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研究成果の概要（和文）：本研究では、生体内と同様にタンパク質分子の拡散運動が空間的に制限される条件下
でお互いにどのように相互作用し、機能発現するのか解析した。F-アクチンに対して高い親和性を持つMAP2や
MAP4はF-アクチン共存下で微小管重合促進活性が亢進されたが、F-アクチンに対する親和性が低いtauの微小管
重合促進活性は亢進されなかった。また、アミロイドβの凝集を量子ドットを用いてリアルタイムイメージング
した結果、培養細胞共存下で凝集が促進される様子が観察された。以上の結果は、F-アクチンや細胞膜との相互
作用によるタンパク質分子の拡散運動の抑制がタンパク質の機能発現に大きく影響することを示唆した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we analyzed how proteins interact with each other and express
 their functions under conditions where the diffusive motion of protein molecules is spatially 
restricted as in vivo. Microtubule assembly-promoting activity of MAP2 and MAP4 with high affinity 
for F-actin was enhanced in the presence of F-actin, but tau with low affinity for F-actin was not. 
Besides, when aggregation of amyloid β was real-time imaged using quantum dots, it was observed 
that aggregation was promoted in the presence of cultured cells. These results suggested that 
suppression of diffusion of protein molecules by interaction with F-actin and cell membrane greatly 
affects expression of the protein functions.

研究分野： 生物物理学
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１．研究開始当初の背景 
	
	 微小管や F-アクチンなどの細胞骨格は
様々な結合タンパク質と相互作用すること
で、細胞分裂、細胞運動、細胞形態形成など
の重要な細胞機能の発現に寄与している。
我々はこれまで微小管や F-アクチンと相互
作用する様々な結合タンパク質の機能につ
いて研究してきた。その中で、微小管結合タ
ンパク質（MAPs）の一種である MAP4 が微小
管に沿って一次元拡散運動する可能性を明
らかにした（未発表）。その後、同様の一次
元拡散運動が MAP4 のスーパーファミリーで
ある tau で報告され（Hinrichs	et	al.,	2012）、
MAPs は微小管と単に結合し解離するのでは
無く、微小管に沿って拡散運動することが証
明された。一方で、我々は MAP4 が微小管に
対する親和性と同程度の高い親和性で F-ア
クチンと相互作用することを報告した
（Matsushima	et	al.,	2012）。そこで、細胞
内と同様に微小管（またはチューブリン）や
F-アクチン（または G-アクチン）の共存下で
MAP4 がどのように振る舞うか様々な条件下
で調べた。その結果、予備的データではある
が、重合の臨界濃度以下の MAP4 とチューブ
リン濃度条件でも、F-アクチン共存下で微小
管が重合することが明らかになった（未発
表）。このことは、F-アクチンの共存が MAP4
の微小管重合促進活性を亢進させたことを
意味する。我々はこの現象を説明するため、
次の仮説を考えた。	
	 溶液中（細胞質中）の MAP4 の三次元拡散
運動は F-アクチンと結合することでフィラ
メントに沿った一次元拡散運動に抑制され
る。この MAP4 と結合したチューブリンが一
次元拡散運動することでお互いに衝突しや
すくなり、溶液中では重合しないような臨界
濃度以下でも微小管が形成される。実際に、
超解像顕微鏡による生細胞の観察により、細
胞内で F-アクチンに沿って微小管が形成さ
れる様子も観察されており（未発表）、細胞
内でこのような現象が起きている可能性は
高い。	

２．研究の目的 
	
	 細胞内には細胞骨格の繊維構造や細胞小
器官の膜構造が網の目のように張り巡らさ
れている。多くのタンパク質はこれら細胞内
構造体と相互作用することで、その拡散が空
間的に抑制されている。従来、タンパク質の
機能解析は精製したタンパク質を用い、この
ような細胞内構造体の影響を考慮しない中
で実施されてきた。本研究では、細胞内と同
様に拡散運動が空間的に制限される条件下
でタンパク質の振る舞いを解析し、細胞内構
造体が共存するからこそ発現されるタンパ
ク質機能について解明することとした。 

３．研究の方法 
（1）三次元拡散運動が一次元拡散運動に抑

制されることで創生される機能の解析 
	
	 細胞骨格タンパク質が協働することで機
能する神経細胞突起形成の分子機構を F-ア
クチンや微小管上での「微小管結合タンパク
質（MAPs）やモータータンパク質の拡散運動」
を手がかりに解析した。具体的には、F-アク
チンをプラス電荷を持つ脂質膜を介してガ
ラス基板上に固定化し、フローチャンバー中
でモータータンパク質や、MAPs がどのように
相互作用するか、蛍光顕微鏡下で、継時的に
観察した。また、MAPs（本研究では、MAP2、
tau、MAP4 の 3種のアイソフォームを用いた）
については、F-アクチンと相互作用した MAPs
によるチューブリン重合促進の様子を顕微
鏡で直接観察し、MAPs 間でその違いを比較し
た。さらに、MAPs を発現させた培養細胞を蛍
光顕微鏡および共焦点レーザー顕微鏡で観
察し、MAPs、微小管、F-アクチンの細胞突起
中での局在を詳細に観察した。	

（2）三次元拡散運動が二次元拡散運動に抑
制されることで創生される機能の解析 
	
	 我々は、最近量子ドットで蛍光標識したア
ミロイドβを蛍光プローブとして、アミロイ
ドβの凝集を蛍光顕微鏡下でリアルタイム
イメージングする手法を開発した（1）。本研究
では細胞（PC12 細胞）を培養中、培地に添加
したアミロイドβが細胞膜表面上でどのよ
うに凝集するか蛍光顕微鏡と共焦点レーザ
ー顕微鏡を用いてリアルタイムイメージン
グした。	
	 	

４．研究成果 
（1）三次元拡散運動が一次元拡散運動に抑
制されることで創生される機能の解析 
	
	 F-アクチンをガラス基盤上に固定化し、ア
クチン結合タンパク質として知られるミオ
シン（モータドメインを含むヘビーメロミオ
シンと GFP を融合させた HMM-GFP を利用）、
およびコフィリン（コフィリンと mCherry を
融合させた mCherry-cofilin）が結合してい
く様子を蛍光顕微鏡で観察した。その結果、
これらのアクチン結合タンパク質がクラス
ター状に結合していく様子を継時的に観察
することに成功した。また、クラスターがF-
アクチン上を広がっていく様子を解析した
ところ、一方向に向かってクラスターが成長
することが多いことが明らかになった。HMM
については、HMM がクラスターに向かってF-
アクチン上を移動していく様子が観察され
た。以上の成果は、雑誌論文（①、③）、お
よび学会（⑦、⑪）で発表した。	
	 F-アクチンをフローチャンバーのガラス
基盤上に脂質膜を介して固定化し、MAPs およ
びチューブリンを様々な濃度で添加後、微小
管が重合していく様子を蛍光顕微鏡下でリ
アルタイムイメージングした。その結果、



MAP2 と MAP4 存在下では、F-アクチンに沿っ
て微小管が形成していく様子が観察された。
その際、MAP2 の方がより F-アクチンに沿う
傾向がみられた。一方で、tau についてはF-
アクチンに沿って微小管が伸長する様子は
観察されなかった。興味深いことに、重合の
臨界濃度以下のチューブリンを添加した場
合にも、MAP2 と MAP4 共存下では F-アクチン
に沿って微小管が形成される様子が観察さ
れたが、tau 存在下では微小管は形成されな
かった（図 1）。tau は MAP2 や MAP4 と比較し
て、F-アクチンに対する親和性が著しく低か
ったことから、この結果は、MAP2 や tau、お
よびそれらと結合したチューブリンの三次
元拡散運動が共存する F-アクチンと相互作
用により一次元拡散抑制され、その結果とし
てチューブリン同士が衝突しやすくなり，見
かけ上 MAPs のチューブリン重合促進活性が
亢進したためだと考えた。	

	
図1 固定化したF-アクチン共存下でのMAP2、MAP4、

tau による微小管重合促進活性の評価 F-アクチ

ン共存下で MAP2（左）と MAP4（中）を加えたサン

プルはアクチンに沿った微小管が観察されるが、

Tau を加えたサンプル（右）では微小管が観察さ

れなかった。 

	

	 培養細胞に MAP2 と tau を過剰発現させる
と、MAP2を発現させた場合のみ細胞突起が形
成されることが報告されている（2）。そこで、
本研究では MAP4 を過剰発現させた細胞を観
察したところ、MAP2 の結果と同様に細胞突起
が形成されること、またその突起中では F-
アクチンに沿って微小管が形成されている
様子が観察された。この結果は、in	vitro に
おいて観察された F-アクチン共存下におけ
る MAP2や MAP4の微小管重合促進活性の亢進
の結果、突起形成が促進、また形成した突起
が安定化されたものだと推測された。以上の
成果については、学会（①、③、④、⑤、⑥、
⑧、⑨、⑩）で発表し、現在、論文投稿の準
備中である。	
	

（2）三次元拡散運動が二次元拡散運動に抑
制されることで創生される機能の解析 
	
	 アミロイドβをモデル神経細胞としてよ
く用いられている PC12 細胞に添加すると、
培地中で凝集体が形成され、その毒性によっ
て細胞が死滅するが、この毒性発現のメカニ
ズムについてはよくわかっていない。そこで、
最近報告した、量子ドットナノプローブを用
いたアミロイドβ凝集体形成過程のリアル
タイムイメージング法を用い（1）、細胞培養中
下，アミロイドβがどのように凝集していく
のか蛍光顕微鏡および共焦点レーザー顕微
鏡で詳細に観察した。その結果、細胞辺縁部
の細胞膜上でアミロイドβの凝集が促進さ
れることが明らかになった（図 2）。この結果
は、溶液中でのアミロイドβの三次元拡散運
動が、アミロイドβが細胞膜にトラップされ
二次元拡散運動に抑制されることでお互い
に衝突しやすくなり、凝集が促進されたもの
と考えられた。以上の成果については、学会
（②）で発表し、現在、論文投稿のための追
加データの取得中である。	
	

	
図2 培養細胞表面上でのアミロイドβ凝集のリア

ルタイムイメージング アミロイドβおよび QDAβ

を培地に添加し、24 時間後の明視や画像（左）と蛍光

画像（右）。 
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