研究以降， げっ

歯類を用いて学習・ 記憶を支える海馬内メ カニズムについて検討するた

めに， 多く の研究において空間記憶課題が用いられてきた．  

 

4. 長期増強 

海馬は， 興奮性神経回路が比較的単純であり ， 整った層構造を成し て

いると いう 解剖学的理由と ， H.M.の研究から記憶の座と し て考えられよ

う になった経緯から， 記憶の基盤と なり う るシナプス可塑性に関する電

気生理学的研究の対象領域と さ れてきた． 海馬において発見さ れた最も

重要なシナプス可塑性は， Bliss & Lφmo（ 1973） によって報告さ れた，

長期増強（ long-term potentiation; LTP） であろう ． 彼らは， ウサギの海馬

切片を用いて， 貫通枝を 10-20 Hz で 10-15 秒間， あるいは 100 Hz で 3-4

秒間の高頻度刺激（ テタ ヌス刺激） で刺激すると ， 歯状回の顆粒細胞層

における 興奮性シナプス後電位（ excitatory post-synaptic potentiation; 

EPSP） の振幅が長時間に渡って増大すること を見出し た．一過性の刺激

によってシナプス間伝達効率の上昇が生じ ， それが長期に渡って維持さ

れる，と いう 長期増強の性質は Hebb の仮説と 類似する点が多く ，学習・

記憶の生理学的基盤であると 考えられるよう になった． また， その後の

研究において， LTP は大脳皮質視覚野， 運動野， 小脳核， 前庭核， 扁桃
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体など， 多く の脳部位で発現すること が明らかになっている．  

 

5. 長期増強の誘発メ カニズム 

海馬において LTP が発見さ れた後，これまでその生起メ カニズムに関

する数多く の実験が行われ， 現在では， LTP の生起にはグルタ ミ ン酸受

容体およびリ ン酸化酵素の働きが重要な役割を担っているこ と が明らか

になっている． 以下 LTP の生起メ カニズムについて概説する．  

シ ナ プ ス 後 膜 に は N-methyl-D-aspartate （ NMDA ） 受 容 体 と

α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionate（ AMPA）受容体と いう ，

2 種類のイオンチャンネル型グルタ ミ ン酸受容体が混在し ている． 通常

の弱い刺激によっ てシナプス前膜から 放出さ れるグルタ ミ ン酸は，

AMPA 受容体に結合し て， イオンチャンネルを開放し ， Na+を流入さ せ

るこ と で， 後シナプス細胞に EPSP を生じ さ せる． この時点では NMDA

受容体は Mg2+により イオンチャンネルが閉塞さ れたままであり ，NMDA

受容体を 介し たイ オン の流入は起こ ら ない． し かし テ タ ヌ ス刺激

（ 100-200 Hz， 1 秒間） が与えられた場合は， シナプス前膜から放出さ

れた多量のグルタ ミ ン酸により AMPA 受容体を介し てシナプス後膜が

十分に脱分極する． その結果， 膜電位の変化により NMDA 受容体チャ

ンネル内に結合し ていた Mg2+が遊離し ， NMDA 受容体を通し て細胞外

から Na+および Ca2+が流入する． Ca2+は， カルシウム結合蛋白であるカ

ルモジュリ ン蛋白質（ CaM） と 結合し ， CaM は下流にある様々なリ ン酸

化酵素を活性化さ せ，最終的に①シナプス後膜における AMPA 受容体の

コ ンダク タ ンスを 向上さ せ， ②シナプス後膜の内部に埋没し ていた

AMPA 受容体のシナプス後膜表面への移動を促進さ せる． このシナプス

後膜における AMPA 受容体の増加と 機能向上は，テタ ヌス刺激による脱
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分極が終了し た後も持続し ， その結果， 前シナプスに対する弱い刺激に

よるグルタ ミ ン酸放出によって誘発さ れる EPSP がテタ ヌス刺激以前と

比較し て持続的に強化さ れるのである．  

 

6. 蛋白質合成 

ヒ ト を含め， 動物の基本単位は真核細胞であり ， その細胞の乾燥重量

のほと んどを占めるのが蛋白質である（ Alberts et al., 2004）． 蛋白質は細

胞の構成要素であるのみならず，酵素，輸送体，受容体やリ ガンド など，

様々な機能を持つ分子と し て細胞を維持する役目を担っている． 蛋白質

の構成単位は，生体内に存在する 20 種類の親水性あるいは疎水性のアミ

ノ 酸である． 個々のアミ ノ 酸は， 二重螺旋構造をもつデオキシリ ボ核酸

（ deoxyribonucleic acid; DNA）， すなわちアデニン（ A） ,グアニン（ G），

シト シン（ C）， チミ ン（ T） の 4 種類の塩基の配列による遺伝情報によ

ってコード さ れている． なお， A と G， C と T はそれぞれがそれぞれに

対応し て結合すること で，二本鎖 DNA が出来上がっており ，1 対の DNA

それぞれは鋳物と 鋳型の関係にあると 表現さ れるよう に， 相補的な配列

を有し ている．  

蛋白質の合成は， 遺伝情報をコード し ている DNA 分子の塩基配列が

リ ボ核酸（ ribonucleic acid; RNA） に転写さ れるこ と から始まる． はじ め

に DNA の二重螺旋構造が解かれ， その後， RNA ポリ メ ラーゼによって

鋳型と なるその DNA に相補的な配列の伝令 RNA（ messenger RNA; 

mRNA） が合成さ れていく ． 但し ， RNA には T が含まれないので DNA

の A に対し てはウラシル（ U） が対応する． こ う し て合成さ れた一本鎖

状の mRNA は， 真核生物の場合はスプライシングなどの RNA プロセシ

ングを経て核外へ移動する．  
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mRNA に転写さ れた DNA の遺伝情報は， リ ボソーム内でその配列に

対応し た蛋白質へと 翻訳さ れる． リ ボソームでは， mRNA においてアミ

ノ 酸を指定する塩基配列であるコ ド ンに対応するアンチコ ド ンを持った

運搬 RNA（ transfer RNA; tRNA） が次々に結合し ， 遺伝情報に対応する

アミ ノ 酸を運んでく る． リ ボソームでは新し く 運ばれてきたアミ ノ 酸が

リ ボソーム内のペプチジル基転移酵素の働きによって tRNA 上で次々と

ペプチド 結合する． 以降， アミ ノ 酸と 結合し た tRNA がリ ボソームに結

合する→ペプチジル基転移酵素によってアミ ノ 酸同士がペプチド 結合す

る→tRNA がリ ボソームから分離する， と いう ステッ プを繰り 返し ， 新

し い蛋白質の合成が完了する． 核内の DNA によって保存さ れている遺

伝情報が RNA に転写さ れ， 蛋白質に翻訳さ れると いう 流れは， 原核細

胞も真核細胞も多少の違いはあるが基本的には同じ であり ， セント ラル

ド グマと 呼ばれる．  

 

7. 長期増強の維持 

記憶の生理学的基盤と し て， LTP の分子メ カニズムに関する研究が数

多く 行われるよう になるに連れ，海馬 LTP における蛋白質合成の必要性

についての検討が行われるよう になった． Frey et al.（ 1998） は， ラ ッ ト

の海馬切片を用いて， テタ ヌス刺激を複数回与えた直後に蛋白質合成阻

害薬であるアニソマイシン（ anisomycin; ANI） を投与し た．すると ， LTP

自体は正常に誘発さ れる一方で， その LTP は時間と 共に減衰し ， 8 時間

後にはほと んど消失し てし まった． 同様に， mRNA 合成阻害薬であるア

ク チ ノ マ イ シ ン D （ actinomycin D; ACTD ） あ る い は

5,6-dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside（ DRB） の投与下において

も， ラ ッ ト の海馬切片において LTP は正常に生起し たが， 4 時間後には
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消失し てし まった（ Nguyen et al., 1994）． これらの研究から ， LTP の誘発

と その短期的な維持には mRNA および蛋白質の合成は必要ないが， LTP

のより 長期的な維持にはそれらが必要であるこ と が示さ れた． これ以降

LTP は初期の mRNA および蛋白質合成に依存し ない early phase-LTP

（ E-LTP）と ，mRNA および蛋白質合成に依存的な late phase-LTP（ L-LTP）

と に分けて考えられるよう になった． 現在， LTP の維持にはその誘発と

は異なる様々な分子の働きが関与し ていること が示さ れている．  

AMPA 受容体を介し た後シナプスの脱分極後，NMDA 受容体から流入

し た Ca2+は，プロテインキナーゼ A やプロテインキナーゼ C などの様々

なリ ン酸化酵素の活性化をもたらす． プロテインキナーゼは， 他の蛋白

質をリ ン酸化するのみならず， 細胞内蛋白質新規合成の引き金と なるこ

と が知られているが， その際重要な役割を果たす分子が cAMP 応答配列

結合蛋白質（ cAMP responsive element-binding protein; CREB） である． 活

性化し たリ ン酸化酵素は CREB をリ ン酸化する． 次にリ ン酸化し た

CREB は cAMP 応答配列を持つ様々な DNA のプロモータ ーに結合する

こと により ， それらの転写を促進するのである． 現在 L-LTP は CREB か

ら始まり ， さ らに下流にある転写因子， リ ン酸化酵素， 細胞骨格因子等

さ まざまな蛋白質の合成と その働きによって維持さ れるこ と がわかって

いる．  

 

第3節 長期記憶と 海馬内蛋白質新規合成 

 

1. 記憶の記銘・ 固定過程における役割 

マウスやラッ ト など，げっ歯類の長期記憶における mRNA・ 蛋白質合

成の役割は訓練開始の直前あるいは直後に，全身性（ 腹腔内または皮下）
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または脳内に mRNA 合成阻害薬や蛋白質合成阻害薬を投与し ，その効果

を調べること で検討さ れてきた． 様々な阻害薬の中でも ， mRNA 合成阻

害薬と し て ACT D， α-amanitin， DRB， 蛋白質合成阻害薬と し て

cycloheximide， ANI， emetine（ EME） などがし ばし ば用いられている．  

ラッ ト の長期記憶における海馬内 mRNA・ 蛋白質合成の役割は，水迷

路課題， 文脈恐怖条件づけ， 受動的回避課題， 放射状迷路課題， 文脈再

認課題など， 様々な記憶課題において検討さ れてきた（ Mizumori et al., 

1985; Meiri & Rosenblum, 1998; Quevedo et al., 1999; Igaz et al., 2002; 

Morris et al., 2006; Balderas et al., 2008; Da Silva et al., 2008）． その結果，

多く の研究において， 訓練前あるいは訓練直後の合成阻害薬海馬内投与

が， ①訓練後， 短時間の遅延後に行われたテスト における成績には影響

せずに， ②長時間の遅延後に行われたテスト の成績を低下さ せるこ と ，

が示さ れてきた．  

蛋白質合成への依存性に基づいて記憶が分類さ れるこ と は，記憶の二

重貯蔵モデルが神経科学的側面からも支持さ れること を意味する． 訓練

前後に投与し た薬物の効果は少なく と も長時間遅延後のテスト 場面（ 記

憶の検索場面） までは持続し ていない， と いう こ と を前提にこのよう な

mRNA・ 蛋白質合成阻害薬の遅延時間依存的な阻害効果について， 記憶

の二重貯蔵モデルに基づいて解釈すると ， まず長時間遅延後のテスト に

おける成績が低下し たこ と から， 薬物によって長期記憶の獲得に必要な

記銘-記憶の短期的維持-固定の３ つの内， どれかが阻害さ れたと 考えら

れる． し かし 一方で薬物は短時間遅延後のテスト 成績に影響を及ぼさ な

かったこと から ， 短期記憶の獲得， すなわち情報の記銘と その短期的な

維持には mRNA・ 蛋白質合成は必要がないと 考えら れる． その結果，

mRNA・ 蛋白質合成阻害薬は， 短期記憶が長期記憶に移行する過程， す
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なわち記憶の固定過程に影響し たと いう 結論が導かれる． このよう に，

現在では， 様々な課題において記憶の固定過程には海馬内蛋白質合成が

必要であること が示唆さ れている．  

 

2. 記憶の保持・ 検索過程における役割 

上述し た様に，これまで訓練前後における mRNA・ 蛋白質合成阻害薬

の効果が検討さ れてきたが， いく つかの研究において mRNA・ 蛋白質合

成阻害薬が長時間遅延後のテスト において記憶阻害効果を及ぼすよう な

タ イムウィ ンド ウが訓練の直後以降にも複数存在すること が示さ れてい

る． Igaz et al.（ 2002） は， 受動的回避課題における条件づけ前後の様々

なタ イミ ングにおける mRNA・ 蛋白質合成阻害薬の海馬内投与が， 24 時

間後のテスト に及ぼす影響について検討し た． その結果， 直前と 直後で

の投与は 24 時間後のテスト における阻害効果をもたらすが，条件づけか

ら 1 時間後の投与は阻害効果を及ぼさ ないこと ， その一方で 3-6 時間後

に薬物を投与し た場合， 再び阻害効果が認められるよう になり ， 条件づ

けから 9 時間後には阻害効果は再び消失すると いう こ と を報告し た． 同

様の結果は， 文脈的恐怖条件づけや， 明暗弁別課題などにおいても報告

さ れている（ Grecksch & Matthies, 1980; Bourtchouladze et al., 1998）． これ

らの結果は， 固定さ れた記憶の保持にも ， 海馬内 mRNA・ 蛋白質合成が

関与し ている可能性を示唆し ている． し かし ながら， 水迷路課題を用い

た実験では， 訓練から 1-6.5 時間の間に海馬内の蛋白質合成を十分に抑

制し ても，記憶阻害効果は認められないこと も報告さ れている（ Meiri & 

Rosenblum, 1998）．   

記憶の検索過程における mRNA・ 蛋白質合成の関与については，記憶

テスト 直前に薬物を海馬内投与し ， テスト 時のみにおいて薬物が作用す
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る条件でその効果について調べること により ， 検討するこ と が可能であ

る．これまで，検索過程における海馬内蛋白質合成の必要性については，

水迷路課題（ Meiri et al., 1998; Sajadi et al., 2006; Rodriguez-Ortiz et al., 

2008）， 受動的回避課題（ Vianna et al., 2001, 2003） のみでし か検討さ れ

ていないが， 基本的に， 記憶の検索過程には， 海馬内蛋白質合成は必要

ないと 結論づけられている．  

記憶の固定過程と 海馬内蛋白質新規合成に関する研究が数多く 行わ

れる一方で， 記憶の保持や検索過程を対象と し た研究はあまり 行われて

いない． 先行研究間の結果の不一致， 要求さ れる学習・ 記憶特性による

保持や検索メ カニズムの違いを検討すること の必要性を考慮すると ， 記

憶の保持や検索に関する研究は様々な課題や手続きを用いて， より 詳細

に検討さ れる必要があるだろう ．  

 

第4節 脳由来神経栄養因子（ BDNF）  

 

1. BDNF と その作用機序 

神経栄養因子（ Neurotrophic factor） フ ァ ミ リ ーは神経細胞の生存・ 伸

長・ 分化に対し て促進的に働く ペプチド で， これまで様々な栄養因子が

同定さ れている． 神経栄養因子と し て最初に発見さ れたのは神経成長因

子（ Nerve growth factor; NGF） であり （ Levi-Montalcini, 1951）， 次いで

Barde et al., (1982)によって NGF と 近縁の遺伝子産物と し て脳由来神経

栄養因子（ brain-derived neurotrophic factor; BDNF） が単離，精製さ れた．  

BDNF は低分子の二量体蛋白質であり ， チロシンキナーゼ型受容体の

一つ， ト ロポミ オシン関連キナーゼ B 受容体（ tropomyosin-related kinase 

B; TrkB） に結合するこ と で機能する． BDNF と TrkB は海馬を含む前頭
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において広く 分布し ている（ Bramham & Messaoudi, 2005）． BDNF は，そ

の発現と 分泌が活動依存的に制御さ れると いう 特徴を持つ神経栄養因子

である．BDNF を含む分泌小胞はグルタ ミ ン酸軸索末端（ シナプス前部）

と 樹状突起（ シナプス後部） のどちらにも存在し ており ， NMDA 受容体

あるいは電位依存性チャンネルからの Ca2+の流入を受けて， シナプス前

膜， 後膜両方から分泌さ れ， 同じ く シナプス前膜， 後膜どちらにも局在

し ている TrkB へ結合する． BDNF が TrkB へ結合すると ， チロシンキナ

ーゼの働きにより ， 様々な標的蛋白質がリ ン酸化さ れる． また， 細胞の

脱分極による Ca2+の流入によって， すなわち神経活動に依存的に BDNF

の転写が促進さ れるこ と も報告さ れている（ Chen et al., 2003）．  

 

2. BDNF が海馬長期増強において果たす役割 

TrkB のシナプス局在に加えて， 蛋白の分泌と mRNA の転写が神経活

動依存的であると いう BDNF の特性から， BDNF はシナプス可塑性と 記

憶を司る主要な制御因子の候補と し ても着目さ れており ， BDNF が海馬

LTP に果たす役割に関する研究が数多く 行われてきた．その中で，BDNF

はテタ ヌス刺激に対するシナプス反応を強化し ， E-LTP の誘発を促進す

ること が示さ れている（ Figurov et al., 1996; Gottschalk et al., 1998）． また

そのメ カニズムと し て， BDNF がシナプスにある蛋白の分布と リ ン酸化

に作用すること で， シナプス小胞の移動と 膜への接着を制御し ている可

能性が示唆さ れている（ Jovanovic et al., 2000; Pozzo-Miler et al.,1999）．  

L-LTPと 長期記憶における海馬内BDNFの役割に関する研究は，E-LTP

と 比べて遅れてはいるが， 近年多く の研究において， L-LTP の維持に活

動依存的な内因性 BDNF の増加が重要な役割を果たし ていること が示唆

さ れている． まず， L-LTP を誘発するのに十分なテタ ヌス刺激を与える
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こと によって， 海馬 CA1 および歯状回における mRNA 発現が増加する

こ と が報告さ れている （ Castren et al., 1993; Dragunow et al., 1993; 

Patterson et al., 1992）． また， BDNF のヘテロノ ッ クアウト マウスにおい

て L-LTP の障害が認められ，その障害は外部から BDNF を補填すること

で回復し （ Korte et al., 1996; Pang et al., 2004）， さ らに， 活動依存的な

BDNF の mRNA 発現を抑制し たマウスでは， E-LTP は正常に生起するも

のの， L-LTP は選択的に阻害さ れるこ と が報告さ れている（ Sakata et al., 

2005）． これらの結果は，例え強力なテタ ヌス刺激を用いても ， BDNF の

増加無し には L-LTP が維持さ れないこ と ， すなわち BDNF の増加が

L-LTP の持続に関与し ているこ と を明白に示し ている． さ らに， ANI あ

るいは EME によって蛋白質合成を完全に抑制すると ，L-LTP が持続し な

く なるが， 驚く べきこ と に， こ れら の蛋白質合成阻害薬の存在下でも

BDNF の投与によって，L-LTP の持続が認められるよう になった（ Pang et 

al., 2004）． このこ と から， BDNF は L-LTP が長期持続するために合成さ

れなければならない第一義的な蛋白質であるこ と を示唆し ている． これ

ら一連の研究により ， L-LTP を引き起こす刺激によって内因性 BNDF が

増加し ， それによって L-LTP が発現・ 維持さ れると いう シナプス可塑性

のモデルが支持さ れている．  

海馬LTPにおける BDNFの役割について考察する際に重要な問題と な

るのが， LTP の誘発と 維持にはシナプスの前部と 後部， どちら から の

BDNF 分泌が重要であるのか， と いう こ と である． この問題に関し て，

CA3 から CA1 に投射し ている Schaffer 側枝における E-LTP の誘発には

CA1 ではなく ，CA3 における BDNF の働き，すなわちシナプス前部にお

ける BDNFの分泌が必要であるこ と が示さ れた（ Zakharenko et al., 2003）．

E-LTP 誘発までの時間と 蛋白質合成に要する時間を考えると ， このシナ
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プス前部からの BDNF分泌は E-LTP を誘発するための高頻度刺激が与え

られた時点で既に CA3 軸索末端の小胞内に存在し ていた“ 既存のBDNF”

の分泌である可能性が高く ，このシナプス前部からの既存の BDNF 分泌

が E-LTP 誘発に重要であると 考えられる． では， 上述し た L-LTP の発現

と 維持には BDNF がどのよう に作用するこ と が重要なのだろう か．

E-LTP の生起に必要な BNDF は LTP の生起後，し ばらく すると 枯渇する

と 予測さ れる． こ と を考慮すると ， L-LTP の発現と 維持には， BDNF 蛋

白の新規合成による，持続的な BDNF 供給が重要になってく る可能性が

示唆さ れ， この考えは， LTP を誘発する高頻度刺激から 1-3 時間後（ 直

後からではない） に BDNF mRNA 発現が増加すると いう 知見（ Castren et 

al., 1993; Dragunow et al., 1993; Morimoto et al., 1998; Patterson et al., 1992）

によって支持さ れる． また， 海馬 Schaffer 側枝における実験から ， 高頻

度刺激による BDNF mRNA の増加は CA1，つまり シナプス後部のみにお

いて生じ ること が報告さ れている（ Patterson et al., 1992）． 以上をまと め

ると ， これまでの研究結果から E-LTP の誘発にはシナプス前部の既存の

BDNF の分泌が必要であり ， L-LTP の発現・ 維持にはシナプス後部にお

ける BDNF の新規合成が必要であると 考えられる．  

 

3. BDNF が学習・ 記憶に果たす役割 

これまで様々な研究において，海馬内の BDNF が長期記憶に関与し て

いるこ と が示唆さ れてきた．長期記憶の獲得と 海馬内 BDNF mRNA の発

現について調べた研究では， 記憶課題の遂行・ 獲得によって海馬におけ

る BDNF の mRNA 発現が増加すること が， モリ ス水迷路（ Kesslak et al., 

1998） や放射状迷路（ Mizuno et al., 2000） などの迷路課題， 受動的回避

課題（ Alonso et al., 2002; Ma et al., 1998）や文脈的恐怖条件づけ（ Hall et al., 
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2000） などの嫌悪性条件づけ課題において確かめられている． また， 遺

伝子改変動物を用いた研究では， BDNF のヘテロノ ッ クアウト マウスに

おいて，水迷路課題（ Linnarsson et al., 1997） や文脈的恐怖条件づけ（ Lui 

et al., 2004） で障害が認められており ， 前脳特異的に TrkB をノ ッ クアウ

ト し たマウスでも ， 水迷路課題， 放射状迷路課題において障害が認めら

れている（ Minichiello et al., 1999）． さ らに， BNDF アンチセンスオリ ゴ

ヌクレオチド の脳室内慢性投与による海馬内 BDNF mRNA の発現抑制

や， anti-BDNF 抗体の訓練前海馬内投与によっ て， 受動的回避課題

（ Alonso et al., 2002） や放射状迷路課題（ Ma et al., 1998; Mizuno et al., 

2000） における障害が認められている．  

これら一連の研究結果から，海馬内の BDNF が長期記憶に関与し てい

るこ と は疑いないであろう ． し かし ながら ， 既に述べたよう に BDNF は

L-LTP の維持に重要な役割を果たし ている一方で E-LTP の誘発および短

期記憶の獲得にも関与し ているこ と が示さ れている（ Alonso et al., 2002）．

この知見を踏まえると ，上述し た BDNF と 記憶に関する先行研究におい

て認められた障害は， 記憶の固定あるは保持自体を阻害し た結果と いう

より は， 記憶の記銘やその短期的保持を障害し た結果である可能性が十

分に考えられる．海馬 L-LTP における BDNF の役割に関する先行研究か

ら示唆さ れるよう に， 長期記憶における海馬内蛋白質新規合成の必要性

と いう 観点から ，海馬内 BDNF の増加が長期記憶の形成と 維持にどの様

な役割を果たし ているのか， を問う こと は非常に興味深い． し かし なが

ら記憶の固定と その長期的保持における海馬内 BDNF 新規合成の関与に

ついて直接的に検討し た研究はほと んど行われていない．  

記憶の固定と 長期的保持における海馬内 BDNF 新規合成の役割につ

いては， 文脈恐怖条件づけと 受動的回避課題を用いた研究が行われてい
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る． Lee et al.（ 2004） は文脈的恐怖条件づけ前の BDNF アンチセンス海

馬内投与は 3 時間後のテスト には影響を及ぼさ ないが，24 時間後のテス

ト におけるフリ ージングを減少さ せるこ と を示し ，海馬内 BDNF の新規

合成は記憶の記銘と 短期的維持には関与し ないが， 記憶の固定過程に重

要な役割を果たすと 結論し ている． また， Bekinschtein et al.（ 2008） は，

受動的回避課題の条件づけから 12 時間後に海馬内に ANI を投与すると ，

条件づけから 2 日後のテスト には影響を及ぼさ ないが， 条件づけから 7

日後のテスト における成績を低下さ せるこ と ， この ANI による障害は，

ANI と 同時に BDNF を海馬投与すること によって救済さ れること を報告

し た． また同様に， 受動的回避課題の条件づけから 10 時間後の海馬内

BDNF アンチセンスの投与は， 2 日後ではなく 7 日後のテスト における

成績を選択的に低下さ せた． この 2 つの実験は， 長期的な記憶の保持に

海馬内 BDNF新規合成が必須の役割を果たし ているこ と を示唆し ている．

以上のよう に， 嫌悪性条件づけ課題において， 海馬内 BDNF の増加（ 新

規合成）が記憶の固定，保持に関与すること が示さ れている．この BDNF

の働きは， 他の記憶課題を用いた実験によってさ らに検討さ れるこ と で

長期記憶のメ カニズムに関する研究を大きく 前進さ せるであろう ．  
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第 2 章 本研究の目的と 一般的方法 

 

第1節 本研究の目的 

 

これまで，長期記憶を支える神経メ カニズムに関し て様々な空間記憶

課題を用いた検討がなさ れており ， 記銘-固定-保持-検索と いう 記憶の処

理過程のう ち， 特に短期記憶を長期記憶へ移行する固定過程において，

海馬内蛋白質新規合成が必要であると いう 知見が積み重ねられてきた．

し かし ながら， その他の記憶過程， すなわち空間記憶の保持や検索過程

における海馬内蛋白質新規合成の必要性については， 十分に検討さ れて

いない． また， 水迷路や受動的回避課題に比べて他の空間課題を用いた

研究が不足し ているこ と ， さ らに記憶の各処理過程に関する研究は， そ

れぞれの研究が各過程について部分的に検討し ている場合がほと んどで

ある， と いう 現状をふまえると ， 記憶過程における海馬内蛋白質新規合

成の役割を解明する上で， 空間記憶課題と し て広く 受け入れられている

が， 海馬内蛋白質合成の役割については十分に検討さ れていない課題を

用いること ， 各処理過程について一つの課題を用いて体系的に検討する

こと が重要であると 考えられる．  

また，長期記憶と 海馬内蛋白質新規合成に関する研究と 比較し て，「 ど

の蛋白質の新規合成が長期記憶に重要であるのか」 と いう こ と に焦点を

当てた研究は， 分子生物学的， 薬理学的技術の発達に伴い， 近年行われ

始めたばかり である．BDNF は生理学的，行動神経科学的実験において，

学習・ 記憶に重要な役割を果たし ている可能性が示さ れているが， 長期

記憶と 海馬内蛋白質新規合成と いう 観点から BDNFの役割について検討

し た研究はほと んど行われておらず， 長期記憶における役割の解明のた
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めに， 様々な課題や手法を用いたアプローチが必要と さ れている．  

以上のよう な問題をふまえて，本研究は大きく 2 つの目的で実施さ れ

た． 第 1 に， 空間記憶の処理過程における海馬内 mRNA・ 蛋白質新規合

成の役割について， その役割がこれまで十分に検討さ れてこなかった遅

延挿入放射状迷路課題および自発的場所再認テスト を用いて検討し た．

具体的にまず第 3 章では， 比較的新し く 考案さ れたため基礎研究の報告

がない自発的場所再認テスト に関する基礎的研究を行い， 同課題の記憶

課題と し ての妥当性および行動指標の分析方法について検討し た． 次に

第 4 章および第 5 章では， 自発的場所再認テスト および放射状迷路課題

遂行中の様々なタ イミ ングで蛋白質合成阻害薬（ 翻訳阻害薬） あるいは

mRNA 合成阻害薬（ 転写阻害薬） を海馬内に投与し ， その効果を確かめ

ること により ，空間記憶の各処理過程における海馬内 mRNA および蛋白

質合成の役割について検討し た．  

第 2 に，空間記憶の固定過程における海馬内 BDNF の役割について検

討し た（ 第 6 章）． 第 1 節では， 海馬内 ANI 投与による場所再認テスト

の障害に対する海馬内 BDNF 投与の効果について調べた．この研究では

海馬内の蛋白質合成を抑制し ても ， ラッ ト が場所に関する記憶を獲得し

た後に海馬内に BDNF を投与すること で 24 時間持続する長期記憶が形

成さ れるか否か検討し た， 第 2 節では， 海馬内 BDNF 投与が場所再認テ

スト 遂行に及ぼす効果について検討し た． この研究ではナイーブなラッ

ト において，獲得し た場所記憶を 24 時間維持すること が困難な課題条件

を設定し ，同条件において場所記憶獲得直後の BDNF 海馬内投与が記憶

の維持を増強するか否か検討し た．  
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第 2 節 本研究における一般的方法 

 

1. 被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 156 匹を用いた． 実験開始時の週齢は 7-8

週齢， 平均体重は 297 g であった． 被験体は 12： 12 時間の明暗コント ロ

ール下(明期は 8:00−20:00)で，個別飼育さ れた．自発的場所再認テスト で

は， 実験期間を通じ て食餌と 水の摂取は自由と し た． 一方で， 放射状迷

路課題では食餌制限を行い， 実験期間中の体重を自由摂食時の体重の約

85-90%に維持し た． 放射状迷路課題においても ， 水は実験期間を通じ て

自由に摂取さ せた．  

 

2. ガイド カニューレ埋込手術 

硫酸アト ロピン（ 0.05 mg/kg） を腹腔内に投与し た後， ペント バルビ

タ ールナト リ ウム（ 35 mg/kg， i.p.）， ケタ ミ ン（ 10 mg/kg， i.m.） による

麻酔下で被験体を脳定位固定装置に固定し ， 薬物のマイクロインジェ ク

ショ ンを行う ためのガイド カニューレを背側海馬に埋め込んだ． Paxinos 

& Watson (1998)に従い， インジェ クショ ンカニューレ（ 28 gauge） の先

端が， bregma を基準と し て AP:-3.8（ 実験 2〜実験 7） あるいは-4.3（ 実験

8〜実験 9） ㎜， ML:±2.7 ㎜， DV:-3.0 ㎜（ 頭蓋表面より ） の位置になる

よう にガイド カニューレ（ 25 gauge） を刺入し ， 補強用のネジを頭蓋表

面に取り 付けた後， デンタ ルセメ ント で固定し た． インジェ クショ ンカ

ニューレは， ガイド カニューレ先端より 1.0 ㎜突き出すよう になってい

た． 術後， 約 1 週間の回復期間をおいた．  
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3. マイクロインジェ クショ ン  

ガイド カニューレにインジェ クショ ンカニューレを刺入し ，インジェ

クショ ンポンプ（ ESP-32: EICOM, Kyoto, Japan） を用いて， 薬物ないし

溶媒を海馬内投与し た． 局所投与は 1 分あたり 0.5µl の速度で両側性に

行われた． 拡散を促すため， 投与後 1 分間インジェ クショ ンカニューレ

を刺入し たままにし た． 薬物および溶媒は， 全ての被験体にそれぞれ 1

回ずつ， ランダムな順序で投与さ れた．  

 

4. 組織学的検索 

行動実験終了後，ペント バルビタ ールナト リ ウム深麻酔下で（ 50 mg/kg, 

i.p.）， 0.9%NaCl 含有の 0.02M リ ン酸緩衝液および 10％ホルマリ ン液で

被験体の脳を灌流固定し 取り 出し た．取り 出し た脳は 10％ホルマリ ン液

で一昼夜後固定し ， 続いて 20％ショ 糖溶液に浸漬し た． 数日後， ク リ オ

スタ ッ ト （ CM3000:Laica， Heidelberg, Germany） で厚さ 40 µm の冠状断

切片を作成し ， クレジルバイオレッ ト によるニッ スル染色後， 光学顕微

鏡下でインジェ クショ ンカニューレの刺入部位を確認し た．  

 

5. 自発的場所再認テスト  

装置 塩化ビニール製のオープンフ ィ ールド を用いた．オープンフィ

ールド の底面は一辺 90 cm の正方形であり ， 壁は黒色で高さ は 45 cm で

あった． 空間手がかり と し て壁の一面のみに白と 黒の縞模様の壁紙を貼

り 付けた． 床は灰色であり ， オープンフ ィ ールド 中央の照度は 45 lx で

あった． 課題のために用いた物体は， 鋳物の白色三角柱， 白色円柱， 黒

色三角柱， 黒色円柱， 茶色の皿， 黄色のジュースの缶， 茶色のジュース

の空き瓶， ピンク色のカッ プ， 青い石鹸ケース， 黒と シルバーのコーヒ
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ーのボト ル缶の計 10 種類であった．これらは全て十分な重さ があり ，ラ

ッ ト が動かすこと はできなかった．  

 

ハンド リ ングおよび装置馴化 課題実施に先立って， 1 被験体あたり

1 日 5 分間のハンド リ ングを 3 日間，10 分間の装置順化を 4 日間行った．

装置順化では被験体を 1 匹ずつ， 物体を何も置かない状態でオープンフ

ィ ールド に入れ， 自由に探索さ せた．  

 

課題手続き  場所再認テスト は， ①見本期， ②遅延期， ③テスト 期か

ら構成さ れていた． 見本期では 2 つの同一の物体をいずれもオープンフ

ィ ールド の 2 つの壁から 22.5 cm の位置に設置し ， 被験体に自由に探索

さ せた． 見本期が終了すると 被験体はホームケージに戻さ れた． 遅延期

間終了後， 被験体を再びオープンフ ィ ールド に戻し ， フィ ールド 内を自

由に探索さ せた (テスト 期)． テスト 期では， 見本期で用いたものと 同じ

物体を 使用し たが， 一方は見本期と 同じ 場所に設置し (familiar place 

object; 物体 F)， も う 一方は異なる場所に設置し た(novel place object; 物

体 N)（ Fig.2-1B）． 物体 N は， 見本期にその物体があった位置から壁に

沿って右又は左隣の角， 物体 F から 30 cm， 側壁から 22.5 cm の位置へ

移動し た． 見本期・ テスト 期と もに， 被験体はオープンフ ィ ールド に一

定の方向を向けて入れられた． 試行物体の種類や位置は， それぞれの試

行で異なるものをランダムに用いた． 見本期およびテスト 期終了後には

オープンフ ィ ールド の床と 物体をそれぞれ 70％エタ ノ ール溶液で拭い

た．  

行動指標と し て， 被験体が鼻を物体から 2 cm 以内に近づける行動を

物体探索行動と 定義し た． 実験中は見本期・ テスト 期における物体探索
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            (A) 

 

            (B) 

 

 

Fig. 2-1 Locations of objects in spontaneous place recognition test. (A) 

Sample phase. (B) Test phase. 
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時間を， オープンフィ ールド を映すモニタ ーを実験者が観察し ， 記録し

た．  

分析にあたり ， テスト 期における物体探索時間を用いて， 弁別率

（ Discrimination ratio; DR） と 弁別指数（ Discrimination index; DI） の 2 つ

を算出し た． DR 値は， 物体 N に対する探索時間を 2 つの物体に対する

総探索時間で割り ， %に換算し たものである（ すなわち N / N+F x 100

（ ％））． また， DI 値は物体 N に対する探索時間から物体 F に対する探

索時間を引き，その値を総探索時間で割り ，%に換算し た（ すなわち [(N-F) 

/ (N+F)] x 100（ ％））． 実験 1 では， テスト 期における物体 N に対する探

索割合の変化について 1 分ごと に解析を行ったが， その際， 特に 2 分間

経過以降， ある 1 分間においてラッ ト がどちらの物体も探索し ないこと

があった． この場合， DR を用いると その値は“0”になるが， それは物体

F に対する探索が 100%であるこ と を同時に意味し ているため，誤った結

論を導いてし まう ． 一方， 同じ 状況で DI を用いた場合も値は“0”になる

が， これは特定の物体に対する探索の偏り が無い事を意味し ており ， 現

象を正し く 反映し ていると 考えられる． そのため実験 1 において， 1 分

ごと の物体 N への探索割合の解析においては，DR ではなく DI を用いた． 

 

6. 遅延挿入放射状迷路課題 

装置 黒色塩化ビニル製の 8 方向放射状迷路を用いた．迷路は中央プ

ラッ ト ホーム（ 直径 34 cm） およびそこから放射状に延びた 8 本のアー

ム（ 60 x 12 cm） からなり ，各アームの先端には報酬用のペレッ ト を入れ

る皿（ 直径 1.5 cm， 深さ 1 cm） が設けられていた． アームは透明プレキ

シグラス製のギロチンド ア（ 高さ 20 cm） によってプラッ ト ホームと 区

切られていた．アームの側壁はギロチンド アから 12 cm までは高さ 12 cm，
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それより 先は高さ 4 cm であった．迷路は床から 70 cm の高さ にあり ，迷

路周辺には流し 台， コンピュータ ， カレンダーなどの視覚的手がかり が

あった．  

ハンド リ ング・ 装置馴化 1 日 5 分間のハンド リ ングと ， 10 分間の装

置馴化を 3 日間連続し て行った． 装置馴化中は全てのアームのド アを常

時開放し ，餌ペレッ ト（ 20 mg, TestDiet, Indiana） を迷路内に散在さ せた．

被験体は 1 日目は 5 匹ずつ同時に，2 日目は 2 匹または 3 匹ずつ同時に，

そし て 3 日目は 1 匹ずつ馴化を行い， 迷路内を自由に探索， 餌ペレッ ト

を自由に摂取さ せた．  

標準的な放射状迷路課題の習得訓練 1 日 1 試行の標準課題の習得訓

練を行った． 8 本すべてのアームの餌皿に餌ペレッ ト を各 1 粒置き， 被

験体を中央プラッ ト ホームに入れて全てのド アを一斉に開き， 試行を開

始し た． 被験体の四肢がアームに入った時点で 1 選択と みなし ， 被験体

のいるアーム以外のド アを閉めた． 被験体がアームから中央プラッ ト ホ

ームに戻ってきた時点で開けていたド アも閉めて全てのド アが閉まった

状態にし ，被験体を中央プラッ ト ホーム内に 5 秒間閉じ 込めた．その後，

再び全てのド アを一斉に開放し て次の選択を行わせた． 以上の手続きを

試行が終了するまで繰り 返し た． 正選択は， その試行において未だ進入

し ていないアームを選択し てアーム先端に置かれた餌ペレッ ト を獲得す

るこ と と 定義し た． それ以外の選択は誤選択と し た． １ 試行は， ①全て

の餌を獲得する， ②10 分が経過する， ③総選択数が 16 になる， のいず

れかを満たすまでと 定義し た． 学習基準は最初の 8 選択中の正選択数が

7 以上である試行が 5 試行連続すること と し た．  

遅延挿入放射状迷路課題の習得訓練 標準課題を習得し た被験体に

対し て遅延課題の習得訓練を行った． 被験体が第 4 正選択をし て中央プ
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ラッ ト ホームに戻った時点で迷路から取り 出し ， 待機ケージに入れて遅

延時間を挿入し ， その後再び迷路中央のプラッ ト ホームに戻し て残り 4

つの餌ペレッ ト を獲得するこ と を要求し た． 0 分(被験体を待機ケージに

投入し た後， すぐに迷路に戻す)， 10 分， 6 時間の遅延時間を挿入する遅

延課題を順番に習得さ せた． 遅延課題の学習基準は， 後半最初の 4 選択

中の正選択数が 3 以上の試行が 5 試行連続すること と し た． その他の手

続き， 正選択， 誤選択， 1 試行の定義は， 基本的に標準課題の習得訓練

時と 同様と し た． し かし ながら誤選択については， 前半で選択し たアー

ムに対する後半での再進入， すなわち「 前半・ 後半の間における選択の

重複（ across-phase errors）」 と ， 後半で選択し たアームに対する再進入で

ある「 後半の中での選択の重複（ within-phase errors）」 の 2 種類に分けて

解析を行った． 前者は最大値が 4 になる一方で， 後者に上限はない．  

再習得訓練 6 時間の遅延課題を習得し たラッ ト は， 背側海馬へのガ

イド カニューレを埋め込まれた． 1 週間の回復期間後， 再び 6 時間の遅

延課題を手術前と 同様の基準まで訓練し た．  
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第 3 章 

場所再認テスト における長期的空間記憶に関する基礎的研究：  

見本期の長さ と 遅延時間が弁別率に及ぼす影響【 実験 1】  

 

目的 

これまでラッ ト における空間記憶は， 様々な条件づけ課題， 迷路学習

課題を用いて評価さ れてきた． し かし ながら， これらの課題は摂食制限

後の餌報酬や嫌悪刺激を強化子と し て用いているために， ラッ ト に対す

る身体的， 精神的負担が大きい． また， 実験的操作による行動の変化に

関する解釈と し て， その操作が記憶に影響し たと いう こと 以外に， 実験

的操作がスト レスや報酬に対する反応の変化， すなわち情動や動機づけ

に影響し た結果であると いう 可能性も生じ てし まう ． また特に迷路課題

では， 課題遂行のために空間記憶の獲得の他に課題のルールを学習する

必要があり ， 実験的操作による課題の遂行障害が認められた場合， それ

が空間記憶獲得の障害に起因するのか， ルール獲得の障害に起因するの

か， 区別できなく なる可能性を含んでいる．  

自発的場所再認テスト （ 以下場所再認テスト ） は， 新奇位置にある物

体を積極的に探索すると いう ラッ ト の生得的習性を利用し た空間記憶課

題である．手続きと し ては（ Fig.2-1）， フ ィ ールド 内で 2 つの， 同一の見

本刺激を提示し た後（ 見本期），遅延時間を挿入し ，テスト 期において一

方は見本期と 同じ 位置におき（ 物体 F）， も う 一方（ 物体 N） は見本期と

は異なる新し い位置に置いた状態でラッ ト をフ ィ ールド 内に戻す． 見本

期における刺激の空間的情報が正し く 保たれた場合， テスト 期おいて物

体 N がラッ ト にと っての新奇位置物体と なるため，ラ ッ ト は物体 N に対

し て， F より も長時間の探索行動を示す（ この新奇位置物体に対する探
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索行動の偏り を，新奇位置物体に対する選好と 表現すること もある）．ま

た， 海馬損傷によって新奇位置物体に対する探索の増加が消失すること

が示さ れており ， 場所再認テスト における空間記憶には他の空間課題の

結果と 同様に海馬が重要な役割を 果たし ている と 考えら れている

（ Ennaceur et al., 1997）．  

場所再認テスト は， 上述し た， これまで用いられてきた空間記憶課題

に含まれていた問題点を免れていると いう 点で， 空間記憶の神経メ カニ

ズムを 検討する のに適し た課題で ある と 考えら れ， 実際に脳損傷

(Ennaceur et al., 1997; Mumby et al., 2002)や薬理学的処置（ Hotte et al., 

2005; Luine et al., 2003）， 遺伝子改変（ Massey et al., 2003） の影響が検討

さ れている． し かし ながら， 場所再認テスト が多く の研究で用いられ始

めている一方で， 記憶課題と し ての妥当性や適切な分析方法などを検討

し た， 課題自体に関する基礎的な研究に関する報告はなく ， いく つかの

問題点が残さ れたままである．まず第1に，テスト 期における新奇位置物

体に対する選好が， 見本期の物体位置に関する空間記憶痕跡の強さ やそ

の有無を反映し ているならば，見本期の時間をより 長く 設定するこ と で，

テスト 期における新奇位置物体選好もより 明確になり ， さ らに， より 長

時間の遅延を挿入し た場合でもテスト 期における選好が認められるはず

である． し かし ながら ， このよう な見本期および遅延期間の長さ と テス

ト 期における新奇位置物体選好についてはこれまで検討さ れてこなかっ

た．第2に，場所再認テスト はこれまで数分から数時間と いう 短い遅延時

間を用いた条件でし か用いられてこなかった． 長期記憶に関する研究が

盛んに行われている近年の状況を考慮すると ， 場所再認テスト が， 長期

記憶テスト と し て用いること ができるか否か検討すること は重要である

と 考えられる．第3に，先行研究において，テスト 期における新奇位置物
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体に対する選好はテスト 期1-2分目のみにおいて認められ，それ以降は消

失すること が報告さ れている（ Dix and Aggleton., 1999; Mumby et al., 

2002）．し かし ながら，この選好の変化に対する見本期や遅延期間の長さ

の影響については検討さ れていない．  

上記の問題を解決するために， 本研究では， 見本期（ 5， 10， 20分）

およびテスト 期（ 6あるいは24時間） の長さ を操作し ，テスト 期における

新奇位置物体選好に対する影響を検討し た． また， 本研究ではテスト 期

の長さ を従来（ 3分間） より 長く 設定し（ 5分間），新奇位置物体選好の割

合の変化を， 1分ごと に検討し た．  

 

方法 

被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 26 匹を用いた．  

 

自発的場所再認テスト  

本実験では， 見本期の時間を 3 条件（ 5, 10, 20 分）， 遅延期間を 2 条件

（ 6 あるいは 24 時間） 設定し た． 被験体を 6 時間遅延群（ n=16） と 24

時間遅延群（ n=10） に振り 分け， 各群において 3 条件の見本期を設定し

た自発的場所再認テスト を 1 回ずつ， ランダムな順で行った． 見本期・

遅延期間の長さ に関わらず， テスト 期の時間は常に 5 分間に設定し た．

各試行間の最低間隔は， 48 時間であった．  

 

統計的分析 

見本期では物体探索時間について， 遅延時間を被験体間要因， 見本期
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の長さ および物体を被験体間要因と し て， 3 要因分散分析を行った． 物

体要因については， テスト 期において新奇位置に移さ れる物体（ 物体 N

になる予定の物体） と ， テスト 期においても場所が変わらない物体（ 物

体 F になる予定の物体） の 2 水準で分析を行った． 分散分析で有意差が

認められた場合， フィ ッ シャーの LSD 法による多重比較を行った．  

テスト 期では， 1 分ごと の DI を算出し ， それぞれの DI について t 検

定を用いて， 期待値（ 0％） と 比較し た． さ らに， テスト 期の最初の 1, 2, 

3, 4, 5 分間の物体探索時間を用いて，それぞれの期間（ 例： 0-1 分目， 0-2

分目等） における DR を算出し た後， 各 DR に対し て， 遅延時間を被験

体間要因，見本期の長さ を被験体内要因と する 2 要因分散分析を行った．

有意差が認められた場合は，フ ィ ッ シャーの LSD 法による多重比較を行

った． また DI と 同様に， それぞれの DR についても t 検定を用いて， 期

待値（ 50％） と の比較を行った．  

見本期における 2 つの物体に対する総探索時間と ， DI， DR それぞれと

の相関について， ピアソンの積率相関係数を用いて解析し た． テスト 期

における最初の 1, 2, 3, 4, 5 分間の物体探索時間を用いて， それぞれの期

間における DI と DR を算出し た後，遅延時間，サンプル時間の条件ごと

に， 各 DI， DR と 見本期の探索時間の相関について分析し た．  

 

結果 

見本期における物体探索時間を Fig.3-1 に示し た．ここでは，物体の探

索時間をテスト 期において新奇位置に動かさ れる予定である物体と ， テ

スト 期でも見本期と 同じ 位置にある予定である物体に分けて分析を行っ

た． 被験体は見本期の時点では， テスト 期においてどちらの物体が新奇

位置へ動かさ れるかはわからない． 分散分析の結果， 見本期の長さ の主



 - 33 - 

効果が認められ [F(2, 48)=11.56, p< .001]， 続く 多重比較の結果， 20 分条

件における探索時間が 5 分および 10 分条件より も有意に長く（ p< .05），

さ らに 10 分条件における探索時間が 5 分条件より も有意に長かった

（ p< .05）． 遅延時間および物体の効果は認められず， 遅延時間は探索時

間に影響せず， どちらかの物体に対する偏り も認められなかった． 見本

期の延長によって， 総探索時間の増加が認められたこと から ， 少なく と

も 20 分間は，ラッ ト が物体探索行動を持続すること が確かめられた．し

かし ながら 20 分間における総探索時間は 5 分間での総探索時間の 4 倍よ

り も少なかった． このこ と から見本時間の延長により 時間当たり の探索

時間は減少すること が示さ れた．  

5 分間のテスト 期における DI の経時的変化を，遅延時間・ 見本期の条

件ごと に Fig.3-2 に示し た． 各条件における DI を期待値（ 0%） と 比較し

た結果，6 時間遅延-5 分見本条件では 4 分目の DI のみが期待値より 高か

った[t(15)=2.28, p< .05] （ Fig. 3-2A）．6 時間遅延-20 分見本条件では，1，

2，4 分目の DI が期待値より 有意に高かった［ 1 分目, t(15)=3.84, p< .01; 2

分目, t(15)=3.94, p< .01; 4 分目, t(15)=2.30, p< .05］（ Fig. 3-2E）． 24 時間遅

延条件では，20 分見本条件においてのみ新奇位置物体に対する選好が認

められ，テスト 期 1 分目の DI のみが期待値より 有意に高かった［ t(9)=3.17 

p< .05］（ Fig. 3-2F）．  

各条件においてテスト 期最初の 1， 2， 3， 4 分目および計 5 分間にお

ける DR を算出し ， 遅延時間および見本期の長さ が及ぼす影響について

検討し た． 各条件における DR は Fig. 3-3 に示し た． 分散分析の結果，

最初の 1， 2 分間の DR において， 見本期の主効果が認められ［ 0-1 min, 

F(2,48)=3.34 p< .05; 0-2 min, F(2,48)=3.22 p< .05］（ Fig. 3-3A,B），多重比較

の結果， 最初の 1， 2 分目どちらにおいても 20 分見本条件の DR が 5，  
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Fig. 3-1 Exploration time in the sample phase. Horizontal axis indicates the 

length (min) of sample phase. "Familiar" and "Novel" mean the object that will 

be in the same place or the object that will be placed in a novel place in the test 

phase, respectively.  Mean ± SEM. are shown. 
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Fig. 3-2  Effects of the length of sample phase and delay period on the 

changes of discrimination index (DI) during the 5-min test phase. In each panel, 

horizontal axis shows time course in the test phase and the number at the left 

below indicates the length (min) of sample phase. DI was calculated by 

dividing the difference in the exploration time (sec) between the two objects 

(object in the novel place minus object in the familiar place) by total 

exploration time (sec) . Mean ± SEM. are shown. ** p < .01, * p < .05, † p < .1 

vs. chance (0%). 
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Fig. 3-3 Effects of the length of sample phase and delay period on the 

discrimination ratio (DR). DR was calculated by dividing the time of 

exploration (sec) to the object in a novel place by total object exploration time 

(sec). In each panel, time period (min) in the test phase from which DR was 

cumulatively calculated is shown. Mean ± SEM. are shown. ** p < .01, * p 

< .05, †  p < .1 vs. chance (50%). ♯ p < .05. 
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10 分目より も有意に高かった（ p< .05）． また， 最初の 4 分間の DR にお

いて， 遅延時間の効果が認められ［ F(1,24)=6.11 p< .05］， 6 時間条件にお

ける DR が 24 時間条件のおける DR より も高かった（ p< .05）． DI と 同

様， 全ての条件における DR を期待値（ 50%） と 比較し た． まず 6 時間

遅延条件において（ Fig.3-3 左半分）， 見本 5 分条件では最初の 4 分間に

おける DR のみが期待値より も有意に高く［ t(15)=2.19, p< .05］（ Fig.3-3D），

見本 10 分条件では最初の 2 分間における DR のみが期待値より も有意に

高かった［ t(15)=2.23, p< .05］ (Fig.3-3B)． また， 見本 20 分条件ではどの

DR も期待値より も有意に高かった［ 0-1 min, t(15)=3.84, p< .01; 0-2 min, 

t(15)=4.94, p< .01; 0-3 min, t(15)=3.68, p< .01; 0-4 min, t(15)=4.22, p< .01; 

0-5 min, t(15)=4.015, p< .01］．一方， 24 時間遅延条件（ Fig.3-3 右半分） で

は， 見本 20 分条件においてのみ新奇位置物体に対する選好が認められ，

最初の 1， 2 分目における DR が期待値より も有意に高かった［ 0-1 min, 

t(9)=3.17, p< .05; 0-2 min, t(9)=3.07, p< .05］（ Fig.3-3A,B）．  

見本期における総探索時間と テスト 期における新奇物体への選好と

の関連性について検討するために， 見本期の総探索時間と テスト 期に 1

分目における DR の相関の有無を検討し た（ Fig.3-4）．また， それぞれの

図には回帰直線も併せて示し た． 分析の結果， 全ての条件において， 見

本期のおける総探索時間と テスト 期に 1 分目における DR の間に相関関

係は認められなかった（ -.54 < r < .12, p > .10） ．また， 最初の 2-4 分およ

び合計 5 分間における DR を用いた解析も行ったが， 同じ く 相関関係は

認められなかった（ - .57 < r < .27, p > .10; 図は示さ ず）． さ らに， その他

の指標である DI と DS を用いた解析も行ったが， DR と 同じ く どちらの

指標を用いたと し ても ， 見本期における総探索時間と の間に相関は認め

られなかった（ -.54 < r < .46, p > .10; 図は示さ ず）．  
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Fig. 3-4 Scatterplots showing the relationship between exploration time in the 

sample phase (sec) and DR values in the first one minute in the test phase. In 

each panel, the length of sample phase and the correlation coefficient are 

shown.  
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考察 

実験 1 では， 自発的場所再認テスト において， 見本期（ 5， 10， 20 分

間） および遅延期間（ 6 あるいは 24 時間） の長さ の操作がテスト 期にお

ける新奇位置物体に対する選好に及ぼす影響について検討し た． その結

果，基本的に見本期の長さ が長いほど，新奇位置物体選好が強く なり ， 6

時間と 24 時間どちらの遅延条件においても見本期 20 分条件において，

テ ス ト 期に お け る 新奇位置物体選好が最も 明白に 認め ら れた

（ Fig.3-3A,B）． この結果は， 物体の置いてあるフ ィ ールド へより 長い時

間曝すこと により ， フ ィ ールド 内の物体の位置に関する情報がより 強く

記銘さ れたこと を示唆するものであると 解釈さ れるであろう ． また同時

に， 遅延時間をより 長く すること でテスト 期における DR が減少するこ

と も示さ れた． これは， 長期間の遅延によって記憶痕跡の減衰が引き起

こさ れたためと 考えられる（ Fig.3-3D）． これまで場所再認テスト におい

て， 見本期および遅延期間の長さ がテスト 期における新奇位置物体選好

に及ぼす影響について報告さ れてこなかった． そのため本実験では場所

再認テスト の記憶課題と し ての妥当性が初めて示さ れたと 考えられる．  

DI はテスト 期における新奇位置物体選好の経時的変化について検討

するのに適し た指標である． DR の結果と 同様に， 見本期の長さ を延長

すること で， テスト 期 1 分目の DI は遅延時間に関わらず一貫し て増加

し た（ Fig.3-2）． また， 20 分見本条件で認められるよう に， テスト 期 1

分目の DI が期待値より も有意に高かった場合（ Fig.3-2E,F）， DI は時間

経過と 共に減少し ，期待値へ近づいていく 傾向にあった．この結果から，

先行研究において示唆さ れているよう に（ Dix & Aggleton, 1999; Mumby 

et al., 2002）， 本実験においてもテスト 期 1 分目における DI が見本期の

物体位置に関する空間記憶の強さ を最も良く 反映し ているこ と ， 新奇位
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置物体に対する選好は時間経過と 共に曖昧になっていく こ と が示唆さ れ

た．  

自発的場所再認テスト は， 様々な研究において幅広く 用いられてきた

が， ほと んどの研究では， 数分から数時間と いう 短い遅延時間が設けら

れてきた（ Ennaceur et al., 1997; Luine et al., 2003; Mumby et al., 2002）． 本

実験において， 見本期を 20 分まで延長し た条件では 24 時間の遅延後で

もラッ ト は新奇位置物体に対する選好を示し た（ Fig.3-3A,B）． この結果

は，ラッ ト が物体の場所に関する記憶を 24 時間維持できるこ と を示唆し

ており ， 本実験によって， 場所再認テスト が長期記憶課題と し て利用可

能であるこ と が証明さ れた．先行研究において 24 時間以上の遅延を用い

た課題におけるラッ ト の場所再認を示し ている研究では見本期を複数回

設けている（ Gaskin et al., 2009a, 2009b; Hardt et al., 2010）． 本研究では場

所再認テスト において 1 回の見本期のみでも， その時間を延長すること

により 24 時間後のテスト 期における新奇位置物体に対する選好が認め

られること が示さ れた． 1 試行の訓練期（ 再認テスト における見本期），

遅延期間， テスト 期の 3 つによって構成さ れている 1 試行記憶課題は，

記銘および固定が行われているタ イ ミ ングが推測し やすい． 記銘-固定-

保持-検索と いう 記憶の処理過程はそれぞれ異なる神経メ カニズムに支

えられているこ と を考慮すると（ Abel & Lattal, 2001），本研究の結果は，

場所再認テスト が長期記憶の処理過程を支える神経メ カニズムの研究に

も適し ているこ と を示唆し ており ， 場所再認テスト の利便性を拡大し た

と 考えられる．  

本実験では， 見本期における物体に接近し ての探索行動が場所再認テ

スト における記憶の獲得に関連し ているのか検討するために， 見本期に

おける物体探索時間の合計と テスト 期における新奇位置物体選好の相関
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関係について分析を行った． その結果， 新奇位置物体選好に関するいか

なる指標（ DR， DI， DS） も ， 見本期における物体探索時間と の間に相

関関係は認められなかった． この結果から ， 場所再認テスト において，

見本期における物体に接近し ての探索行動は記憶の獲得に重要な要因で

はないこと が示唆さ れた． そのため， 場所再認テスト における空間記憶

の獲得には， 物体から離れた位置より その場所に関する視覚的情報を獲

得すること も重要な要素である可能性考えられる． この点を明らかにす

るためには更なる検討が必要であろう ．  

本実験により ， 場所再認テスト が長期的空間記憶を評価する上で適切

な課題であるこ と ， および同課題におけるより 適切な結果の分析方法が

示さ れた．  
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第 4 章 

長期的空間記憶における海馬内蛋白質新規合成の役割 I：  

自発的場所再認テスト を用いた検討 

 

第1節 自発的場所再認に及ぼす蛋白質合成阻害薬 ANI 海馬内投与の効

果【 実験 2】  

 

目的 

これまで様々な空間記憶課題において，記憶の固定過程における海馬

内蛋白質新規合成が重要な役割を果たし ているこ と が示さ れてき た

（ Mizumori et al., 1985; Meiri et al., 1998; Quevedo et al., 1999; Igaz et al., 

2002; Morris et al., 2006; Balderas et al., 2008）．場所再認テスト は，これま

で用いられてきた課題と は異なり ， ルール学習や条件づけに依存し ない

記憶課題またはテスト であると いう 特徴があり ， 餌報酬や嫌悪刺激等を

用いる必要が無いと いう 利点を持つ．また，見本期-遅延期-テスト 期の 3

フェ イズで構成さ れる 1 試行課題であるため， 記銘-固定-保持-検索と い

う 記憶の処理が行われていると 思われるタ イミ ングが比較的想定し やす

く ， 薬物の投与タ イミ ングを工夫すること により ， 特定の記憶処理過程

に限局し て影響を与えること ができると 考えられる． し かし ながら ， こ

れまで場所再認における海馬内蛋白質新規合成の役割は検討さ れてこな

かった．  

 本実験では， 場所再認テスト での空間記憶の処理過程における

海馬内蛋白質新規合成の役割について調べるために， 課題遂行中， 様々

なタ イミ ングで蛋白質合成阻害薬である ANI を海馬内投与し ，その効果

について検討し た．  
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方法 

被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 40 匹を用いた．  

 

薬物 

蛋白質合成阻害薬（ 翻訳阻害薬）と し て anisomycin（ ANI; Wako, Osaka）

を， 溶媒にはリ ンゲル液（ Rin; Otsuka, Tokyo） を用いた． 希塩酸を加え

るこ と で ANI をリ ンゲル液中に溶解し ， 水酸化ナト リ ウムを加えて pH

を 7.0-7.4 に調整， 最終的な濃度を 50 または 100µg/µl にし た．  

ANI を脳内に投与し ， 蛋白質合成の抑制率を測定し た先行研究による

と ，大脳皮質味覚野に限局し た 100µg の ANI 投与によって，同領域にお

ける蛋白質合成が 90%以上抑制さ れ， その抑制は 90 分以上持続し た

（ Rosenblum et al., 1993）． また， 同じ く 100µg の ANI 脳室内投与によっ

て， 海馬における蛋白質合成が 90%以上抑制さ れ， その抑制は少なく と

も 45 分間は持続し た(Meiri & Rosemblum, 1998)． これらの報告を踏まえ

ると ，本実験で用いた 100µg の ANI によって海馬内における蛋白質合成

を十分に抑制できると 考えられる．  

 

手続き  

薬物テスト  始めに 15 分間の見本期， 6 時間の遅延， 5 分間のテスト

期から構成さ れる 6 時間遅延テスト の遂行に及ぼす海馬内 ANI 投与の効

果について検討し た． 薬物は， 見本期開始の 30 分前（ timing I）， 見本期

終了直後（ timing IIa）， 見本期終了から 2 時間後（ timing IIb）， テスト 期

直前（ timing III） の 4 つのタ イミ ングにおいて， 片側 1 µl ずつ両側の海
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馬内に投与し た． 被験体は薬物の投与タ イミ ングに従って， 4 群に振り

分けられた（ timing I, n = 10; timing IIa, n = 9; timing IIb, n = 10; timing III, n 

= 11）． 薬物条件は， ANI 50， 100 µg および Rin の 3 条件であり ， テスト

は被験体内計画で， ランダムな順に行った． 薬物テスト は少なく と も 48

時間の間隔をおいて行った． 6 時間遅延テスト 終了後， ランダムに選ば

れた 10 匹のラッ ト を用いて， 5 分遅延テスト 遂行における海馬内 ANI

投与の効果について検討し た． 5 分遅延テスト において， 薬物は見本期

開始の 30 分前に投与さ れ，  ANI 100 µg および Rin の 2 条件について，

ランダムな順でテスト を行った． テスト 間間隔は 6 時間遅延テスト と 同

様であった．  

組織学的検索 行動実験終了後， インジェ クショ ンカニューレの刺入

部位を確認し た．  

 

統計的分析 

見本期における物体探索時間， テスト 期最初の 1 分目における DR に

ついて分析を行った． 見本期における物体探索時間は， 薬物， 物体を被

験体内要因， 薬物投与タ イミ ングを被験体間要因と する 3 要因分散分析

を用いて分析し た．  6 時間遅延課題のテスト 期における DR は， 薬物を

被験体内要因， 薬物投与タ イミ ングを被験体間要因と する 2 要因分散分

析を用いて分析し た． 分散分析の結果， 有意差が認めら れた場合，

Bonferroni 法を用いた多重比較を行った．また，5 分間遅延テスト のテス

ト 期における DR は， 対応のある t 検定を用いて分析し た． さ らに， 各

薬物条件における DR を， t 検定を用いて期待値（ 50％） と 比較し た．  
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結果 

インジェ クショ ンカニューレの先端位置を Fig. 4-1 に示し た． 全ての

被験体でインジェ クショ ンカニューレの先端が背側海馬に位置し ていた

こと を確認し た．Fig. 4-2 は，ガイド カニューレが背側海馬に刺入さ れて

いたこと を示す典型的な Nissl 染色切片の写真である．  

6 時間遅延テスト の見本期における物体探索時間を Fig. 4-3A に示し た．

分散分析の結果， いかなる主効果， 交互作用も認められなかった． その

ため， テスト 期における DR の差は見本期における物体探索の量や偏り

の影響によるものではないこと が示さ れた．また特に timing I条件では，

見本期の間， ANI によって海馬内蛋白質合成が十分に抑制さ れているこ

と から ， 海馬内蛋白質合成は物体に対する探索行動それ自体には関与し

ていないこと が示さ れた．  

6 時間遅延テスト のテスト 期における DR を Fig. 4-3B に示し た． 分散

分析の結果， 投与タ イ ミ ングと 薬物の効果の間に交互作用が認めら れ

［ F(6,72)=2.39, p< .05］， 多重比較の結果， timing IIa においてのみ高濃度

ANI 投与条件における DR が， Rin 条件より も有意に低いこと が示さ れ

た（ p< .05） ．また， 各 DR を期待値と 比較し たと ころ， timing I および

IIa では， Rin 条件においてのみ DR が期待値より も高く ［ timing I-Rin 

t(9)=2.53, p< .05; timing IIa-Rin t(8)=5.29, p< .001］， 海馬内 ANI 投与によ

ってテスト 期における新奇位置物体選好が消失し た． Timing IIb および

III では，すべての薬物条件において DR は期待値より も有意に高かった

［ timing IIb-Rin, t(9)=3.00, p< .05; timing IIb-ANI 50, t(9)=3.89, p< .01; 

timing IIb-ANI 100, t(9)=4.26, p< .01; timing III-Rin, t(10)=2.95, p< .05; 

timing III-ANI 50, t(10)=3.62, p< .01; timing III-ANI 100, t(10)=2.43, p< .05］． 
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Fig. 4-1  Location of the tips of injection cannulae for drug injection in the 

dorsal hippocampus in Experiment 2. The number beside each brain section 

represents anteroposterior distance from bregma (Paxinos & Watson, 1986). 
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Fig. 4-2  A typical example of Nissl-stained section showing the location of 

the guide cannula in the dorsal hippocampus. 
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Fig. 4-3 Effects of intra-hippocampal administration of ANI on the 

performance in the test phase of 6 h-delayed spontaneous place recognition test. 

Data are presented as mean ± SEM. Roman numerals above each arrow in the 

top panel indicate drug injection timings. I: before the first-half performance, 

IIa: immediately after the first-half performance, IIb: 2 h after the first-half 

performance, III: before the second-half performance. (A) Exploration time in 

the sample phase. (B) DR in the test phase. * p < .05, ** p < .01 vs. chance 

(50%). # p < .05. 
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5 分間遅延テスト の見本期における物体探索時間を Fig.4-4A に示し た．

分散分析の結果， いかなる主効果， 交互作用も認められなかった．  

5 分間遅延テスト のテスト 期における DR を， Fig.4-4B に示し た． t 検

定の結果， 薬物条件の違いによる DR の差は認められなかった． また各

条件の DR を期待値と 比較し た結果， どちらの条件においても DR は期

待値より も有意に高かった［ Rin, t(9)=4.07, p< .01; ANI 100, t(9)=3.52, 

p< .01］．  

 

考察 

本実験では，場所再認テスト における空間記憶の処理過程における海

馬内蛋白質新規合成の役割について調べるために， 課題遂行中の様々な

タ イミ ングで蛋白質合成阻害薬である ANI を海馬内投与し ，その効果に

ついて検討し た． その結果， timing I あるいは IIa における ANI 投与は，

テスト 期における新奇位置物体への選好を消失さ せたこと から， 場所再

認における空間記憶を障害し たと 考えられる．し かし ， timing IIb および

III における ANI 投与は新奇位置物体への選好に影響を与えなかった．  

本実験では見本期前，あるいは直後の ANI 投与によって，遂行が障害

さ れた．見本期直後の投与の時点でラッ ト は装置から取り 出さ れており ，

オープンフ ィ ールド 内の物体の位置情報を記銘すること はできなかった．

このこ と を考慮すると ，見本期直後の ANI は既に獲得し た記憶を安定化

さ せるプロセス， すなわち記憶の固定過程を阻害し たと 考えられ， 場所

再認テスト における空間記憶の固定過程には海馬内蛋白新規質合成が必

要であるこ と が示唆さ れた．  

見本期直後の ANI 投与の効果が固定過程の阻害と 解釈さ れる一方で，

見本期前 ANI 投与は，記憶の固定過程のみならず，記憶の記銘過程を阻 
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Fig. 4-4 Effects of intra-hippocampal administration of ANI on the 

performance in the test phase of 5 min-delayed spontaneous place recognition 

test. Data are presented as mean ± SEM. (A) Exploration time in the sample 

phase. (B) DR in the test phase. * p < .05, ** p < .01 vs. chance (50%).
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害し た可能性も考えられる． し かし ながら ， テスト の遅延時間を 5 分間

に短縮し た場合，見本期前の海馬内 ANI 投与は効果を示さ なかったこと

から ，場所再認テスト における空間情報の記銘と その短期的な保持には，

海馬内蛋白質新規合成は必ずし も必要では無いと 考えられる． この可能

性を踏まえると ，見本期前の ANI 投与による障害も，見本期直後の効果

と 同様に， 記憶の記銘と いう より は固定過程を阻害し た結果である可能

性が高いと 考えられる．  

以上述べてきたよう に， 本実験の結果から ， 場所再認テスト における

空間記憶の固定過程に海馬内蛋白質合成が必要と さ れるこ と が初めて示

さ れた． この結果は， 空間あるは非空間記憶課題を用いた数多く の先行

研究における結果と 一致する（ Mizumori et al., 1985; Meiri et al., 1998; 

Quevedo et al., 1999; Igaz et al., 2002; Morris et al., 2006; Balderas et al., 

2008）．本実験では，場所再認テスト を用いるこ と により ，条件づけやル

ール学習に依存せず， 餌報酬や嫌悪刺激を用いない課題においても ， 空

間記憶の固定過程には海馬内蛋白質新規合成が必要であるこ と が示さ れ

た．  

見本期から 2時間後の海馬内 ANI投与はテスト 期における新奇位置物

体選好には影響を及ぼさ なかった． このこ と から ， 蛋白質新規合成に依

存し た記憶の固定過程は， 少なく と も見本期から 2 時間後には終了し て

いる可能性が示さ れた． 一方で， この結果は場所再認テスト における記

憶の保持過程には海馬内蛋白質新規合成は必要ないと 解釈すること も可

能である． し かし ながら ， 先行研究では受動的回避課題において， 条件

づけから 12 時間後の海馬内 ANI 投与は条件づけから 2 日後のテスト に

は影響を及ぼさ なかったものの， 7 日後のテスト における成績を低下さ

せたこと が報告さ れている（ Bekinschtein et al., 2007）．この知見を考慮す
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ると ，見本期から 2 時間後の海馬内 ANI 投与も 6 時間以降におけるテス

ト 期において効果を示す可能性がある． よって場所再認テスト における

記憶の保持過程と 海馬内蛋白質合成の役割については， 更なる検討が必

要であると 考えられる．  

本実験では，テスト 期前の海馬内 ANI 投与は，テスト 期における新奇

位置物体に対する選好には影響を及ぼさ なかった． この結果から ， 海馬

内新規蛋白合成は， 場所再認テスト における空間記憶の検索過程には必

要無いと 考えられる． これは水迷路課題（ Meiri et al., 1998; Sajadi et al., 

2006; Rodriguez-Ortiz et al., 2008） や受動的回避課題（ Viannna et al., 2001, 

2003） の結果と 一致し ており ， 本実験では場所再認テスト を用いること

により ， 条件づけやルール学習に依存せず， 餌報酬や嫌悪刺激を用いな

い課題においても空間記憶の検索過程には海馬内蛋白質新規合成が必要

無いこと が初めて示さ れた．  
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第2節 自発的場所再認に及ぼす mRNA 合成阻害薬 DRB 海馬内投与の

効果【 実験 3】  

 

目的 

実験 2 において， 場所再認テスト における空間記憶の固定過程には，

海馬内蛋白質新規合成が必要であること が示さ れた． 実験 3 ではこの結

果をふまえ， 先行研究において報告さ れているよう に（ Igaz et al., 2002; 

Da Silva et al., 2008）， 場所再認テスト においても海馬内 mRNA 新規合成

が必要であるのかどう か検討するため， mRNA 合成阻害薬 DRB の海馬

内投与が場所再認テスト の遂行に及ぼす効果について検討し た．  

 

方法 

被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 10 匹を用いた．  

 

薬物 

mRNA 合成阻害薬（ 転写阻害薬） と し て 5,6-dichlorobenzimidazole 1-

β-D-ribofuranoside (DRB; Sigma, MO)を dimethyl sulfoxide (DMSO)に溶解

し ， 生理食塩水（ SAL; Otsuka, Tokushima） で希釈し た． DRB の濃度は，

最終的に 40 あるいは 80 ng/µl in 2% DMSO in SAL になるよう に調整し た． 

DRB の mRNA 合成抑制率について， in vitro では 31.9 ng/µl (100µM)

の DRB 溶液への浸漬により ， ラ ッ ト 海馬切片において mRNA 合成が

75 %抑制さ れること が報告さ れている（ Nguyen et al., 1994）．また in vivo

では， DRB を 1.6 ng 海馬内投与すると BDNF の mRNA 合成が 35%抑制

さ れること（ Igaz et al., 2002）， また， 扁桃体内に 10 ng の DRB を投与す
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ると mRNA 合成が 53 %抑制さ れること が示さ れている（ Parsons et al., 

2006）． これらの知見を踏まえると ， 本実験で用いた 40 あるいは 80 ng

の DRB 投与によって， 海馬内における mRNA 合成を十分に抑制できる

と 考えられる．  

 

手続き  

薬物テスト  始めに，6 時間遅延テスト（ 見本期 15 分・ テスト 期 5 分）

の遂行に及ぼす海馬内 DRB 投与の効果について検討し た． 薬物は見本

期開始の 60 分前に片側あたり 1 µl ずつ両側の海馬内に投与さ れた． 薬

物条件は DRB 40， 80 ng/µl および 2% DMSO の 3 条件であり ， テスト は

被験体内計画でランダムな順に行った． また， 薬物テスト は少なく と も

48 時間の間隔をおいて行った．6 時間遅延テスト が全て終了し た後，  同

じ ラッ ト を用いて 5 分遅延課題における海馬内 DRB 投与の効果につい

て検討し た． 6 時間遅延課題と 同様に， 薬物は見本期開始の 60 分前に投

与さ れ， DRB 80 ng および 2% DMSO の 2 条件について， ランダムな順

でテスト を行った． テスト 間間隔は 6 時間遅延テスト と 同様であった．  

組織学的検索 行動実験終了後， インジェ クショ ンカニューレの刺入

部位を確認し た．  

 

統計的分析 

見本期における物体探索時間， テスト 期最初の 1 分目における DR に

ついて分析を行った． 見本期における物体探索時間は， 薬物， 物体を被

験体内要因と する 2 要因の分散分析を用いて分析し た．  また， 6 時間遅

延課題のテスト 期における DR は薬物を被験体内要因と する 1 要因の分

散分析を用いて分析し た． 分散分析の結果， 有意差が認められた場合，
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Bonferroni 法を用いた多重比較を行った．また，5 分間遅延テスト のテス

ト 期における DR は， 対応のある t 検定を用いて分析し た． さ らに， 各

薬物条件における DR を， t 検定を用いて期待値（ 50％） と 比較し た．  

 

結果 

インジェ クショ ンカニューレの先端位置を Fig. 4-5 に示し た． 全ての

被験体でインジェ クショ ンカニューレの先端が背側海馬に位置し ていた

こと を確認し た．  

6 時間遅延テスト の見本期における物体探索時間を Fig. 4-6Aに示し た．

分散分析の結果， いかなる主効果， 交互作用も認められず， テスト 期に

おける DR の差は見本期における物体探索の量や偏り の影響によるもの

ではないこと が示さ れた．また海馬内 mRNA 合成は，物体に対する探索

行動それ自体には関与し ていないこと が示さ れた．  

6 時間遅延テスト のテスト 期における DR を Fig.4-6B に示し た． 分散

分析の結果， 薬物の主効果は認められなかった． し かし ながら， 各 DR

を期待値と 比較し たと ころ DMSO 条件においてのみ DR が期待値より も

高く ［ t(9)=3.08, p< .05］， 海馬内 DRB 投与によってテスト 期における新

奇位置物体選好が消失し た．  

5分間遅延テスト の見本期における物体探索時間を Fig.4-6Cに示し た．

分散分析の結果， いかなる主効果， 交互作用も認められなかった．  

5 分間遅延テスト のテスト 期における DR を Fig.4-6D に示し た．t 検定

の結果， 薬物条件の違いによる DR の差は認められなかった． また， 各

条件の DR を期待値と 比較し た結果， どちらの条件においても DR は期

待値より も有意に高かった［ DMSO, t(9)=4.09, p< .01; DRB 80, t(9)=6.58, 

p< .01］．  
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Fig. 4-5  Location of the tips of injection cannulae for drug injection in the 

dorsal hippocampus in Experiment 3. The number beside each brain section 

represents anteroposterior distance from bregma (Paxinos & Watson, 1986). 
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Fig. 4-6 Effects of intra-hippocampal administration of DRB on the 

performance in the test phase of 6 h- and 5 min-delayed spontaneous place 

recognition test. Data are presented as mean ± SEM. (A, C) Exploration time in 

the sample phase in the 6 h- (A) and 5 min-delayed test (C). (B, D) DR in the 

test phase in the 6 h- (B) and 5 min-delayed test (D). * p < .05, ** p < .01 vs. 

chance (50%). 
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考察 

本実験では， 場所再認テスト での空間記憶の固定過程における海馬内

mRNA 新規合成の役割について調べるために，場所再認テスト の遂行に

及ぼす海馬内 DRB 投与の効果について検討し た． その結果， 見本期前

の海馬内 DRB 投与は 6 時間遅延課題のテスト 期において新奇位置物体

に対する選好を消失さ せたが， 5 分間遅延課題では影響を及ぼさ なかっ

た． これより ， ANI 投与の場合と 同様に DRB 投与によって， 記憶の固

定過程が阻害さ れるこ と ， すなわち場所再認における空間記憶の固定過

程には海馬内 mRNA 新規合成が必要であること が初めて示さ れた．これ

は，空間あるは非空間記憶課題を用いた先行研究における結果（ Igaz et al., 

2002; Da Silva et al., 2008） と 一致する． 本実験では， 場所再認テスト を

用いること により ， 条件づけやルール学習に依存せず， 餌報酬や嫌悪刺

激を用いない課題においても ，空間記憶の固定過程には海馬内 mRNA 新

規合成が必要であるこ と が強く 示唆さ れた．  
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第3節 自発的場所再認に及ぼす蛋白質合成阻害薬 Emetine 海馬内投与

の効果【 実験 4】  

 

目的 

これまで in vitro， in vivo どちらの研究においても蛋白質合成阻害薬と

し て ANI が幅広く 用いられている．これは従来用いられてきた promycin

や cycloheximide 等の蛋白質合成阻害薬において脳活動電位の異常

（ Cohen et al., 1966; Davis & Squire, 1984） 等の蛋白質合成阻害以外の副

作用が報告さ れている一方で， ANI にはその様な副作用がほと んど認め

られない（ Flood et al., 1973; Davis & Squire, 1984） と いう 利点があるから

であった． し かし ながら ， ANI を用いた研究が増えるにつれて， ANI に

も神経伝達物質の分泌増加（ Canal et al., 2007; Qui & Gold, 2009） や翻訳

後修飾の阻害（ Routtenberg & Rekart, 2005）等の副作用が見つかっている．

これらの報告をふまえ， 現在では， 学習・ 記憶における蛋白質新規合成

の役割について調べるためには作用機序の異なる複数の蛋白質合成阻害

薬を用いてそれぞれの薬物が同じ 阻害効果をもたらすこと を証明するこ

と が重要であると 考えられている（ Kraus et al., 2002; Lima et al., 2009）．

そこで本研究では， 場所再認テスト での空間記憶の固定過程における蛋

白質新規合成の必要性をさ らに確かなものにするため， ANI と は作用機

序の異なる蛋白質合成阻害薬である emetine の海馬内投与が場所再認テ

スト 遂行に及ぼす影響について検討し た．  

 

方法 

被験体 

実験 3で用いたものと 同じ ，Wistar-Imamichi系雄ラッ ト 9匹を用いた．
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実験 3 で用いた 10 匹のラッ ト のう ち 1 匹は，実験 3 終了後にガイド カニ

ューレが頭部から脱落し たため， 実験 4 からは除いた．  

 

薬物 

蛋白質合成阻害薬（ 翻訳阻害薬） と し て emetine (EME; Sigma, MO)を

32， 64 µg/µl の濃度で SAL に溶解し た．  

EME の投与による蛋白質合成抑制率について， in vitro では 8.3 ng/µl

（ 15 µM） の EME 溶液へ浸漬により ，ラ ッ ト の海馬切片において蛋白質

合成が 90%以上抑制さ れること が報告さ れている． In vivo では， EME

投与による脳内蛋白質合成の抑制率に関する検討は行われていないが，

先行研究においてスナネズミ の聴覚皮質おける 8 µg の EME 投与あるは

ラッ ト の嗅内皮質における 50 µgのEME 投与による記憶障害効果が報告

さ れている（ Kraus et al., 2002; Lima et al., 2009）． 本研究ではこれらの先

行研究を踏まえて， 用量を 32， 64 µg に設定し た．  

 

手続き  

薬物テスト  始めに，6 時間遅延テスト（ 見本期 15 分・ テスト 期 5 分）

の遂行に及ぼす海馬内 EME 投与の効果について検討し た． 薬物は， 見

本期開始の 30 分前に片側あたり 1 µl ずつ両側海馬内に投与さ れた． 薬

物条件は， EME 32， 64 µg/µl および SAL の 3 条件であり ，テスト は被験

体内計画でランダムな順に行った． また， 薬物テスト は少なく と も 48

時間の間隔をおいて行った． 6 時間遅延課題終了後，  同じ ラッ ト を用い

て 5 分遅延課題における海馬内 EME 投与の効果について検討し た．6 時

間遅延課題と 同様に，薬物は見本期開始の 30 分前に投与さ れ，  EME 64 

µg および SAL の 2 条件についてランダムな順でテスト を行った． テス
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ト 間間隔は 6 時間遅延テスト と 同様であった．  

組織学的検索 行動実験終了後， インジェ クショ ンカニューレの刺入

部位を確認し た．  

 

統計的分析 

実験 3 と 同様の方法で結果の分析を行った．  

 

結果 

6 時間遅延テスト の見本期における物体探索時間を Fig. 4-7Aに示し た．

分散分析の結果， いかなる主効果， 交互作用も認められず， テスト 期に

おける DR の差は見本期における物体探索の量や偏り の影響によるもの

ではないこと が示さ れた． また， これより 本実験においても海馬内蛋白

質合成は， 物体に対する探索行動それ自体には関与し ていないこと が示

さ れた．  

6 時間遅延テスト のテスト 期における DR を Fig. 4-7B に示し た． 分散

分析の結果， 薬物の主効果は認められなかった． し かし ながら， 各 DR

を期待値と 比較し たと ころ， SAL 条件においてのみ DR が期待値より も

高く ［ t(8)=2.36, p< .05］， 海馬内 EME 投与によってテスト 期における新

奇位置物体選好が消失し た．  

5 分間遅延テスト の見本期における物体探索時間を Fig. 4-7C に示し た．

分散分析の結果， いかなる主効果， 交互作用も認められなかった．  

5 分間遅延テスト のテスト 期における DR を， Fig. 4-7D に示し た． t

検定の結果，薬物条件の違いによる DR の差は認められなかった．また，

各条件の DR を期待値と 比較し た結果， 各条件における DR は期待値よ

り も有意に高かった［ SAL, t(8)=3.71, p< .01; EME 64, t(8)=3.47, p< .01］． 
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Fig. 4-7 Effects of intra-hippocampal administration of EME on the 

performance in the test phase of 6 h- and 5 min-delayed spontaneous place 

recognition test. Data are presented as mean ± SEM. (A, C) Exploration time in 

the sample phase in the 6 h- (A) and 5 min-delayed test (C). (B, D) DR in the 

test phase in the 6 h- (B) and 5 min-delayed test (D). * p < .05, ** p < .01 vs. 

chance (50%). 
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考察 

本実験では， 場所再認テスト での記憶の固定過程における海馬内蛋白

質合成の必要性を更に検討するために， ANI と は作用機序の異なる蛋白

質合成阻害薬である EME の海馬投与が同テスト 遂行に及ぼす効果につ

いて検討し た． その結果， 見本期前の海馬内 EME 投与は 6 時間遅延課

題のテスト 期において新奇位置物体に対する選好を消失さ せたが， 5 分

間遅延テスト の遂行には影響を及ぼさ なかった．これより ANI 投与の場

合と 同様に EME 投与によっても ， 記憶の固定過程が阻害さ れるこ と が

示唆さ れ， 場所再認における空間記憶の固定過程には海馬内蛋白質新規

合成が必要であること が再び確認さ れた． 実験 2 および 4 では， 場所再

認テスト において 2 種類の異なる蛋白質合成阻害薬による同様の阻害効

果が示さ れた． このこ と は， それぞれの薬物の副作用と いう より ， 共通

の第一義的な作用である“ 蛋白質合成阻害” によって場所再認テスト に

おける空間記憶の固定過程が阻害さ れたこと を支持するものであろう ．

本実験により ， 場所再認テスト での記憶の固定過程における海馬内蛋白

質合成の必要性がより 明白に示さ れたと 考えられる．  
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第 5 章 

長期的空間記憶における海馬内蛋白質新規合成の役割 II：  

遅延挿入放射状迷路課題を用いた検討 

 

第1節 遅延挿入放射状迷路課題遂行に及ぼす海馬内蛋白質合成阻害薬

ANI 投与の効果【 実験 5】  

 

目的 

Olton & Samuelson (1976)により 考案さ れた放射状迷路課題は， 中央プ

ラッ ト ホームから放射状にアームが伸びている高架式迷路であり ， 現在

では 8 本のアームを持つ，8 方向放射状迷路が最もよく 用いられている．

各アームの先端には小さ な餌報酬が置かれており ， この課題では， 1 度

進入し たアームに再進入すること なく ， 全ての報酬を最も効率よく 得る

こと が被験体に要求さ れる． この課題の遂行には迷路外の空間的手がか

り の利用， すなわち空間情報の処理や空間的記憶と いう 能力が必須であ

ると 考えられており ， それを支持する研究と し て迷路周辺に目立つ視覚

的手がかり を配置し た場合は， そう でない場合と 比較し て遂行成績が良

いこと （ Suzuki et al., 1980）， 課題を十分に訓練し た後に， 眼球を摘出す

ると 成績の低下が認められること（ Zoladek & Roberts, 1978） などが明ら

かにさ れている．  

放射状迷路課題の遂行には空間情報を利用する能力に加えて， その試

行内でのみ有効な情報の記憶， すなわち作業記憶の能力が必要であると

考えられている． 同課題における作業記憶と は， 被験体が同一試行内で

既に進入し て報酬を得たアーム， もし く は報酬を得ていないアームに関

する記憶を維持し ておく こと であり ， 試行が終了し た時点（ 全ての餌を
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取り 終えた時点） でその記憶は不要と なるため， 有効な情報は 1 試行毎

に変化する． 一方， 放射状迷路課題における参照記憶はアームの先端に

報酬があること ， 迷路外手がかり の空間的な配置関係， 効率よく 報酬を

得る方略（ 同じ アームには 2 度以上進入し ないと いう 方略） などの， 課

題を遂行する上で有効な， 試行間での変化がほと んど無い記憶と 定義す

ること ができる．なお，通常，放射状迷路課題で測定さ れる作業記憶は，

先述の様に空間的な情報に基づく ものであり ， 特に空間的作業記憶と 呼

ばれること が多い．  

放射状迷路における空間的作業記憶には海馬（ Olton & Papas, 1979），

その中でも LTP に必須の役割を果たす NMDA および AMPA 受容体の働

きが重要な役割を果たし ているこ と が示さ れている（ Kawabe et al., 1998; 

Yoshihara & Ichitani, 2004）． また， 放射状迷路課題は， ラッ ト が最初の 4

つの餌を取り 終えた時点でラッ ト を一度装置から取り 出し ， 遅延時間を

挿入し た後に残り の 4 つの餌を取らせると いう 遅延挿入課題（ 以下遅延

課題） と し て用いるこ と も可能である． この遅延課題は， 試行前半（ 訓

練期）， 遅延期間， 試行後半（ テスト 期） の 3 つから構成さ れており ， 空

間再認課題と 同じ く 薬物の投与タ イミ ングを工夫すること により ， 特定

の記憶処理過程に限局し て薬物の影響を与えるこ と ができると 考えられ

る．実際，グルタ ミ ン酸受容体に着目し た研究では，遅延課題を用いて，

NMDA 受容体が記憶の記銘及び検索過程に， AMPA 受容体は， 記銘， 固

定/保持， 検索のそれぞれの過程に関与し ているこ と が示唆さ れている

（ Yoshihara & Ichitani, 2004）．  

遅延課題における海馬内蛋白質合成の必要性については，12 方向放射

状迷路を用いた， 4 時間の遅延挿入課題において検討さ れており ， 試行

前半前の海馬内 ANI 投与は，短時間遅延条件では試行後半の成績に影響
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を及ぼさ ないが， 遅延時間依存的に試行後半の成績を低下さ せるこ と が

示さ れており ， 空間的作業記憶の固定過程において海馬内蛋白質合成が

必要であること が示唆さ れている（ Mizumori et al., 1985, 1987）． し かし

ながら ， この遅延課題における保持や検索過程における海馬内蛋白質新

規合成の役割については検討さ れていない．  

本実験では 8 方向放射状迷路を用いて， 6 時間の遅延課題の遂行中，

様々なタ イミ ングで海馬内に ANI を投与すること により ，空間記憶の各

記憶処理過程における海馬内蛋白質新規合成の役割について検討し た．  

 

方法 

被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 36 匹を用いた．  

 

薬物 

実験 2 と 同様の方法で，50 および 100 µg / µl の ANI 溶液を作成し た．  

 

手続き  

薬物テスト  標準課題， 遅延課題の習得後， ガイド カニューレ埋込手

術を行い， 1 週間の回復期間をおいた． 回復後， 遅延課題の再習得訓練

を行った後， 薬物テスト を行った．  

始めに， 6 時間遅延課題遂行に及ぼす海馬内 ANI 投与の効果について

検討し た．薬物は，場所再認テスト と 同様，試行前半開始の 30 分前（ timing 

I），試行前半終了直後（ timing IIa），試行前半終了から 2 時間後（ timing IIb），

試行後半直前（ timing III）の 4 つのタ イミ ングにおいて，片側 1 µl ずつ，
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両側海馬内に投与さ れた． 被験体は薬物の投与タ イミ ングに従って， 4

群に振り 分けられた（ timing I, n = 10; timing IIa, n = 9; timing IIb, n = 8; 

timing III, n = 9）． 薬物条件は， ANI-50, 100 µg および Rin の 3 条件であ

り ， テスト は被験体内計画でランダムな順に行った． 薬物テスト は少な

く と も 48 時間の間隔をおいて行った．  

6 時間遅延課題終了後， 21 匹のラッ ト をランダムに選び， 状態依存効

果の検討（ n = 12） あるいは遅延の無い標準課題における薬物テスト （ n 

= 9） に振り 分けた．状態依存効果についての検討は 6 時間遅延課題を用

いて行った．薬物は試行前半開始30分前と 試行後半開始30分前の両方，

1 試行中 2 回投与さ れ， ANI-100 µg および Rin の 2 条件についてランダ

ムな順でテスト さ れた．テスト 間間隔は 6 時間遅延課題と 同様であった．

また標準課題において，薬物は試行開始の 30 分前に投与さ れ， ANI-100 

µg および Rin の 2 条件についてランダムな順でテスト を行った．テスト

間間隔は 6 時間遅延課題と 同様であった．   

組織学的検索 行動実験終了後， インジェ クショ ンカニューレの刺入

部位を確認し た．  

 

統計的分析 

行動実験では全ての選択反応を記録し ，正選択数および誤選択数を成

績の指標と し た．  

6 時間遅延課題において試行前半での誤選択は一切認められなかっ

たため， 後半試行の成績のみについて分析を行った． また， 試行後半に

おける誤選択は across-phase error と whithin-phase error の 2 つに分けて分

析を行った． 行動指標の分析には， 薬物を被験体内要因と し た 1 要因分

散分析， あるいはそれに投与タ イミ ングの被験体間要因を加えた 2 要因
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分散分析を用いた． 但し ， 各行動指標のデータ において分散の無い条件

が含まれている場合は， Friedman 検定を用いた．  

標準的な放射状迷路および 6 時間遅延課題における薬物の状態依存効

果の検討（ 詳細は後述） のための行動指標の分析には， 対応のない t 検

定を用いた． 但し ， 各行動指標のデータ において分散の無い条件が含ま

れている場合は Wilcoxon signed-rank test を用いた．  

 

結果 

インジェ クショ ンカニューレの先端位置を Fig. 5-1 に示し た． 全ての

被験体でインジェ クショ ンカニューレの先端が背側海馬に位置し ていた

こと を確認し た．  

6 時間遅延課題の試行後半における最初の 4 選択中の正選択数を投与

タ イミ ングごと に，Fig. 5-2A に示し た．Timing I および III における海馬

内 ANI 投与は用量依存的に正選択数を減少さ せた． 一方で timing IIa お

よび IIb における ANI 投与は効果を示さ なかった． 分散分析の結果， 投

与タ イミ ング［ F(3,32)=5.62, p< .01］ および薬物［ F(2,64)=7.61, p< .01］

の主効果が有意であった． また， タ イミ ングと 薬物の交互作用も有意で

あり ［ F(6,64)=2.48, p< .05］， 多重比較の結果， timing I では ANI-100 µg

投与条件における正選択数が Rin 投与条件より も低く（ p< .01），timing III

では ANI-50 µg および ANI-100 µg 投与条件における正選択数が Rin 条件

より も低かった（ p< .05）．  

6 時間遅延課題の試行後半における， Across-phase errors（ 前半にすで

に進入し ているアームへの重複選択による誤選択数） を， 投与タ イミ ン

グごと に， Fig. 5-2B に示し た． Timing I および III における海馬内 ANI

投与は用量依存的に Across-phase errors を増加さ せた．一方で，timing IIa 
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Fig. 5-1 Location of the tips of injection cannulae for drug injection in the 

dorsal hippocampus in Experiment 5. The Number beside each brain section 

represents anteroposterior distance from bregma (Paxinos & Watson, 1986). 
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Fig. 5-2 Effects of intra-hippocampal administration of ANI on the second-half 

performance of 6 h-delayed radial arm maze task. Data are presented as mean ± 

SEM. Roman numerals above each arrow in the top panel indicate drug 

injection timings. I: before the first-half performance, IIa: immediately after 

the first-half performance, IIb: 2 h after the first-half performance, III: before 

the second-half performance. (A) Number of correct choices in the first four 

choices. (B) Number of across-phase errors. (C) Number of within-phase errors. 

* p < .05, ** p < .01 vs. Rin.  
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および IIb における ANI 投与は効果を示さ なかった． 分散分析の結果，

投与タ イミ ング［ F(3,32)=10.28, p< .01］および薬物［ F(2,64)=19.97, p< .01］

の主効果が有意であった． また， タ イミ ングと 薬物の効果の交互作用も

有意であり ［ F(6,64)=4.30, p< .01］， 多重比較の結果， timing I および III

で， ANI-50µg および ANI-100µg 投与条件における誤選択数が Rin 投与

条件より 高かった（ p< .01）．  

6 時間遅延課題の試行後半における， Within-phase errors（ 後半の中で

の重複選択による誤選択数） を，投与タ イミ ングごと に Fig. 5-2C に示し

た． 本実験ではどのタ イミ ングにおける海馬内 ANI 投与も Within-phase 

errors に影響を与えなかった． 投与タ イミ ングごと に Friedman 検定を行

った結果， どのタ イミ ングにおいても薬物の効果は認められなかった．  

6 時間遅延課題の遂行における海馬内 ANI 投与の効果について検討し

た結果， timing I と III における投与によって試行後半の遂行が障害さ れ

た． この結果は， 蛋白質合成阻害の効果と いう より ， 試行前半と 試行後

半で海馬内の薬物状態が異なっている状況で課題遂行が障害さ れたと 解

釈すること も可能であり ，  ANI の状態依存効果が認められた可能性を

示唆し ている．そのため，12 匹のラッ ト を再び用いて timing I と III 両方

において海馬内に ANI を投与し ，試行前半と 試行後半における海馬内の

薬物状態を同じ にし てもなお， 試行後半の遂行が障害さ れるか否か検討

すること で ANI の状態依存効果について検討し た．  

状態依存効果の検討における試行後半での最初の 4 選択中の正選択数

を Fig. 5-3A， Across-phase errors を Fig. 5-3B， Within-phase errors を Fig. 

5-3C に示し た． Timing I と III における海馬内 ANI 投与は試行後半にお

ける正選択数を減少さ せ， t 検定の結果， ANI 投与条件における正選択

数は Rin投与条件より も有意に低かった［ t(11)=4.73, p< .01］．また，Timing  
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Fig. 5-3 Effects of intra-hippocampal administration of ANI at both before the 

first- and the second-halves on the second-half performance in 6 h-delayed 

radial arm maze task. Data are presented as mean ± SEM. (A) Number of 

correct choices in the first four choices. (B) Number of across-phase errors. (C) 

Number of within-phase errors. * p < .05, ** p < .01 vs. Rin. 
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I と III における海馬内 ANI 投与は Across-phase errors を増加さ せ， t 検

定の結果，ANI 投与条件における Across-phase errors は Rin 投与条件より

も有意に高かった［ t(11)=-6.20, p< .01］． 一方で Timing I と III における

海馬内 ANI 投与は Within-phase errors に影響及ぼさ ず， Wilcoxon signed 

rank test を行った結果， 薬物条件間で差は認められなかった．  

標準課題における最初の 8 選択中の正選択数を Fig. 5-4A に，誤選択数

を Fig. 5-4B にそれぞれ示し た． 試行開始前 ANI 投与は標準課題遂行に

影響を与えず， Wilcoxon signed rank test の結果， どちらの指標において

も薬物条件間で差は認められなかった．  

 

考察 

本実験では， 遅延挿入放射状迷路課題における空間記憶の処理過程に

おける海馬内蛋白質新規合成の役割について調べるために， 課題遂行中

の様々なタ イミ ングにおける蛋白質合成阻害薬 ANI の海馬内投与の効

果について検討し た． その結果， 場所再認課題と は異なり ， 試行前半あ

るいは試行後半の開始前に ANI を海馬内投与によって後半の遂行が有

意に障害さ れた一方で， 試行前半終了の直後あるいは 2 時間後の海馬内

ANI 投与は試行後半の遂行に影響を及ぼさ なかった． また， 遅延課題に

おいて ANI は状態依存効果を持たないこと も明らかにさ れたこと から，

試行前半あるいは試行後半前の ANI 投与の遂行阻害効果は，ANI の状態

依存効果によるものではないと 考えられる．  

遅延挿入放射状迷路課題の遂行における海馬内 ANI 投与の効果につ

いてはこれまでほと んど検討さ れてこなかったが， 数少ない先行研究に

よると ， 4 時間の遅延を用いた遅延課題において， 試行前半前の海馬内

ANI 投与は後半の遂行を阻害するが，試行前半終了から 5-10 分後の ANI 
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Fig. 5-4 Effects of intra-hippocampal administration of ANI on the 

performance in the standard radial maze task. Data are presented as mean ± 

SEM. (A) Number of correct choices in the first eight choices. (B) Number of 

errors. 
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投与は効果が無いこと が報告さ れており（ Mizumori et al., 1985），本研究

の結果はこの結果と ほぼ一致し ている． 課題訓練前の薬物投与が阻害効

果を示し ， 訓練直後の投与が効果を示さ ない場合， その薬物は記憶の記

銘を阻害し ， 記憶の固定には影響を与えないと 解釈さ れるこ と が多い

（ Liang et al., 1994; Yoshihara & Ichitani, 2000）． この解釈に従う と ， 遅延

課題において海馬内蛋白質合成は空間記憶の記銘に重要であり ， 固定に

は関与し ていないと 結論づけられる．  

し かし ながら， 本実験では遅延の無い標準的放射状迷路課題において

海馬内 ANI 投与の効果は認められなかった．この結果は上記の解釈に反

し て， 空間情報の記銘と その短期的な保持には海馬内蛋白質合成は必要

無いこと を示唆し ている．これをふまえると ，試行前半前の ANI 海馬内

投与は記銘と いう より 記憶の固定過程を阻害し たと 解釈さ れ， 試行前半

直後の ANI 投与による逆行性健忘は示さ れなかったものの，放射状迷路

課題においても空間記憶の固定過程には海馬内蛋白質新規合成が重要な

役割を果たし ていると 考えられる．  

実験 2 の自発的場所再認では見本期直後の海馬内 ANI 投与によって 6

時間遅延テスト の遂行が障害さ れた． し かし 遅延挿入放射状迷路課題で

は，場所再認テスト と 全く 同じ 方法で ANI を海馬内に投与し たにも関わ

らず，試行前半直後の海馬内 ANI 投与は 6 時間遅延課題の遂行を障害し

なかった． この結果の食い違いについて考えられる一つの解釈は， 放射

状迷路課題において試行前半終了後に海馬内投与さ れた ANI が海馬内

の蛋白質合成を十分に抑制するまでの間に蛋白質合成に依存し た記憶の

固定は既に完了し ていたと いう 可能性である．つまり 本実験の結果から ，

場所再認課題と 比較し て， 放射状迷路課題における海馬内蛋白質合成に

依存し た空間記憶の固定は急速に完了する可能性が示唆さ れる．  
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場所再認テスト と 同じ く ， 本実験では， 試行前半終了から 2 時間後の

海馬内 ANI 投与は試行後半の遂行に影響を及ぼさ なかった．この結果は

放射状迷路課題における空間記憶の保持には， 海馬内蛋白質合成は関与

し ていないと いう 可能性を部分的に支持するものであるが， 実験 2 の考

察で述べたよう に，試行前半終了から 2 時間後の海馬内 ANI 投与は，試

行前半から 6 時間以上が経過し た後に試行後半が行われた場合， その遂

行を障害する可能があるため， 記憶の保持における海馬内蛋白質新規合

成の役割については更なる検討が必要であると 考えられる．  

本実験では，試行後半前の海馬内 ANI 投与によって，試行後半の遂行

が障害さ れた． この結果から放射状迷路課題における空間記憶の検索過

程には，海馬内蛋白質新規合成が必要であること が示唆さ れた．さ らに，

試行後半前の海馬内 ANI 投与は Across-phase errors を増加さ せた一方で，

Within-phase errors には影響を与えなかったこと から，試行後半前の ANI

投与の阻害効果は， 後半試行遂行中において空間認知それ自体や課題遂

行に必要な参照記憶自体を阻害し たこと によるものではないと 考えられ

る． また， ANI 投与によって試行後半に進入し たアームではなく ， 試行

前半で進入し たアームに対し てのみ健忘が生じ たこと から ， 海馬内蛋白

質は， 既に固定さ れ保持さ れている記憶の検索にのみ必要であるこ と が

示唆さ れた． 記憶の検索過程における海馬内蛋白質合成の必要性につい

ては， 水迷路課題（ Meiri et al., 1998; Sajadi et al., 2006; Rodriguez-Ortiz et 

al., 2008）， 受動的回避課題（ Viannna et al., 2001, 2003） のみでし か検討

さ れていないが， 基本的に， 記憶の検索過程には海馬内蛋白質は必要な

いと 結論づけられてきた． Rodriguez-Ortiz et al. （ 2008） は， ANI 海馬投

与によって水迷路におけるプローブ試行が阻害さ れること を報告し てい

るが， 記憶の検索過程における海馬内蛋白質合成の必要性については積
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極的に主張し ておらず， ANI の副作用による障害効果であると 解釈し て

いる． また， 同研究においては， 海馬内 ANI 投与は水迷路における短期

記憶獲得の阻害効果も一部認められた． 一方， 上述し たよう に， 本実験

において試行後半前の ANI 投与は Across-phase errors を増加さ せたが，

Within-phase errors には影響せず，また海馬内 ANI 投与による短期記憶阻

害効果も認められなかった．このよう に ANI が長期記憶に対する健忘と

いう 限局し た障害をもたらし たこ と は， ANI の副作用による記憶の検索

阻害の可能性を完全に排除するには至らないまでも， 記憶の検索過程に

おける海馬内蛋白質合成の必要性をより 明確に示すものと 考えられる．  

以上述べてきたよう に実験 5 において， 放射状迷路課題における空間

記憶の固定には海馬内蛋白質合成が必要であるこ と が確認さ れ， その記

憶の固定過程が比較的速く 完了すること ， 海馬内蛋白質新規合成が記憶

の検索過程にも必要であるこ と が示唆さ れた．  
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第2節 遅延挿入放射状迷路課題遂行に及ぼす海馬内転写阻害薬 DRB

投与の効果【 実験 6】  

 

目的 

実験 5 において， 遅延挿入放射状迷路課題における空間記憶の固定お

よび検索過程には，海馬内蛋白質新規合成が必要であること が示さ れた．

実験 6 ではこの結果をふまえ， 遅延課題における空間記憶の固定および

検索過程には，海馬内 mRNA 新規合成も必要であるのかどう か調べるた

めに， mRNA 合成阻害薬 DRB の海馬内投与が同課題の遂行に及ぼす効

果について検討し た．  

 

方法 

被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 22 匹を用いた．  

 

薬物 

実験 3 と 同様の方法で， DRB を 40 および 80 ng / µl の割合で， 溶媒で

ある 2% DMSO の SAL 溶液に溶解し たものを用いた．  

 

手続き  

薬物テスト  標準課題， 遅延課題の習得後， ガイド カニューレ埋込手

術を行い， 1 週間の回復期間をおいた． 回復期間後， 遅延課題の再習得

訓練を行い， 6 時間遅延課題における薬物テスト を行った． 薬物は試行

前半開始の 60 分前（ timing I）あるいは試行後半開始の 60 分前（ timing III）

の 2 つのタ イミ ングにおいて，片側 1µl ずつ，両側海馬内に投与さ れた．
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被験体は薬物の投与タ イミ ングに従って， 2 群に振り 分けられた（ timing 

I, n = 12; timing III, n = 10）． 薬物条件は， DRB 40， 80 ng および DMSO

の 3 条件であり ， テスト は被験体内計画で， ランダムな順に行った． 薬

物テスト は少なく と も 48 時間の間隔をおいて行った．   

組織学的検索 本実験に引き続いて行われた実験 7 の終了後， インジ

ェ クショ ンカニューレの刺入部位を確認し た．  

 

統計的分析 

実験 5 と 同様の方法で結果の分析を行った．  

 

結果 

インジェ クショ ンカニューレの先端位置を Fig. 5-5 に示し た． 全ての

被験体でインジェ クショ ンカニューレの先端が背側海馬に位置し ていた

こと を確認し た．  

6 時間遅延課題の試行後半における最初の 4 選択中の正選択数を投与

タ イミ ングごと に， Fig. 5-6A に示し た． Timing III における海馬内 DRB

投与は用量依存的に正選択数を減少さ せた． 一方で timing I における

DRB 投与は効果を示さ なかった．分散分析の結果，投与タ イミ ングの主

効果が有意であった［ F(1,20)=5.79, p< .05］． また， タ イミ ングと 薬物の

効果の交互作用も有意であり ［ F(2,40)=5.17, p< .05］， 多重比較の結果，

timing III では DRB-80ng 投与条件における正選択数が DMSO 投与条件よ

り も低かった（ p< .01）．し かし ながら timing I では DRB 投与の影響は認

められなかった．  

6 時間遅延課題の Across-phase errors を投与タ イミ ングごと に Fig. 5-6B

に示し た ． Timing III における 海馬内 DRB 投与は用量依存的に
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Across-phase errors を増加さ せたが， timing I における DRB 投与は効果を

示さ なかった． 分散分析の結果， 投与タ イミ ング［ F(1,20)=9.00, p< .01］

の主効果が有意であった． また， タ イミ ングと 薬物の効果の交互作用も

有意であり［ F(2,40)=5.17, p< .05］，多重比較の結果，timing III で DRB-80ng

投与条件における誤選択数が DMSO 投与条件より 高かった（ p< .01）．し

かし ながら timing I では DRB 投与の効果は認められなかった．なお本実

験では，いかなる条件においても Within-phase errors は認められなかった

（ Fig. 5-6C）．  

 

考察 

本実験では， 遅延挿入放射状迷路課題における， 空間記憶の固定およ

び検索過程における海馬内 mRNA 新規合成の役割について調べるため

に， 同課題の遂行に及ぼす海馬内 DRB 投与の効果について検討し た．

その結果， 実験 5 における ANI 投与と 同様， 試行後半前の海馬内 DRB

投与は試行後半の遂行を障害し た． し かし ながら ， 本実験における試行

前半前の DRB 海馬内投与は， ANI 投与と は異なり ， 試行後半の遂行に

影響を及ぼさ なかった． 以上の結果から ， 本研究において海馬内 mRNA

新規合成は遅延挿入放射状迷路課題における空間記憶の検索過程に必要

であるが， 記銘および固定過程には必要ないこと が示唆さ れた．  

本実験で用いた DRB の用量は，上述し たと おり（ 実験 3，方法を参照）

DRB 投与による LTP 持続阻害や記憶の固定過程阻害を示し ている先行

研究より もかなり 高用量であった． また実験 3 で示し たよう に， 場所再

認テスト では全く 同じ 手続きで DRB を海馬内投与し た結果，低用量（ 40 

ng/µl/side） でも十分な阻害効果が認められた． し かし ながら遅延挿入放

射状迷路課題ではその 2 倍量（ 80 ng/µl/side） を投与し ても ， なお阻害効 
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Fig. 5-5 Location of the tips of injection cannulae for drug injection in the 

dorsal hippocampus in Experiment 6 and 7. The number beside each brain 

section represents anteroposterior distance from bregma (Paxinos & Watson, 

1986). 
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Fig. 5-6 Effects of intra-hippocampal administration of DRB on the 

second-half performance in 6 h-delayed radial arm maze task. Data are 

presented as mean ± SEM. Roman numerals above each arrow in the top panel 

indicate drug injection timings. I: before the first-half performance, III: before 

the second-half performance. (A) Number of correct choices in the first four 

choices. (B) Number of across-phase errors. (C) Number of within-phase errors. 

** p < .01 vs. DMSO.
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果は認めら れなかった． さ らに同課題における他のタ イミ ング（ timing 

III） で全く 同じ DRB の処置が有意な阻害効果を示し ている． よって，

本実験において試行前半前の DRB 投与が阻害効果を示さ なかったこと

の原因が DRB の投与量不足である可能性は非常に低い．  

実験 5 における ANI の固定過程阻害効果と 本実験の結果から ，遅延挿

入放射状迷路課題における空間記憶の固定には， 海馬内蛋白質新規合成

が必要であるが mRNA 新規合成は必要ないこと が示唆さ れるが，こ こか

ら同課題における空間記憶の固定過程を支える神経メ カニズムと し てど

の様なメ カニズムが想定さ れう るだろう か． セント ラルド グマについて

ここで改めて考えると ， 原核生物では転写と 翻訳がほぼセッ ト であり 転

写後すぐに翻訳が行われ， 蛋白質が合成さ れる． し かし ながら， 真核生

物ではまず pre-mRNA が合成さ れた後， その RNA はプロセッ シングと

呼ばれる化学的な切断・ 修飾などが施さ れるこ と で mRNA と し て完成

し ， 核から細胞質へ輸送さ れる． そし て原核生物と は異なり ， mRNA は

細胞質でもすぐに蛋白質合成に使われると は限らず， 必要になるまで休

止状態で止まるこ と がある． このよう に真核生物では転写と 翻訳が時間

的にも空間的にも分かれているのである． この真核生物におけるセント

ラルド グマの特徴と 実験 5，6 の結果を踏まえると ，放射状迷路課題にお

ける空間記憶の固定は， 学習前から休止状態で既に存在し ていた mRNA

が， 学習に伴う 神経活動に依存し て翻訳さ れると いう メ カニズムによっ

て，蛋白質合成依存的かつ mRNA 合成非依存的に行われる可能性が考え

られる． 先行研究では少数ではあるが同様のメ カニズムの存在が示唆さ

れている． すなわち， 扁桃体における蛋白質合成阻害薬投与が阻害効果

を示すが，mRNA合成阻害薬投与は阻害効果を示さ ないと いう 結果から，

扁桃体内で休止状態の mRNA が翻訳さ れること によって，恐怖記憶の消
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去や再固定と 呼ばれるプロセスが行われる可能性が示唆さ れている（ Lin 

et al., 2003; Parsons et al., 2006）．本実験の結果は，空間記憶の固定過程に

おいて海馬内でこの様なメ カニズムに基づく 神経の可塑的な変化が生じ

ている可能性を示唆し ていると 考えられる．  

また， 試行後半前の DRB 投与は直後の試行後半の遂行を障害し た．

その障害について分析すると ，海馬内 ANI 投与と 同様，試行後半前の海

馬内 DRB 投与によって試行前半で進入し たアームに対し てのみ健忘が

生じ たこと から ，DRB の阻害効果は空間認知それ自体や課題遂行に必要

な参照記憶自体の障害によるものでは無いこと ，海馬内 mRNA 合成は既

に固定さ れ保持さ れている記憶の検索にのみ必要であるこ と が示唆さ れ

た．これまで記憶の検索過程における海馬内 mRNA 新規合成の必要性は

示さ れておら ず， 本実験において初めて記憶の検索における海馬内

mRNA 合成が必要である可能性が示さ れた．  
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第3節 遅延挿入放射状迷路課題遂行に及ぼす海馬内蛋白質合成阻害薬

EME 投与の効果【 実験 7】  

 

目的 

上述し たよう に（ 実験 4）， ANI には蛋白質合成阻害以外の副作用が報

告さ れている（ Routtenberg & Rekart, 2005; Canal et al., 2007; Qui & Gold, 

2009）．そこで本実験では，遅延挿入放射状迷路における空間記憶の固定

および検索過程における蛋白質新規合成の必要性をさ らに確かめるため

に， ANI と は作用機序の異なる蛋白質合成阻害薬である Emetine の海馬

内投与が同課題遂行に及ぼす影響について検討し た．  

 

方法 

被験体 

実験 6 で用いたものと 同じ ， Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 19 匹を用い

た．実験 6 で用いた 22 匹のラッ ト のう ち 3 匹は，実験 6 終了後にガイド

カニューレが頭部から脱落し たため， 実験 7 からは除いた．  

 

薬物 

実験 4 と 同じ 手続きで Emetine を 32，64 µg/µl の濃度で SAL に溶解し

たものを用いた．   

 

手続き  

薬物テスト  始めに，6 時間遅延課題遂行に及ぼす海馬内 EME 投与の

効果について検討し た． 薬物は試行前半開始の 30 分前（ timing I） ある

いは試行後半開始の 30 分前（ timing III） に片側あたり 1 µl ずつ， 両側
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の海馬内に投与さ れた． 被験体は薬物の投与タ イミ ングに従って， 2 群

に振り 分けられた（ timing I, n = 10; timing III, n = 9）．薬物条件は EME 32，

64 µg/µl および SAL の 3 条件であり ， テスト は被験体内計画でランダム

な順に行った．また，実験 7 を通じ て薬物テスト は少なく と も 48 時間の

間隔をおいて行った．  

Timing I および III における薬物テスト の終了後， timing IIa における

薬物テスト および状態依存効果の検討を行った． そのため， 19 匹のラッ

ト は再びランダムに 2 群に振り 分けられた（ timing IIa, n = 9; 状態依存効

果の検討， n = 11）．  

Timing IIa での薬物テスト では， 試行前半直後に薬物が投与さ れ，

timing I および III と 同じ く 3 つの薬物条件についてテスト し た． また，

状態依存効果についての検討は， ANI での検討と 同じ 様に， 6 時間遅延

課題において行い， 薬物は試行前半開始 30 分前と 試行後半開始 30 分前

の両方， 1 試行中 2 回投与さ れ， EME 64 µg および SAL の 2 条件につい

てランダムな順でテスト さ れた．  

最後に， 19 匹のラッ ト の中から 9 匹のラッ ト をランダムに選択し ，遅

延の無い標準課題における薬物テスト を行った， 薬物は試行開始の 30

分前に投与さ れ，  ANI 100 µg および Rin の 2 条件についてランダムな

順でテスト を行った．  

 

統計的分析 

実験 5 および 6 と 同様の方法で結果の分析を行った．  

 

結果 

6 時間遅延課題の試行後半における最初の 4 選択中の正選択数を， 投与
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タ イミ ングごと に Fig. 7-1A に示し た． Timing I および III における海馬

内 EME 投与は用量依存的に正選択数を減少さ せた． 分散分析の結果，

薬物の主効果が有意であり ［ F(2,34)=12.16, p< .01］， 多重比較の結果，

EME-64 µg 投与条件における正選択数が SAL 投与条件より も低かった

（ p< .01）．  

6時間遅延課題の試行後半における Across-phase errorsを投与タ イミ ン

グごと に Fig. 7-1B に示し た．Timing I および III における海馬内 EME 投

与は用量依存的に Across-phase errors を増加さ せた． 分散分析の結果，

薬物の主効果が有意であり ［ F(2,34)=14.75, p< .01］， 多重比較の結果，

EME-64 µg 投与条件における誤選択数が SAL 投与条件より 高かっ た

（ p< .01）．  

6時間遅延課題の試行後半における Within-phase errorsを投与タ イミ ン

グごと に Fig. 7-1C に示し た．どちらのタ イミ ングにおいても海馬内 EME

投与は Within-phase errors に影響を与えなかった．投与タ イミ ングごと に

Friedman 検定を行った結果， どのタ イミ ングにおいても薬物の効果は認

められなかった．  

以上のよう に  Timing I および III のどちらにおける EME 投与も ，試行

後半の遂行を阻害し た．この結果は ANI による遂行障害効果を再現し た

と 考えられるが， 一方で Timing I において投与し た EME が試行後半ま

で持続し ていたために，すなわち timing III における投与と 同じ よう に検

索を阻害し た結果，試行後半を阻害し た可能性が考えられる．また，ANI

を用いた実験 5 において示唆さ れたよう な， 放射状迷路課題遂行中にお

ける蛋白質合成に依存し た記憶の固定過程の急速な完了も ，EME を用い

て追試する必要があるだろう ． さ らに， timing I と III での EME 投与に

よる障害効果が示さ れたこと により ， ANI と 同様， 状態依存効果の検討 
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Fig. 7-1 Effects of intra-hippocampal administration of EME on the 

second-half performance in 6 h-delayed radial arm maze task. Data are 

presented as mean ± SEM. Roman numerals above each arrow in the top panel 

indicate drug injection timings. I: before the first-half performance, III: before 

the second-half performance. (A) Number of correct choices in the first four 

choices. (B) Number of across-phase errors. (C) Number of within-phase errors. 

** p < .01 vs. SAL. 
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も行う 必要があると 考えられる． 以上の理由により ， timing I および III

における EME 投与の検討に引き続き，timing IIa に置ける EME 投与の効

果の検討および EME の状態依存効果の検討を行った．  

6 時間遅延課題の timing IIa における EME 投与の効果について検討し

た結果，正選択（ Fig.7-2A）， 誤選択（ Fig.7-2B, C） のいずれについても ，

分散分析， Friedman 検定において海馬内 EME 投与の効果は認められな

かった．  

状態依存効果の検討での試行後半における，最初の 4 選択中の正選択

数を， Fig.7-3A に示し た． Timing I と III における海馬内 EME 投与は，

試行後半における正選択数を減少さ せた． t 検定の結果， EME 投与条件

における正選択数は SAL 投与条件より も 有意に低かっ た［ t(9)=4.71, 

p< .01］．  

状態依存効果の検討における Across-phase errors を，Fig.7-3B に示し た．

Timing I と III における海馬内 EME 投与は Across-phase errors を増加さ

せた． t 検定の結果， EME 投与条件における正選択数は SAL 投与条件よ

り も有意に高かった［ t(9)=-3.77, p< .01］．  

状態依存効果の検討における，Within-phase errors を Fig.7-3C に示し た．

Timing I と III における海馬内 ANI 投与は Within-phase errors に影響を及

ぼさ なかった． Wilcoxon signed rank test を行った結果， 薬物条件間で差

は認められなかった  

標準課題における最初の 8 選択中の正選択数を Fig.7-4A に，誤選択数

を Fig.7-4B に，それぞれ示し た．試行開始前 ANI 投与は標準課題遂行に

影響を及ぼさ ず， Wilcoxon signed rank test の結果， どちらの指標におい

ても薬物条件間で差は認められなかった．  
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Fig. 7-2  Effects of intra-hippocampal administration of EME immediately 

after the first-half performance on the second-half performance in 6 h-delayed 

radial arm maze task. Data are presented as mean ± SEM. Roman numerals 

above each arrow in the top panel indicate drug injection timings. IIa : 

immediately after the first-half. (A) Number of correct choices in the first four 

choices. (B) Number of across-phase errors. (C) Number of within-phase 

errors.  
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Fig. 7-3 Effects of intra-hippocampal administration of EME at both before the 

first- and the second-halves on the second-half performance in 6 h-delayed 

radial arm maze task. Data are presented as mean ± SEM. (A) Number of 

correct choices in the first four choices. (B) Number of across-phase errors. (C) 

Number of within-phase errors. ** p < .01 vs. SAL. 
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Fig. 7-4 Effects of intra-hippocampal administration of EME on the 

performance in the standard radial maze task. Data are presented as mean ± 

SEM. (A) Number of correct choices in the first eight choices. (B) Number of 

errors.  
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考察 

本実験では， 遅延挿入放射状迷路課題における空間記憶の固定および

検索過程における海馬内蛋白質新規合成の必要性をさ らに確かめるため

に， ANI と は作用機序の異なる蛋白質合成阻害薬である EME の海馬内

投与が同課題遂行に及ぼす効果について検討し た． その結果， 試行前半

および試行後半前の投与によって試行後半の遂行が障害さ れ， 試行前半

直後の投与は課題遂行に影響を及ぼさ なかった．また，EME 投与は遅延

の無い標準課題の遂行には影響を及ぼさ ないこと ，EME には状態依存効

果が無いこと も示さ れた． 以上のよう に， ANI を用いて示さ れた実験 5

での結果は EME においてもほぼ完全に再現さ れた．  

本実験により ， 遅延挿入放射状迷路課題において， ANI と EME と い

う 2 種類の異なる蛋白質合成阻害薬による同様の阻害効果が示さ れた．

このこ と は， それぞれの薬物の副作用と いう より は， 共通の第一義的な

作用である“ 蛋白質合成阻害” によって， 同課題における空間記憶の固

定および検索過程が阻害さ れたこと を支持するものであろう ． よって本

実験により ， 遅延挿入放射状迷路課題での記憶の固定および検索過程に

おける海馬内蛋白質合成の必要性がより 明白に示さ れたと 考えられる．  
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第 6 章 

長期的空間記憶における海馬内蛋白質新規合成 

の役割（ 実験 2〜実験 7） に関する考察 

 

本研究における実験 2〜実験 7 では，自発的場所再認テスト と 遅延挿入

放射状迷路課題の 2 つを用いて，海馬内 mRNA および蛋白質新規合成が

空間記憶の処理過程に果たす役割について検討し てきた． 実験 2〜実験 7

における結果のまと めを Table 7-1 に示し た．まず 2 つの課題において試

行前の海馬内蛋白質合成阻害投与は 6 時間遅延課題の遂行を阻害し た一

方で， 5 分遅延あるいは遅延無し 課題では効果を示さ なかった． この結

果から ， 6 時間保たれる空間記憶の固定過程には海馬内蛋白質新規合成

が必要であるこ と がどちら課題においても示さ れた． し かし ながら ， 試

行前 DRB 投与は場所再認テスト の遂行を障害し たが， 放射状迷路課題

の遂行には影響を及ぼさ ず， 場所再認テスト における記憶の固定には海

馬内 mRNA 新規合成が必要である一方で，放射状迷路課題における記憶

の固定には海馬内 mRNA 新規合成は必要ではないこと が示唆さ れた．  

次に試行前半直後について振り かえると ，試行前半または見本期直後

の ANI 投与によって場所再認は阻害さ れたが，放射状迷路課題の遂行は

阻害さ れなかった． 各実験における考察で触れたよう に， 試行前半（ 見

本期） 前の投与は記憶の固定過程を阻害し ていること を踏まえると ， こ

の結果から放射状迷路課題における記憶の固定過程は場所再認テスト と

比較し てより 速く 完了するこ と が示唆さ れる．  

また， 試行後半あるいはテスト 期前投与の結果について振り 返ると ，

場所再認テスト では，テスト 期前の ANI 投与は直後のテスト 期における

置物体に対する選好に影響を及ぼさ なかった． し かし ながら遅延挿入放 
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Table 7-1  Summary of the results from experiment 2 to 7. ↓; impairment by 

the inhibitor. →; no-impairment by the inhibitor. -; not examined. PSIs; two 

kinds of protein synthesis inhibitors, ANI and EME. STM; Short term memory 

(STM) estimated by the effect on place recognition performance with 5 

min-delay, standard radial maze performance or the number of within-phase 

error in 6 h-delayed radial maze task. 
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射状迷路課題では， 試行後半前の ANI， EME および DRB の海馬内投与

はどちらも直後の試行後半の遂行を障害し た． この結果から ， 場所再認

テスト における空間記憶の検索には海馬内蛋白質新規合成が必要ない一

方で， 放射迷路課題においては固定さ れ， 保持さ れている空間記憶の検

索には海馬内 mRNA および蛋白質新規合成が必要であるこ と が示唆さ

れた．  

この様に実験 2〜実験 7 の結果から ，自発的場所再認テスト と 放射状迷

路課題遂行における空間記憶の処理過程は，海馬内 mRNA および蛋白質

新規合成に依存し た， 異なる神経メ カニズムによって支えられているこ

と が示唆さ れた． 本実験では， 課題における遅延時間， 薬物投与方法，

薬物投与タ イミ ングは 2 つの課題間で同じ であった． そのため， この様

な神経メ カニズムの違いは， それぞれの課題の特性の違いに起因すると

考えられる． し かし ながら 2 つの課題は， 報酬等の強化子および条件づ

けの要素の有無， ルール学習の有無， 認知的負荷（ 場所再認は 2 つの物

体の位置に関する記憶だが放射状迷路は 4 本のアームへの進入に関する

記憶），作業記憶の要素の有無など，様々な面で異なっている．さ らに報

酬性の空間記憶課題を用いた海馬内蛋白質新規合成の役割に関する研究

がほと んど行われていないため， 放射状迷路課題における結果と 比較で

きる研究が無いと いう 現状も手伝って， どの要素によって 2 つの課題で

の記憶処理を支えるメ カニズムの違いが生じ るのかについて， こ こで明

確にするこ と はできない．  

先行研究では， 受動的回避課題および水迷路課題において， 訓練後に

おける海馬内 ANI 投与が長時間遅延後の試行における成績を低下さ せ

るこ と ， すなわち記憶の固定を阻害すること や， 海馬内蛋白質合成抑制

は記憶の検索を阻害し ないこと が示さ れている（ Meiri et al., 1998; Sajadi 
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et al., 2006; Viannna et al., 2001, 2003）． これらの結果を考慮すると ， 場所

再認テスト における結果は， 放射状迷路課題における結果と 比較し て先

行研究と 一致し ている部分が多く ， 放射状迷路課題における記憶処理を

支える神経メ カニズムが“ 特殊である” と 表現し た方が， 本実験の結果

を理解し やすいのかもし れない． また， 海馬内蛋白質新規合成の役割が

類似し ている受動的回避課題， 水迷路課題， 場所再認テスト の特性を考

慮すると ， 受動的回避課題や水迷路課題に含まれている要素である強化

子や条件づけ， ルール学習の必要性の有無それ自体は， おそらく 放射状

迷路における固定における mRNA 非依存性と 完了の速さ と ，検索におけ

る mRNA および蛋白質合成の必要性を説明する要因ではないと 考えら

れるだろう ．  

放射状迷路課題における蛋白質合成依存的かつ mRNA 非依存的な急

速に完了する記憶の固定について考える際に， 参考になる研究が水迷路

課題を用いて報告さ れている（ Bohbot et al., 1996）． この研究では， 通常

の水迷路と は異なり ， 1 日 4 試行の訓練が行われるがプラッ ト ホームの

位置が日ごと に変化する（ その日の 4 試行の中での位置は一定） と いう

遅延場所合わせ（ delayed-matching to place; DMTP） 課題が用いられた．

この課題ではその日にプラッ ト ホームのあった場所には翌日は無く なる

ため， その日に獲得し たプラッ ト ホームの位置に関する記憶は最終試行

である 4 試行目が終了し た時点で不要になる． そし て， 異なる場所に移

動し たプラッ ト ホームの位置を日ごと に覚え直す必要があるため， 放射

状迷路課題と 同様に試行内のみに有効な記憶である作業記憶が必要と さ

れる課題であると 考えられる． Bohbot et al.（ 1996） は 1 試行目と 2 試行

目の間に 2 時間の遅延が挿入さ れた DMTP 課題を用いて， 1 試行目終了

直後の海馬内リ ド カイン投与による海馬の不活性化および ECS 処置が 2
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試行目の成績を低下さ せるかどう か， すなわち逆行性健忘を引き起こす

かどう か検討し た． その結果， 薬物の効果が現れ始めるまでに少なく と

も数分を要するリ ド カイン海馬内投与は効果を示さ なかった一方で， よ

り 速く 脳全体を不活性化できる ECS を用いた場合， 1 試行目でラッ ト が

プラッ ト ホームについてから 15 秒以内に ECS を与えれば逆行性健忘が

認められた． し かし 30 秒経過時点で ECS を与えても逆行性健忘は認め

られなかった．この結果から ，水迷路 DMTP 課題における記憶の固定は

非常に速く 完了するこ と が示唆さ れた．  

本研究で用いた放射状迷路課題において水迷路 DMTP 課題と 同様に，

急速な固定が起こるのかどう かについて検討し た研究は見られない． し

かし ながら ，同じ 空間作業記憶課題である 2 つの課題を比較すること で，

急速な固定過程の要因と なる課題の性質が見えてく る可能性がある．

Bohbot et al.（ 1996） は DMTP 課題における急速な記憶の固定過程の要因

について，DMTP 課題においてラッ ト は薬物投与や ECS 処置までに十分

な訓練を受けており ， 迷路周囲の空間的手がかり に関する情報は既に記

憶さ れているため， 記憶すべき情報は「 既知の空間のどこにプラッ ト ホ

ームかあるか」 と いう こ と だけであるこ と が可能性と し て考えられると

考察し ている． この迷路外手がかり の既知性は遅延挿入放射状迷路課題

にも当てはまり ， 放射状迷路課題では薬物テスト 時までに十分な訓練が

行われ迷路外手がかり の情報および各アームの情報は既に記憶さ れてお

り ， 記憶すべき情報は既知の 8 本のアームと 対応する空間手がかり の組

み合わせのみであると 考えられる． この可能性を踏まえると ， 見本期，

訓練や条件づけ直後の海馬内蛋白質合成阻害薬投与による逆行性健忘が

報告さ れている場所再認テスト や水迷路， 受動的回避課題は， 新奇物体

の位置や新奇空間におけるプラッ ト ホームの位置を記憶し たり ， 新奇性
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の高い空間的文脈と 嫌悪刺激と の条件づけを行っているために， それら

の記憶の固定に時間を要するのかもし れない．以上を踏まえると 今後は，

記憶対象の既知性と 記憶の固定の速さ ， さ ら にその固定過程における

mRNAおよび蛋白質新規合成の必要性について検討し て行く こと が重要

であると 考えられる．  

本研究において放射状迷路課題で認められたよう な，記憶の検索過程

における海馬内 mRNA・ 蛋白質合成の必要性は， これまで他のどんな課

題を 用いた実験においても 報告さ れて いない． こ の検索における

mRNA・ 蛋白質合成の必要性に影響する可能性のある放射状迷路課題の

特性について， 上述し た検索における蛋白質合成非依存性が既に明らか

にさ れているその他の課題（ 場所再認テスト ，水迷路，受動的回避課題）

と 比較し て考えてみると ， 放射状迷路課題はその他の課題と 比較し て想

起すべき項目数が多いこと （ 放射状迷路課題が 4 本のアームであるのに

対し ，その他の課題は 1 つあるいは 2 つの場所や空間的文脈である），ま

た作業記憶の要素も必要であるこ と ， さ らに十分な訓練の結果と し て，

保持さ れている記憶を想起すべきタ イミ ングが予測可能な状態になって

いるこ と 等が考えられる． し かし ながら ， 記銘や固定過程と 比較し て検

索のメ カニズムに関する研究は遅れており ， これらの可能性のどれか一

つを支持する様な先行研究は見当たらない． 今後は課題における様々な

要因が検索を支える神経メ カニズムにどの様な違いをもたらすか， に着

目し てさ らなる研究を行う 必要があるだろう ．  

これまで様々な研究において長期記憶の獲得（ 記憶の固定） には海馬

内蛋白質新規合成が必要であるこ と に加えて， 長期記憶の獲得はシナプ

スを形成する樹状突起棘の形態変化を引き起こすこと も明らかにさ れて

きた（ Hongpaisan & Alkon, 2007）． このこ と から ， 一般的に記憶の獲得
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により 脳内で新たに蛋白質が合成さ れ， その結果シナプスの構造的変化

が引き起こさ れ， 長期記憶が獲得さ れると 考えられている． このこ と を

記憶の検索過程における mRNA・ 蛋白質の必要性に当てはめると ， ①記

憶の検索に必要な蛋白質合成は， 検索が必要になった瞬間から合成さ れ

始めるのか， それと も前もって合成さ れているのか． ②mRNA・ 蛋白質

合成の必要性は， そのままシナプスの構造的変化の必要性を意味するの

か， と いう 2 つの疑問点が浮かび上がる．  

まず一つ目の疑問点について考えると ， ラ ッ ト が待機ケージから取り

出さ れ， 迷路に置かれてから試行後半が開始さ れ， 終了するまでの所要

時間はわずか 40-60 秒程度である． この検索が開始さ れてから試行が終

了するまでの時間の短さ と 蛋白質の合成にかかる時間を考えると ， おそ

らく 検索に必要な蛋白合成は検索が行われるその瞬間に開始さ れると は

考えにく いだろう ． よって， 放射状迷路課題における記憶の検索過程に

必要な蛋白質合成は， おそら く 検索が行われる瞬間より は前の時点であ

らかじ め行われていると 推察さ れる． また二つ目の疑問点についても，

試行後半の所要時間の短さ を考慮すると ， mRNA・ 蛋白質合成の必要性

は，そのままシナプスの構造的変化の必要性を意味すると は考えにく い．

加えて長期記憶の獲得と と もに変化あるいは形成する神経接続を， 記憶

の検索のために再び変化さ せる必要があると 仮定するのも適切ではない

だろう ． この様に考えると ， 検索のために合成さ れる蛋白質はシナプス

の構造的変化を引き起こすと いう より は， 恐ら く ， 既存のシナプスの活

性を制御する様な種類の蛋白質なのではないかと 考えられる． 以上の 2

つの疑問点を明らかにするためには， 投与タ イミ ングの振り 分けの工夫

や， 放射状迷路課題以外の課題を用いた検討， 特定の分子に着目し た研

究など， より 詳細かつ多角的な検討が必要と なるであろう ．  
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第 7 章 

ラッ ト の長期的空間記憶における海馬内 BDNF の役割 

 

第1節 海馬内 ANI 投与による場所再認の障害に対する海馬内 BDNF 投

与の効果【 実験 8】  

 

目的 

実験 2〜実験 7 で検討し てきたよう な長期記憶における海馬内蛋白質

新規合成の役割に関する研究と 比較し て，「 どの蛋白質の新規合成が長期

記憶に重要であるのか」と いう こと に焦点を当てた研究は少ない．BDNF

は生理学的， 行動科学的実験において， 学習・ 記憶に重要な役割を果た

し ている可能性が示さ れているが， 長期記憶と 海馬内蛋白質新規合成と

いう 観点から BDNF の役割について検討し た研究はほと んど見られず，

長期記憶の獲得， すなわち記憶の固定過程における役割について検討す

る必要がある．  

本研究の実験 2〜実験 4 で用いてきた場所再認テスト は，ルール学習や

条件づけに依存し ない記憶課題であると いう 特徴があり ， 餌報酬や嫌悪

刺激等を用いる必要が無いと いう 利点を持つ． また， 本研究で示し た通

り ， 他の課題と 同様に見本期直後における蛋白質合成阻害薬の海馬内投

与が場所再認の阻害効果を示すため， 記憶の記銘へ影響するのを避けた

薬物処置が行いやすく ， 固定過程における蛋白質合成の役割についての

検討をより 直接的に行う こと ができる． これらをふまえると 場所再認テ

スト を用いて記憶の固定過程における海馬内 BNDF合成の役割について

検討すること は， 学習・ 記憶と BDNF と いう 分子について考える上で重

要な知見をもたらすだろう ．  
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よって本実験では， 海馬内 ANI 投与による場所再認の障害に対する，

海馬内 BDNF 投与の効果について調べた． 具体的には， 見本期前に ANI

投与，見本期直後に BDNF 投与を行う 事により ， 24 時間後のテスト 期に

おいて新奇位置物体に対する選好が認められるよう になるのかどう かを

検討し た．  

 

方法 

被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 10 匹を用いた．   

 

薬物 

実験 2 および実験 5 と 同様の手続きで ANI を 100 µg/µl の濃度で Rin

に溶解し たものを使用し た．BDNF（ 4554, Santa Cruz Biotechnology, Santa 

Cruz, CA） は，0.25 µg/µl の濃度で SAL に溶解し たものを用いた．また，

ほぼ同等の分子量をもつ蛋白質と し て Cytochrome C（ Cyt-C; Sigma, MO）

を 0.25 µg/µl の濃度で SAL に溶解し ， 統制条件と し て用いた．  

 

手続き  

薬物テスト  本実験における自発的場所再認テスト は，①20 分間の見

本期，②24 時間の遅延期，③5 分間のテスト 期によって構成さ れていた．

本実験では， 1 試行で 2 回の海馬内薬物投与を行い， 見本期の 30 分前に

ANI あるいは Rin の投与， 見本期の直後に BDNF あるいは Cyt-C の投与

を行う こ と で， 各薬物の組み合わせによる 4 条件について検討し た

（ Rin+Cyt-C， Rin+BDNF， ANI+Cyt-C， ANI+BDNF）． 全ての薬物は片側
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1µl ずつ両側海馬に投与さ れた． 薬物テスト は被験体内計画で， 各条件

についてランダムな順に行った．薬物テスト は少なく と も 72 時間の間隔

をおいて行われた．  

組織学的検索 行動実験終了後， インジェ クショ ンカニューレの刺入

部位を確認し た．  

 

統計的分析 

見本期における物体探索時間， テスト 期最初の 1 分目における DR に

ついて分析を行った．見本期における物体の探索時間は ANI 投与，BDNF

投与， 物体を被験体内要因と する 3 要因の分散分析を用いて分析し た．

テスト 期における DR は， ANI 投与， BDNF 投与を被験体内要因と する

2 要因の分散分析を用いて分析し た． さ らに， 各条件における DR を t

検定を用いて期待値（ 50％） と 比較し た．  

 

結果 

インジェ クショ ンカニューレの先端位置を Fig. 8-1 に示し た． 全ての

被験体でインジェ クショ ンカニューレの先端が背側海馬に位置し ていた

こと を確認し た．  

物体探索時間を Fig.8-2A に示し た．分散分析の結果，いかなる主効果，

交互作用も認められなかった． し たがって， テスト 期における DR の差

は， 見本期における物体探索の量や偏り の影響によるものではないこと

が示さ れた．  

テスト 期における DR を Fig.8-2B に示し た． 分散分析の結果， ANI 投

与の有無， BDNF 投与の有無の主効果， および両者の交互作用は有意で

はなかった． し かし ， 各条件における DR を期待値と 比較し たと ころ，  



 - 104 - 

 

 

 

 

 

Fig. 8-1 Location of the tips of injection cannulae for drug injection in the 

dorsal hippocampus in Experiment 8. The numbers beside each brain section 

represents anteroposterior distance from bregma (Paxinos & Watson, 1986). 
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Fig. 8-2 Effects of intra-hippocampal combined administration of ANI and 

BDNF on the performance in the test phase of 24 h-delayed spontaneous place 

recognition test. Data are presented as mean ± SEM. (A) Exploration time in 

the sample phase. (B) DR in the test phase. * p < .05 vs. chance (50%). 
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ANI+Cyt-C 投与条件以外の 3 条件すべてにおいて， DR は期待値より

も有意に高かっ た［ Rin+Cyt-C, t(9)=2.54, p< .05; Rin+BDNF, t(9)=2.39, 

p< .05; ANI+BDNF, t(9)=2.30, p< .05］．  

 

考察 

本実験では，海馬内 BDNF の増加が空間記憶の固定に果たす役割につ

いて調べるために，見本期前に ANI 投与，見本期直後に BDNF 投与を行

う 事により ，24 時間後のテスト 期において新奇位置物体に対する選好が

認められるかどう か検討し た． 各条件における DR を期待値と 比較し た

と ころ， 6 時間遅延テスト （ 実験 2） と 同じ よう に海馬内 ANI 投与によ

り テスト 期における新奇位置物体に対する選好が消失し たが， ANI 投与

に加えてテスト 期直後に海馬内 BDNF 投与を行ったと ころ，新奇位置物

体に対する選好が再び認められるよう になった． このよう に， ANI 投与

による場所再認の障害が BDNF 投与によって救済さ れるこ と は，海馬内

における BDNF のみの増加によって空間記憶の固定が行われる可能性を

示し ている．  

本実験の結果は， 文脈恐怖条件づけにおける記憶の固定には海馬内

BDNF 新規合成が必要であるこ と を示唆する先行研究 Lee et al.（ 2004）

を支持するものである．また本実験では， 場所再認テスト を用いること

により ， 条件づけやルール学習に依存せず， 餌報酬や嫌悪刺激を用いな

い課題においても ，空間記憶の固定には海馬内 BDNF の増加が重要な役

割を果たすこと が示さ れた．  

海馬内の BDNF 投与は，ANI 投与による記憶の障害を回復さ せた一方

で， Rin 投与条件では Cyt-C 投与条件より も DR を上昇さ せるよう な記

憶促進効果を示さ なかった． この結果から ， 記憶の固定に必要な蛋白質
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合成が十分に行われると 考えられる条件下において， それ以上の BDNF

の増加は記憶の促進効果をもたらさ ないこ と が示唆さ れた． し かし なが

ら， 受動的回避課題において， 条件づけが十分に成立する条件において

も ，海馬内 BDNF 投与によって条件づけが更に強められるこ と が報告さ

れている（ Alonso et al., 2002）． この先行研究の結果を踏まえると ， 本研

究では， 天井効果の結果と し て， Rin 条件における BDNF 投与の効果が

認められなかった可能性も考えられる．  
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第2節 自発的場所再認テスト の遂行に及ぼす海馬内 BDNF 投与の効果

【 実験 9】  

 

目的 

実験 8 では， 海馬内 ANI 投与による記憶障害が海馬内 BDNF 投与の

よって救済さ れたこと より ， 記憶の固定過程における海馬内での BDNF

増加の重要性が示唆さ れた． し かし ながら ， 受動的回避課題を用いた先

行研究（ Alonso et al., 2002） において報告さ れている様な， BDNF 投与

のみによる記憶の促進効果は認められなかった． 場所再認テスト 遂行に

おける海馬内 BDNF の増加が記憶の固定に重要であるならば， BDNF 単

独投与による記憶促進効果が示さ れる必要があるだろう ．  

実験 9 では，実験 1 で認められたよう に， 24 時間後のテスト 期で新奇

位置物体選好が全く 認められないよう な， 弱い記憶痕跡し か引き起こさ

ないと 考えられる見本期 5 分の条件を用い， 見本期直後の海馬内 BDNF

投与によって見本期 5 分条件でもテスト 期における新奇位置物体選好が

認められるよう になるのかどう か調べること で， 記憶の固定における海

馬内 BDNF 増加の重要性について検討し た．  

 

方法 

被験体 

Wistar-Imamichi 系雄ラッ ト 12 匹を用いた．  

 

薬物 

実験 9 と 同様に， BDNF， Cyt-C をそれぞれ 0.25 µg/µl の濃度で SAL

に溶解し たものを用いた．   
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手続き  

薬物テスト  本実験における自発的場所再認テスト は， ①5 分間の見

本期，②24 時間の遅延期，③5 分間のテスト 期によって構成さ れていた．

薬物は見本期終了直後に片側あたり 1 µl ずつ，両側海馬内に投与さ れた．

薬物条件は BDNF および Cyt-C の 2 条件であり ， テスト は被験体内計画

で，ランダムな順に行われた．また，薬物テスト は少なく と も 72 時間の

間隔をおいて行われた．  

組織学的検索 行動実験終了後， インジェ クショ ンカニューレの刺入

部位を確認し た．  

 

統計的分析 

見本期における物体探索時間， テスト 期最初の 1 分目における DR に

ついて分析を行った． 見本期における物体の探索時間は， 薬物， 物体を

被験体内要因と する 2 要因の分散分析を用いて分析し た． テスト 期にお

ける DR は， 対応のある t 検定を用いて分析し た． さ らに， 各条件にお

ける DR を t 検定を用いて期待値（ 50％） と 比較し た．  

 

結果 

インジェ クショ ンカニューレの先端位置を Fig. 9-1 に示し た． 全ての

被験体でインジェ クショ ンカニューレの先端が背側海馬に位置し ていた

こと を確認し た．  

物体探索時間を Fig. 9-2A に示し た． 分散分析の結果， いかなる主効

果， 交互作用も認められなかった． そのため， テスト 期における DR の

差は， 見本期における物体探索の量や偏り の影響によるものではないこ

と が示さ れた．  
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Fig. 9-1 Location of the tips of injection cannulae for drug injection in the 

dorsal hippocampus in Experiment 9. The number beside each brain section 

represents anteroposterior distance from bregma (Paxinos & Watson, 1986). 
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Fig. 9-2 Effects of intra-hippocampal administration of BDNF on the 

performance in the test phase of 24 h-delayed spontaneous place recognition 

test. Data are presented as mean ± SEM. (A) Exploration time in the sample 

phase. (B) DR in the test phase. * p < .05 vs. chance (50%). 
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テスト 期における DRを Fig. 9-2Bに示し た．対応のある t検定の結果，

Cyt-C 投与条件と BDNF 投与条件の間で DR に差は認められなかった．

し かし ， 各条件における DR を期待値（ 50%） と 比較し たと ころ， BDNF

投与条件における DRは期待値より も有意に高かった［ t(11)=2.31, p< .05］． 

 

考察 

本実験では， 場所再認テスト での空間記憶の固定における海馬内 

BDNF 増加の重要性について検討するために， 通常のラッ ト では 24

時間後のテスト 期において新奇位置物体に対する選好が全く 認められな

い，見本期 5 分と いう 条件を用いて見本期直後における海馬内 BDNF 投

与の効果について検討し た． その結果， Cyt-C 条件ではテスト 期におけ

る新奇位置物体選好は認められなかったが， BDNF 条件ではテスト 期に

おける新奇位置物体選好が認められた． このこ と から ， 海馬内 BDNF の

増加によって記憶の固定が促進さ れるこ と ， すなわち場所再認テスト に

おける空間記憶の固定に海馬内 BDNFの増加が重要な役割を果たすこと

が示唆さ れた．また本実験の結果から，実験 8 において見本期 20 分条件

では海馬内 BDNF 投与による記憶促進効果が認められなかった理由と し

て， 天井効果が考えられる．  
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第 8 章 

総合的考察 

 

本研究では， 空間記憶の処理過程（ 記銘-固定-保持-検索） における海

馬内 mRNA および蛋白質新規合成の役割について， mRNA・ 蛋白質合成

の役割がこれまでほと んど調べられてこなかった遅延挿入放射状迷路課

題および自発的場所再認テスト を用いて検討し た（ 実験 2〜実験 7）．実験

の結果， 2 つの課題の間で mRNA および蛋白質合成阻害薬の効果が異な

るこ と から ， それぞれの課題における空間記憶の処理過程は， 海馬内

mRNA および蛋白質新規合成に依存し た， 異なる神経メ カニズムによっ

て支えられていること が示唆さ れた．  

このよう に， 同じ 空間記憶課題の間でも ， 記憶過程を支える海馬内の

mRNA・ 蛋白質合成に依存し た神経メ カニズムに違いがあること が本研

究により 初めて明確に示さ れた． 特に， 放射状迷路課題において示唆さ

れた， 蛋白質合成依存的・ mRNA 合成非依存的な， 急速に完了すると 考

えられる固定過程， および mRNA・ 蛋白質合成に依存的な記憶の検索過

程はこれまでどの研究においても報告さ れてこなかった． このメ カニズ

ムがどのよう な課題の特性に起因するのかは本研究では明らかにするこ

と はできなかった． し かし ながら先行研究および本研究の結果から ， 蛋

白質合成阻害薬の効果の現れ方が類似し ている， 水迷路， 受動的回避課

題， 場所再認テスト の特性と 放射状迷路課題の特性を比較すると ， 放射

状迷路課題における「 既知の空間情報の組み合わせを一時的に記憶する

課題」 と いう 特性が重要な要因である可能性が考えられる． この可能性

については更なる検討が必要であること は言う までもないが， 動物実験

において広く 用いられている空間記憶課題は， どれも新奇の場所に関す
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る記憶や初めて条件づけを獲得する際の記憶のメ カニズムに着目し てい

る一方で， 我々は普段の生活の中で新し いものごと を覚えるのと 同じ く

らい， 既に知っている事物に対し て必要に応じ て注意を向け， それに関

する情報を保つと いう 行為を行っているこ と を考えると ， そのよう な認

知的処理を含む放射状迷路課題における記憶処理は， 学習・ 記憶の重要

なモデルの一つであると 捉え直さ れるだろう ．また，蛋白質合成依存的・

mRNA 合成非依存的かつ急速に完了するであろ う 固定過程， および

mRNA・ 蛋白質合成依存的な記憶の検索過程は， これまで想定さ れてこ

なかった様な神経可塑性によって記憶の処理が行われう る可能性を示唆

する． これをふまえると 放射状迷路課題の遂行に必要な神経メ カニズム

に関する研究がより 重要な意義を持つよう になると 考えられるだろう ．  

本研究では， 長期記憶の獲得， すなわち記憶の固定過程において海馬

内で合成さ れる必要がある蛋白質を明らかにするために， 場所再認テス

ト を用いて，①海馬内 ANI 投与による障害が海馬内 BDNF 投与によって

救済さ れるかどう か（ 実験 8）， ②獲得し た記憶が 24 時間持続さ れない

条件下で， 記憶獲得後の海馬内 BDNF 投与によって空間記憶が 24 時間

持続さ れるよう になるのかどう か（ 実験 9） を検討し た． その結果， 海

馬内 ANI投与による場所再認遂行阻害は海馬内BDNF投与によって救済

さ れ（ 実験 8），記憶獲得後の海馬内 BDNF 投与によって記憶が促進さ れ

るこ と が示さ れた（ 実験 9）．これらの結果から海馬内での BDNF 増加が，

空間記憶の固定に重要な役割を果たし ているこ と が示唆さ れた．これは，

空間記憶の固定における海馬内 BDNF新規合成の重要性を強く 支持する

結果であると 考えられる． また， 実験 8 の結果から， 記憶の固定段階の

初期においては， 他の全ての蛋白質合成が抑制さ れていたと し ても ， 海

馬内で BDNF が増加し てさ えいれば記憶が固定さ れう る，と も考えられ
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るため， BDNF は記憶の固定のために第一に合成さ れるべき蛋白質であ

るのかもし れない． 今後は長期記憶における蛋白質合成について BDNF

に焦点を当て，様々な課題で固定過程における BDNF 合成の役割につい

て確かめること が重要であると 考えられる． 遅延挿入放射状迷路課題も

その一つであろう ． これまで繰り 返し 述べてきたよう に， 放射状迷路に

おける空間記憶の固定過程は mRNA 非依存的に行われる．放射状迷路課

題の遂行における BDNF の役割について調べること で，記憶の固定に必

要な蛋白質は場所再認テスト や文脈恐怖条件づけ（ Lee et al., 2004） と 同

じ く BDNF であるが， その合成メ カニズムに違いがあるのか， あるいは

記憶の固定に必要な蛋白質合成そのものが異なるのかどう か検討するこ

と ができる． また， 記憶の固定のみならず， 記憶の保持（ Bekinschtein et 

al., 2008; Igaz et al., 2002） や検索にも海馬内蛋白質合成が必要であるこ

と が示唆さ れているこ と を踏まえると ， 固定以外の過程における BDNF

合成の役割について調べること も興味深いと いえよう ．  

本研究により ， こ れまで固定における役割が注目さ れていた海馬内

mRNA および蛋白質合成について， ①固定における関与の仕方は， 記憶

を固定する状況によって異なり ， 必ずし も一様では無いこと ， ②蛋白質

新規合成は記憶の固定以外の検索過程にも関与し ているこ と ， が示さ れ

た． それゆえ， 本研究により 長期記憶における海馬内 mRNA・ 蛋白質合

成の役割が拡大さ れ， さ らに， これまでと は異なる種類のシナプスにお

ける可塑的変化に支えられて記憶が利用さ れう る可能性が示唆さ れたと

考えられる． また本研究では， 海馬内 BDNF の増加によって記憶の固定

が生じ るこ と を示すこと により ， 記憶の固定や保持， 検索において海馬

内で新規に合成さ れるべき蛋白質について検討する上での一つの道筋を

示すこと ができたと 考えられる．  
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要 約 

 

本研究は， 長期的な空間記憶処理過程（ 記銘-固定-保持-検索） におけ

る海馬内 mRNA および蛋白質新規合成の役割について，遅延挿入放射状

迷路課題および自発的場所再認テスト を用いて検討し た． また， 記憶の

固定において海馬内で新規に合成さ れる必要のある蛋白質の候補と し て

脳由来神経栄養因子（ BDNF） に着目し ， 自発的場所再認テスト を用い

て BDNF の役割について検討し た．  

第 1 章では序論と し て記憶の処理過程，海馬におけるシナプス可塑性，

長期記憶おける海馬内蛋白質合成に関する先行研究， 学習・ 記憶におけ

る BDNF の役割に関する先行研究について概観し た． また， 第 2 章では

本研究における一般的方法について記述し た．  

第 3 章（ 実験 1） では， 自発的場所再認テスト の記憶テスト と し ての

妥当性および行動指標の分析方法について検討し た． その結果， 見本期

の時間が長い程， また遅延期が短い程， テスト 期における新奇位置物体

への選好が顕著であり ， 場所再認テスト が記憶テスト と し て妥当なもの

であること が示唆さ れた． また， テスト 期における新奇位置物体選好の

変化について分析し た結果，基本的にテスト 期 1 分目における弁別率が，

テスト 期における空間記憶痕跡の強さ を反映し ている事が示さ れた．  

第 4 章では， 6 時間遅延を用いた場所再認テスト での， 空間記憶の処

理過程における海馬内 mRNA および蛋白質新規合成の役割について検

討し た． 第 1 節（ 実験 2） では見本期前， 見本期直後， 見本期から 2 時

間後， テスト 期前の 4 つのタ イ ミ ン グで蛋白質合成阻害薬である

anisomycin（ ANI） を海馬内に投与し た． その結果， 見本期前および見本

期直後における ANI 投与によってテスト 期における選好が消失し た．一
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方で 5 分遅延では見本期前における ANI 投与は効果を示さ なかった．こ

れらの結果から場所再認テスト における記憶の固定には海馬内蛋白質新

規合成が必要であるこ と が示唆さ れた． 第 2 節（ 実験 3） では， 見本期

前 に mRNA 合 成 阻 害 薬 で あ る 5,6-Dichlorobenzimidazole 1- β

-D-ribofuranoside（ DRB） を海馬内投与し た． その結果，  6 時間遅延課

題では DRB 投与により ，テスト 期における選好が消失し たが， 5 分遅延

課題では DRB の効果は認められず， 場所再認テスト における記憶の固

定には海馬内 mRNA 合成が必要であるこ と が示唆さ れた．第 3 節（ 実験

4） では， ANI による記憶障害が蛋白質合成阻害以外の副作用に起因す

る可能性を考慮し て， ANI と は作用機序の異なる蛋白質合成阻害薬

emetine（ EME） 投与の効果について検討し た． その結果 EME は ANI と

同様に 6 時間遅延課題のテスト 期における選好を消失さ せる一方で， 5

分遅延課題では効果を示さ なかった． この結果より ， 場所再認テスト で

の固定過程における海馬内新蛋白質規合成の必要性が改めて示さ れた．  

第 5 章では， 6 時間の遅延挿入放射状迷路課題での記憶の処理過程に

おける海馬内 mRNA および蛋白質規合成の役割について検討し た． 第 1

節（ 実験 5） では試行前半前， 試行前半直後， 試行前半終了から 2 時間

後，試行後半前の 4 つのタ イミ ングで ANI を海馬内に投与し た．その結

果，試行前半前および試行後半前の ANI 投与によって遂行が阻害さ れた．

一方で遅延の無い標準放射状迷路課題において ANI 投与は効果を示さ

なかった． これらの結果から ， 放射状迷路課題における空間記憶の固定

および検索において海馬内新規蛋白質合成が必要である可能性が示唆さ

れた． 第 2 節（ 実験 6） では， 試行前半前， 試行後半前に海馬内に DRB

を投与し た． その結果， 試行後半前の DRB によって課題の遂行が阻害

さ れたが， 試行前半前の DRB 投与は効果を示さ なかった． この結果か
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ら ，放射状迷路課題における長期的空間記憶の検索には海馬内 mRNA 合

成が必要であるが， 記憶の固定には必要無いこと が示唆さ れた． 第 3 節

（ 実験 7） では試行前半前， 試行前半直後， 試行後半前に海馬内に EME

を投与し た結果， ANI と 同様に， 試行前半および試行後半前の投与が課

題の遂行を阻害し た． し かし 遅延を含まない標準課題において， 試行前

の EME 投与は課題遂行に影響を及ぼさ なかった． この結果から ， 放射

状迷路課題における空間記憶の固定過程および検索過程において， 海馬

内蛋白質新規合成が必要である可能性が改めて示さ れた．  

第 4 および 5 章の結果から，自発的場所再認テスト と 放射状迷路課題

は，海馬内 mRNA および蛋白質合成に依存し た異なる神経メ カニズムに

支えられている可能性が示唆さ れた． 第 6 章では， 2 つの課題を支える

神経メ カニズムの違い， またその違いをもたらす課題の特性について考

察し た．  

第 7 章では， 記憶の固定における海馬内 BDNF 増加の役割について，

24 時間の遅延を挿入し た場所再認テスト を用いて検討し た．第 1 節（ 実

験 8） では見本期前に ANI あるいは溶媒， 見本期直後に BDNF あるいは

統制条件と し てほぼ同じ 分子量を持つシト クロム C（ Cyt-C） を組み合わ

せて海馬内に投与し た． その結果， 見本期前の ANI 投与による障害は，

見本期直後の BDNF 投与によって救済さ れた． 第 2 節（ 実験 9） では，

見本期の時間を短縮し た上で， 見本期直後に BDNF あるいは Cyt-C 投与

を行った． その結果， Cyt-C 条件において新奇位置物体選好は認められ

なかったが， BDNF 条件では選好が認められた． これらの結果から ， 海

馬内 BDNF の増加が記憶の固定に重要な役割を果たし ていること が示さ

れた．  

第 8 章では，第 2〜第 7 章のすべての実験を俯瞰し ，これまで数多く 行
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われてきた長期記憶の神経メ カニズムに関する研究における， 本研究の

意義について考察し ， 今後の展望を述べた．  
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