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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 

 多くの動物において行動パターンに雌雄差が見られるが、その基盤は脳の神経回路網にあ

ると考えられる。どのようにして行動パターンにおける性差がつくられるのか、その解明に

は中枢神経系における性的二型神経回路網の形成機構とその機能を明らかにすることが必要

である。近年、ショウジョウバエにおいて、２つの性決定因子 Fruitless と Doublesex(Dsx)

が脳の性決定に関わっていることが示されてきた。本研究ではこのうち dsx 発現ニューロン

群に注目し、ショウジョウバエ雌の生殖行動を制御する神経回路網を明らかにすることを目

的とした。 

 ショウジョウバエ成虫脳において dsx 発現ニューロン群をモニターするために dsx-Gal4 系統

を用いた。MARCM 法により、選択的に dsx発現ニューロン群を GFP で標識し、その投射パターン

を雌雄で比較した。その結果、雌雄でニューロンの数や投射パターンが異なる性的二型ニューロ

ン群や、雄または雌にしかない性特異的ニューロンが存在することが明らかになった。 

 このような性差を示す dsx 発現ニューロンの機能を明らかにするために、まず dsx 発現ニ

ューロンの活性化が生殖行動を誘発するかどうかを調査した。温度受容レセプターdTRPA1（高

温シフトで ON となる）を利用し、すべての dsx発現ニューロンを活性化させると、雌の産卵

および産卵管突きだし行動が誘発された。次に MARCM 法を適用し、特定の dsx 発現ニューロ

ン群を GFP ラベルするとともに、dTRPA1 を発現させ強制的に活性化させた。その結果、特定

の雌特異的ニューロンを活性化させると産卵行動が、また性的二型を示す特定の dsx 発現ニ

ューロン群を活性化させると産卵管突きだし行動が誘発されることが明らかになった。これ

らの dsx 発現ニューロン群は、雌の生殖行動を制御する中心となるニューロン群であると考

えられる。 
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欧文概要 ＥＺ 
 
 In Drosophila, a male and a female exhibit a typical repertoire of sex-specific behaviors for reproduction. 
Sex-specific behavior should be derivef from sexually dimorphic neural circuitry in the CNS. Two sex 
determination factors, doublesex (dsx) and fruitless (fru), establish in most sexual dimorphism in the CNS. 
Recently, in males, neural circuitry composed of fru/dsx-expressing neurons has been extensively studied and 
shown to regulate the male courtship behavior. However, much less is known about the female behavior.  
 When a male shows courtship behavior, a fully receptive female opens vaginal plates to facilitate copulation. An 
unreceptive female exhibits rejection behaviors such as kicking and ovipositor extrusion. After the copulation, the 
female searches appropriate site for egg deposition and, then, bends the abdomen downward. She extrudes and 
inserts the ovipositor into the substrate and lays eggs. Although dsx-expressing neurons have been shown to be 
involved in female reproductive behavior, the neural circuitry underlying the female behavior is poorly defined.  
 To examine the roles of dsx-expressing neurons in female reproductive behaviors, we used the 
temperature-sensitive activator dTRPA1. Activation of all dsx-expressing neurons in females induced ovipositor 
extrusion response and egg-laying at very high levels. Applying the MARCM method to reduce the number of 
neurons expressing dTRPA1, we identified a cluster of dsx-expressing neurons that regulate the ovipositor 
extrusion response and a female-specific neuron that promotes egg-laying.  

 


