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Th e d泊 lsion rate of 1i pids in the ce l1 membrane is reduced by a fac tor of 5- 100 企om 出at in artificial bi layers. 百le

slowing mechani sm has pu zz led cell biologi sts for about 30 years. In this study ， phospho 1i pid movement was stu di ed 

in rat kidneyEbroblasts at the level of Singh molecules at 出e temporal resoluti on of 25μs. 百le cell mem bra ne was 

found to be compartme ntali zed by the transmembrane proteins anchored to the membrane skeleton m eshwork ， act-

ing as rows of pickets which temporarily confine 出e phospholipids (ancho red membrane -p rotein picket mode l) . 

Phospho 1i pids are confined wi 血in 230nm ・世 compa 巾nents for 11 ms on average before hopping to an adjace nt com-

partmen t. Th e di 血lsio n rat e inside the 23 0- nm comp 訂 tment is 5.4 μm2/ s， which is as fast as that of free ly d泊 lsing

lipids in artificial bilayers ， whereas the ma croscop ic diffusion rate is determined by the lipid hop ra te across 出ecom-

partment bound aries. Monte Carlo simulations demo ns廿ated 白at compartmentalization of pho spho lipid co uld occur 

when 20- 30% of th e compartment boundary is occupied by anchored transmembra ne proteins thro ugh stetic hin-

drance and circumferential packing/ 剖 ctional effe cts. 

Key words: ce ll membrane / phosp holipid / sing le particle tracking / membran e skele ton fence / anchored 

membrane-protein picket 

1. はじめに

従来，細胞膜の最も 一般的なモデルは， Singer-

Nicolson の流動モザイクモデルにもとづいた，二次

元述続流体モデルであった 1，2).しかし，このモデル

に関して，細胞膜の研究者逮がこの 30 年来抱いてき

た大きな疑問が二つあった. 一つめは，細胞膜上で
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のJJ莫タンパク質や脂質の拡散係数は，なぜリボソー

ムなどの人工膜上での値に比べて 1/5 -1 /100 程度と

非常に小さいのか，という疑問である. もう一つは，

膜分子が会合したり複合体を形成したりすると，拡

散係数が劇的に低下するのはなぜか，と いう疑問で

ある.たと えば，J良上の受容体にリ ガン ドが結合す

ると，受容体のオリゴマーやシグナル分子複合体が

形成されるが，そのとき，拡散が大きく減少し，リ

ガンドの結合した部位，すなわち空間情報がしばら

く保持される. しかし，この運動の減少や停止の機

構は全く不明だ.ったのである.二次元連 続流体モデ
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ンパク質の多くが，微小なコンパートメン

ト内に制限された運動と隣接するコンパー

トメントへの移動を繰り返すことによって

長距離の拡散をおこなうことを見出したト

5) 我々はこのようなタイプの運動を「ホッ

プ拡散j と呼んでいる. また，これらのコ

ンパートメントの境界は主にアクチン線維

やスベクトリンの膜骨格で構成されており，

この膜骨格の網目が膜貫通型タンパク質の

細胞質ドメインと衝突してフェンスのよ

うにはたらくことから，我々はこのモデ

ルを「膜骨格フェンスモデル」と名付け
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jレではこのような機構の説明が全くつかなかった.

多分子の挙動を調べる様々な測定により，膜分子と

脱骨格/細胞骨格との相互作用が重要であることが

わかってきたが，そのメカニズムを解くには至らな

かった.しかしその後， 1分子法が登場することによ

り，膜分子の運動制御や細胞膜の構造に関する理解

が大きく進むことになる.

ャ粒子追跡 (Single Parti c1 e Tracking ; SIT) 法は，

微小な金コロイド粒子で標識し，その運動を光学顕

搬鏡下で，数ナノメ ートルの空間精度で， 1分子ごと

にイメージングする技術である.以前，我々のグル

ープではこの技術によ って，細胞膜上の牒貫通型タ
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た (Fig; 1左) .このようなフェンス効果

に加えて，膜貫通型タンパク質の多くが，ある割合

で膜骨格に繋ぎ止められることによって運動を抑制

されていることもわかった (テザーモデル )6) • 

それでは，膜骨格と直接ぶつかることのない細胞

膜中の脂質に対しても何か制御があるのだろうか?

この間いには，リン脂質を同じように微小な金コロ

イド粒子で標識し，その運動を高時間分解能で追い

かけることによって答えることができた.その回答

が本研究で紹介する「アンカード膜タンパク質ピケ

ットモデルJ (Fig.l 右)である 7)

2. 細胞膜上のリン脂質 1分子を標識し，イメ

ジングする

運動を調べるリン脂質としては， 2本の不飽和脂肪

酸を持つ DOPE (1 ， 2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-

ethanolamine) という分子を用いた.まず DOPE を

蛍光色素の Cy3 と1 : 1で結合させ (Fig.2 左)，対物

型全反射蛍光顕微鏡を用いた 1分子蛍光ピデオイメジ

ング (Single Fluorescent molecule Video lmaging; 

SFVI) 法で観察した.この方法は，見えている輝点

が 1分子だという保証を得やすい利点がある.しかし，

信号/雑音比が低いため時間分解能があげられない，

すぐに槌色するので数秒以上の追跡が難しいという

欠点がある.このような欠点を補うのが SITi 法であ

り，金コロイドは高い信号/雑 音比を与えるので，

高時間分解能観察が可能になる. しかし欠点もあり，

標的分子をクロスリン クしてしま うことがしばしば

問題になる.クロスリンクされた II 莫分子は， Fig.l に

示したような拡散障壁のため，コ ンパートメント間

の移動の頻度が大きく抑えられるからである.本研

究では，フルオレセインを結合した DOPE を， 培養

細胞の細胞膜に導入し，それから抗フルオレセイン

抗体Fab 断片を少数吸着した直径 40nm の金コロイド

を結合させた (Fig. 2右). DOPE の導入量，金コロ
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Fig. 3 Phospholipids undergo hop diffusion in th e cell 

rn ernbr ane. 

(A) Representative trajectories of single Cy3 ・DOPE rnol-

ecules recorded at the video rate (30 fr arne s/s) for 

a period of 5 s (150 frarnes ). 

(B) Representative traject ories of gold-DOPE cornplexes 

reco rded at a 25 ・μs resolution (40 ，500 企arnes/ s)

for a period of 56 rns (2 ，250 企arnes). Hops arnong 

subrnicro n-sized cornpartrnents are nurnb ered 

seq uentia l1 y. 

イドに吸着させる Fab の量を変化させて，十分な特

異的結合を保ちながら，クロス リンクによる拡散速

度の低下が見えなくなるような条件を探した.この

とき， 100 ミリ秒レベルの拡散係数は， SFVI 法で求

めた Cy3 ・DOPE ，SPT 法で求めた金コ ロイド標識

DOPE (gold-DOPE) ともに約 0.5 μm 2/sと同じ値が

得られた.こ のように金コロイド標識によるアーチ

ファクトを調べるには，ビデオレートでSFVI 法の結

果と直接に比較するのがよい.

3. リン脂質のホップ拡散

Fig.3A は， Cy3 ・DOPE のビデオレート (3 3 ミリ秒

分解能)での 5秒間の典型的な軌跡を示す.このとき

の3 秒間レベルの拡散係数は平均 0.4 2μ m 2/s で

(Fig . 4 D 3s) ，人工膜上の何も制限を受けていない脂

質の拡散係数の 1/ 10 以下でしかない 8.9) このことは，

DOPE の運動を抑制する何らかの機構が細胞膜中に

存在するが，時間分解能が低いためにその機構を観

察できていない こと，を示唆 している. しかし，

SFVI 法ではビデオレート以上に時間分解能を上げる

ことは困難である .そこで， 高いコントラストの像

を与える金コロイ ドを用い， 高速カメラで時間分解

能を 25 マイクロ秒(ビデオ レートの 1，000 倍以上)

に上げて観察した.

Fig .3 8 は，時間分解能25 マイクロ秒で得た， gold-
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Fig. 4 Histograms showing th e distrib uti on of diffusion 

coefficients obtairied by Cy3-DOPE at the video ra 匂

(D3s ; 3・s tirne w indo ，w) and . by gold-DOPE at a 

μs resolution (D 1ωρ; 100- μs tirne win dow ) .百 le

arrowheads indicate the mean values. 

DOPE の 56 ミリ秒間の典型的な軌跡を示す.これら

の軌跡から，細胞膜外層で拡散運動しているリン脂

質も 「ホップ拡散j をおこなっている ことが初めて

明らかになった.ラ ット l腎臓繊維芽細胞 (NRK) 細

胞膜上の DOPE の場合，平均 230 ナノメ ー トルのサ

イズのコンパート メントに平均約 11 ミリ秒間滞在す

る.これらの軌跡は 全体で 56 ミリ秒で，ピデオレー

トで得たA の軌跡、ではたった 2ステップにも満たない

ので， 11 ミリ秒に一回の DOPE のホップはビデオレ

ートでは全く検出できなかったわけである.

コンパー トメント内の拡散係数は 5.4μ m 2/s で

(F ig. 4 D 1仰μ)，人工膜上の脂質の自由拡散の値とよ

く合うこともわかった.すなわち，ビデオレー トで

のリン脂質の拡散速度の遅延は，リン脂質の運動自

体が遅くなっているからではなく，リン脂質がコン

パー トメントの中にしばらく聞い込まれるためだっ

たのである.

4. リン脂質のホップ拡散は，アクチン膜骨格

依存的に起こる

金コロイドと細胞外の構造との相互作用や，細胞

膜中のコレステロール依存的なラフト様ドメインの

効果を調べたが，どちらもリン脂質のホップ拡散の

原因ではなかった.唯一，リン脂質が囲い込まれる

コンパート メントのサイズやその中での滞在時間に

影響を与えたのが，アクチン膜骨格の脱重合，また

は，安定化を誘導する薬剤処理であった 10 ，11 ). 細胞

膜外層にあるリン脂質の運動が，細胞膜の内側にあ

るアクチン膜骨格によりコンパートメント化を受け

る，という結果は一見奇妙に思える . しかし，本研

究で提案する新しい運動制御モデル「アンカード膜

タンパク質ピケットモデルJ (Fig. 1右)はこれをう

まく説明できる.これは，膜骨格フェンス に結合し

た(アンカーされた)膜貫通型タンパク質群がピケ
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ラインのように並んで、，リン脂質 1分子の運動をも抑

制する拡散蹄壁となっているというモデルである.

大部分の膜貫通型タンパク質には膜骨格結合成分が

存在する 12 ，13) また， J] 真骨格に結合した膜貫通型タ

ンパク質は流体力学的な摩擦効果を表面近傍の膜分

子に及ぼしてその拡散速度を低下させること 14 ，15) が

知られている.モンテカルロシミュレーションによ

る検証の結果，コンパートメントの境界の 20 - 30% 

程度が膜タンパク質によって夜われていれば， 1) ン

脂質の運動を閤い込むのι十分であることが示唆さ

れた.

5. おわりに

ら

脂

て

細

サ

す

したがって，冒頭に挙げた第一の疑問である，細

胞膜上での広範聞での拡散が遅い原因は， iフェンスj

佐 J ピケット J によって細胞膜が仕切られており，

分手が一つのコンパートメントから隣接するコンパ

ャ小メ r シトにホップするのに時間がかかるためであ

る三とが判明した.第二の疑問は，膜分子はなぜ複

合一体を形成すると拡散係数が大きく減少するかとい

司、:と とであった.これは，複合体が形成されると，

複合体中のすべての分子が同時に仕切りを越えて移

動することが必要となり，そのために，複合体のホ

ッ'7 頗度は 1分子のホップよりもはるかに落ちるとい

カ=ごとで説明できる.すなわち，細胞膜の構造の概

念においでは，三次元連続流体モデルから，仕切り

が入った Lコンパートメント化された)流体モデル

へのパラダイムシフトが今まさに必要とされている.

フェンス/テザー」と， iピケットj は，これま

で我々が膜タンパク質と脂質の運動を調べた細胞株

ではすべて見られたことから，細胞膜における分子

運動の普遍的な抑制機構であると考えられる.細胞

外からの刺激に応答して膜分子，あるいは*IIl JJ 包質中

のシグナル分子が集合して複合体を形成し， iフェン

スj や「ピケット」で囲い込まれて長距111!E の運動を

抑制されたり， iテザーJ で膜骨格に繋ぎ止められた

りむすでること (oligomerization-induced trapping 

mode l)凶は，細胞膜上での シグナル伝達を局在化す

るだけでなしその場所で接着構造や安定なラフト

機 ドメインなどを形成するための核になっているか

もしれない. 1分子の運動追跡によって初めて明らか

になった細胞膜中の仕切りという概念は，これから

の新 L いタイプのシグナリング調節機構の発見に大

きく寅I献することが期待される.
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