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研究成果の概要（和文）：マウス線維芽細胞Swiss3T3において細胞周期の間期において核膜の透過性が上昇している現
象の解明を試みた。蛍光タンパク質を用いたライブイメージング技術を用いて、高い核膜透過性は持続的なものではな
く一過性であること、核膜透過性の制御に関わる可能性が指摘されていた細胞内カルシウムイオン濃度には依存しない
こと、この現象は他のマウス線維芽細胞NIH3T3においても観察されSwiss3T3の特殊な性質ではなく一般的な生命現象で
ある可能性が大きいことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：I studied the phenomenon of the high nuclear envelope (NE) permeability observed i
n the mouse fibroblast, Swiss 3T3 cell line. In this research, I obtained the following results by live ce
ll imaging techniques using fluorescent proteins as probes for the permeability. First, the high NE permea
bility was not persistent but transient. Second, the calcium ion concentration in the cytoplasm, which is 
reported to affect the NE permeability, was not the cause of the high NE observed in Swiss3T3 cells. Third
, this phenomenon was not specific only to the Swiss3T3 cell line but could be general because the high NE
 permeability was also observed in the NIH3T3 cell line and the HT1080 cell line.
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１．研究開始当初の背景 
 
真核細胞の細胞質と核は核膜によって隔て
られている。核と細胞質間の水溶性の物質の
やりとりは核膜上に存在する核膜孔と呼ば
れるチャネルを介して行われる。核膜孔を介
した核―細胞質間のタンパク質など高分子
の輸送は、シグナル（核移行シグナル、核排
出シグナル）を介した能動輸送と、イオンな
ど分子量60k以下の小分子の受動拡散による
二つの輸送からなる。現在、生物学的意義は
主に能動輸送が担っており、受動拡散は能動
輸送に対する補助的な役割果たすと考えら
れている。 

私は HeLa 細胞において、それまで細胞
周期を通じて一定であると思われていた核
膜の受動拡散の透過性（以下、核膜の透過性
と記述）が細胞分裂直後には高いことを明ら
かにした。驚くべきことに細胞質分裂後１０
分間は分子量 210k の高分子も拡散させた 
(Shimozono et al. Biophys. J. 2009)。つ
まり核膜の透過性はそれまで仮定されてい
たように常に静的な構造物ではないことを
示した。 
私はその後の実験の過程においてマウス線
維芽細胞 Swiss3T3 細胞においては細胞分裂
直後ではない細胞周期の間期に核膜の透過
性が非常に高くなる現象を観察した。具体的
には分子量 210k の mECFP-AmCyan が核内に細
胞質と同程度に観察される細胞群が存在す
るというものである。核膜の透過性の限界は
分子量 60k 以上の分子は拡散させない、とい
うものであるのでこの現象は驚くべき発見
である。この現象は HeLa 細胞においては観
察されなかったものである。この核膜の透過
性が細胞周期の間期においても高くなるこ
とを手がかりに、核膜を介した受動拡散がこ
れまで考えられてきたような補助的な役割
ではなく、核膜の透過性を制御することによ
り積極的な生物学的役割を果たしている可
能性を検討することにした。 
 
２．研究の目的 
 
核膜は分子量 60k 以上の高分子は単純拡散
によっては透過させないと一般的に考えら
れてきた。核膜の高分子フィルタ機能がこれ
まで考えられてきた受動的機能以上のより
積極的な生物学的機能を有することを想定
し、細胞周期間期における核膜透過性の上昇
を特徴づけることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 
蛍光タンパク質を用いたライブセルイメー
ジングにより細胞質と核の局在を経時的に
観察することで核膜の透過性を検討した。具
体的な手順は以下のように行った。 

 
[融合遺伝子のコンストラクション] 
細胞分裂直後にも殆ど形成されつつある核
への拡散の見られない蛍光タンパク質
mVenus-KikG（蛍光タンパク質 Venus と KikG
の融合タンパク質）を用いて核膜の透過性を
評価することとした。この融合蛍光タンパク
質は KikG が４量体を形成するため、全体と
しては蛍光タンパク質８個分の大きさ（分子
量約 210k ）を持つ。本研究以前は、
mECFP-AmCyan（AmCyan は４量体の蛍光タンパ
ク質）を用いていたが、明るさの観点から
mVenus-KikG を用いることとした。mVenus 及
び KikG の cDNA を PCR により増幅することに
より制限酵素サイトを付加し、pcDNA3 にクロ
ーニングし融合タンパク質を作製した。更に
８量体蛍光タンパク質の細胞質から核への
拡散を観察するために、mVenus と、紫外線照
射により蛍光のスペクトルを緑から赤に変
換できるKikGRの融合タンパク質も同様に作
製した。 
 
[イメージング] 
ガラスボトムディッシュに細胞をまき、プラ
スミドをLipofectamineを用いてトランスフ
ェクションした。トランスフェクション後２
日目に、フェノールレッドを含まない
DMEM/F12 培地中でイメージングを行った。観
察には共焦点レーザー顕微鏡 FV1000 もしく
は共焦点レーザー顕微鏡 FV10i (共にオリン
パス社製)を用いた。KikGRの赤色化はFV1000
を用い、セカンドスキャナーを用いて細胞質
に 405 nm のレーザーを照射することにより
行った。 
 
細胞内カルシウムイオン濃度上昇には終濃
度が 1 M になるよう ionomycin を投与する
ことにより行った。 
 
４．研究成果 
 
[核膜透過性と細胞周期等との関連] 
Swiss3T3細胞の核膜透過性上昇が細胞周期の
どの時期に生じるのか検討するために、FV10i
を用いてmVenus-KikGの局在を長時間にわた
り、多点タイムラプスイメージングを行った
。ある細胞は細胞分裂直後（G1期と推察され
る）に細胞質から核へのmVenus-KikG蛍光の拡
散が観察され、ある細胞は細胞分裂数時間前
（G2期）に核への拡散が観察された。つまり
細胞周期の様々な時期に核膜透過性の上昇が
生じている。このことから核膜透過性の上昇
は細胞周期と関連した現象ではないと結論づ
けた。また、Histone2BにmRFPを融合したタン
パク質もしくは低分子化合物Hoechst33342を
用いて核をラベルし、核の形状を経時的に観
察しても、核の形状はほぼ一定であり、核膜
の透過性との関連は認められなかった。 
 



[細胞周期間期の核膜透過性の上昇は
Swiss3T3細胞にのみ観察される特殊な現象か
？] 
細胞周期間期における核膜透過性の上昇が
Swiss3T3 細胞特有の現象であるのか否かを
検討するために近縁のマウス線維芽細胞
NIH3T3細胞を用いてmVenus-KikGの分布を検
討した。HeLa 細胞では間期における核膜透過
性の上昇の兆候は観察されていない。NIH3T3
細胞に mVenus-KikGをトランスフェクション
して観察すると Swiss3T3 細胞と同様に核と
細胞質に同程度に蛍光が観察される細胞群
がトランスフェクションされた細胞の
20~30%程度に観察された（図 1）。更にヒト由
来の線維芽細胞様の細胞腫 HT1080 を用いて
同様の実験を行った。HT1080 においても約
10%の細胞群において、核内に細胞と同程度
の mVenus-KikG 蛍光が観察された。このこと
から間期における核膜透過性の上昇は
Swiss3T3 細胞に特殊な現象ではなく、ある一
般的生物学的意義を持つ現象であることを
支持する。更に様々な細胞腫を用いて検討す
る必要があるが、線維芽細胞の機能に関連す
る可能性を示唆する。 

 
[細胞内カルシウムイオン濃度に依存するか
？] 
細胞内カルシウムイオン濃度の上昇は核膜
の透過性を上昇させるとの報告がある。
mVenus-KikGを発現するSwiss3T3の細胞内カ
ル シ ウムイ オ ン濃度 を イオノ フ ォ ア
ionomycin を用いて上昇させ、その前後で

mVenus-KikG の細胞質—核の局在を観察した
（この実験には核に殆ど蛍光が観察されず、
細胞質に強い蛍光を呈する細胞を選別）。細
胞質の蛍光の核への核酸は観察されず、イオ
ノフォアの投与による顕著な局在の変化は
観察されなかった(図 2)。この結果は細胞内
カルシウムイオン濃度は高い核膜透過性の
原因では無いことを示している。 
 

[細胞外基質の影響] 
ガラスボトムに塗布した細胞外基質が細胞
に機械的ストレスを与え、核膜透過性にも影
響を及ぼす可能性が指摘されている。その結
果としてDNAのトランスフェクションの効率
にも影響を与えることが示されている。また、
細胞外基質でコートしたディッシュ上の細
胞は自発的にカルシウムイオン濃度変化を
呈することが示されている。つまり細胞外基
質は細胞の状態を変化させうる。今回の実験
においてはコラーゲンコートしたガラスボ
トムディッシュとコートしないディッシュ
で mVenus-KikG の局在を検討した。しかしな
がらコラーゲンコートの有無で mVenus-KikG
が核にも観察される細胞の割合は変化はな
かった。つまり核膜の透過性には影響を及ぼ
さないことを示している。 

 
図 1. NIH3T3 細胞における mVenus-KikG の

発現パターン。微分干渉像（上）と蛍光像

（下）。核内に細胞質と同程度の蛍光が観

察される。 

 

図 2. イオノマイシン投与の核—細胞質に

おける mVenus-KikG 分布への影響。イオ

ノマイシン投与により蛍光の分布は変化

しない。 



 

[一過性であるか持続的であるか] 
細胞周期間期に観察される核膜の透過性増
大が一過性であるのか、持続性であるのかを
検討するために、細胞質と核に mVenus-KikGR
が同程度に分布する細胞（核膜の透過性が高
いことを示唆する）について、細胞質に405 nm
の レ ー ザ ー を 照 射 す る こ と に よ り
mVenus-KikGR の KikGR 部分を赤色化し、赤色

蛍光の核への移行を追跡した。赤色蛍光を経
時的に観察すると、赤色蛍光は核へ移行せず
細胞質にとどまった。この結果より核膜の透
過性上昇は持続的なものではなく細胞周期
間期に一過性に生じる現象であることを明
らかにした(図 3)。 
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図 3. 核膜透過性上昇が一過性であるか持

続的であるかの検討。細胞質と核に同程度

の緑色蛍光が観察される細胞の細胞質部

分を赤色に変換しても核への蛍光の核酸

は観察されない。 


