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し、分化細胞と未分化細胞が互い違いに配置されたゴマシオパターンを形成する。しかし、最近ではNotchの側⽅抑制は遙かに多様な働きを⽰すことが分かって
来 た。進化的に保存されたNotchによる側⽅抑制のメカニズムは状況に応じて均⼀、ゴマシオ、振動と変化し、多様な挙動を⽰すと考えられる。しかし、この
ような ダイナミクスの変化がどのような状況においてどのようにして⽣じるのか、またどのような役割を果たしているのかほとんど分かっていない。本研究で
はNotchの 様を解明する。
ハエの脳の発⽣過程において⾒られる分化の波Proneural WaveにおいてNotchシグナルは2つのピークを持ったパターンを⽰しつつ神経上⽪細胞上を伝播す
る。 以前の数理モデルでは1つめのピークのみに着⽬し、これが波の伝播速度を抑制していることを⽰した。Deltaリガンドは隣の細胞においてNotchを活性化
し (trans-activation)、同じ細胞ではNotchを抑制する(cis-inhibition)。今回、cis-inhibitionに強い⾮線型性を⼊れるだけで2つのNotchのピークが再現できる
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