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略号表 

AdVpVI Adenovirus internal protein VI 

AHMR Amphipathic Helical peptide derived from Membrane Remodeling protein 

CD 円偏光二色性 

di-4-ANEPPDHQ 極性感受性蛍光プローブの一種 

(2-hydroxy-3-[2-[(2-hydroxyethyl)dimethylaminio]ethyl]-4- 

[2-[6-(dibutylamino)-2-naphthyl]ethenyl]pyridinium dibromide) 

DiPoPE dipalmitoleoylphosphatidylethanolamine 

DMPC dimyristoylphosphatidylcholine 

DMPG dimyristoylphosphatidylglycerol 

DMSO dimethyl sulfoxide 

DOPC dioleoylphosphatidylcholine 

DOPS dioleoylphosphatidylserine 

DSC 示差走査型熱量測定（differential scanning calorimetry） 

FITC-R8 R8 の N 末端側に GABA(γ-aminobutyric acid）を介して fluorescein を導

入した蛍光標識ペプチド 

GP generalized polarization 

GUV giant unilamellar vesicles 

HII 逆ヘキサゴナル相 

LUV large unilamellar vesicles 

Lα 液晶相（ラメラ相） 

Lβ’ ゲル相 

MLV multilamellar vesicle 

P/L 比 ペプチド対脂質のモル濃度比 

POPC palmitoyloleoylphosphatidylcholine 

POPS palmitoyloleoylphosphatidylserine 

PyB 1-pyrenebutyric acid 

Pβ’ さざなみ相（リップル相） 

R8 オクタアルギニン 

R8-Alexa488 R8 の C 末端側に Gly-Cys を介して Alexa Fluor488 を導入した 

蛍光標識ペプチド 

R8-Alexa594 R8 の C 末端側に Gly-Cys を介して Alexa Fluor594 を導入した 

蛍光標識ペプチド 

SRB sulforhodamine B 

ΔGP GP 値の変化量 
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序論 

 

脂質二分子膜を基本構造とする生体膜は、細胞の内外を隔てたり細胞内の物質を

包み込んだり、細胞において様々な「仕切り」として働いている。さらに、この生体膜は、

「仕切り」を介した情報のやり取りを担うタンパク質などの土台としての役割も担う。ゆえ

に、生体膜の局所的な形や性質の変化（構造変化）が、細胞の機能（恒常性の維持や

増殖、運動など）に重要であると考えられており、近年その分子メカニズムが明らかに

なりつつある。 

生体膜の曲がり具合「曲率」の制御に関与する様々なタンパク質やペプチドの中で、

特に両親媒性へリックスが主要な役割を果たす例が多く示されている[McMahon and 

Boucrot, 2015; Drin and Antonny, 2010]。両親媒性へリックスは、へリックス構造上で疎

水性残基が集中する部分（疎水面）を脂質膜中に挿しこむことで、曲率を認識したり、

生じたひずみを介して膜の曲率変化や膜の不安定化、傷害といった構造変化を誘起

したりすると考えられている（Figure I）。このように膜と相互作用して様々な活性を示し

うる両親媒性ペプチドは、タンパク質に比べて設計・合成しやすいというペプチドの利

点も伴い、生体膜を標的とする新しい分子ツールとしての幅広い応用が期待される。

しかし、両親媒性ペプチドと膜との相互作用によって生じる脂質膜の構造変化の詳細

や、ペプチド－膜相互作用に対するペプチドの配列の影響については未知の点が多

いため、目的の膜相互作用を発揮するペプチドのアミノ酸配列を合理的に設計するこ

とが難しい。 

 本研究ではまず、曲率誘導能を有する両親媒性ペプチドの膜相互作用について情

報を得ることを目的に、アデノウイルス由来の配列をモデルとして、ペプチドの疎水面

の配列が異なる曲率の膜に対する傷害性にもたらす影響について調べた【第一章】。

次いで、曲率誘導ペプチドと細胞膜との相互作用が、細胞膜透過性ペプチド（オクタ

アルギニン、R8）の膜透過を促進する機構について調べた【第二章】。 
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Figure I. (A) A typical sequence forms an amphiphathic helix. In the helical structure, one side of the helix is 

rich in hydrophobic amino acids (yellow) and the other side in hydrophilic amino acids (blue). (B) Acyl chains in 

phospholipid bilayers form hydrophobic core. (C) (left) An amphipathic peptide can sense curvature by 

preferential interaction of the hydrophobic face with the lipid acyl chains exposed on the membrane surface. 

(right) An amphipathic peptide can induce curvature by insertion of its hydrophobic face into the lipid bilayer. 
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第一章 

アデノウイルス由来曲率誘導ペプチドの膜相互作用における配列効果 

 

両親媒性ペプチドの二次構造や膜との相互作用における各アミノ酸残基の寄与の

理解は、合理的な分子の設計に欠かせない。しかし、電荷の影響を中心にして親水

性アミノ酸残基に関する報告は数多くある一方、疎水性アミノ酸については、脂質分

子のアシル鎖領域との疎水性相互作用に欠かせないと考えられるにも関わらず、現在

のところ情報が限られている。 

Adenovirus internal protein VI (AdVpVI)は、アデノウイルスの感染の際に主要な役

割を果たすキャプシドタンパク質の一つであり、正の曲率を介して pH 非依存的な膜傷

害能を有することが知られている[Maier et al., 2010]が、宿主内での時間－空間的な

機能発現様式については十分解明されていない[Maier et al., 2012]。AdVpVI の N 末

端領域は、両親媒性のαへリックス構造をとり、AdVpVI の膜相互作用や膜傷害性に

不可欠であることが報告されている[Moyer et al., 2011]。 

この AdVpVI の膜傷害性ドメインである N 末端領域の配列をモデルとして用い、疎

水性アミノ酸残基の種類によって膜相互作用や傷害能がどのように異なるのかを明ら

かにすることを目的として検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-1. (A) Helical wheel projection of adenovirus internal protein VI (positions 34–54). Color code for 

amino acids: yellow, hydrophobic; purple, basic; green, serines and threonine; light purple, asparagines; brown, 

alanine and glycines. (B) Amino acid sequence of WT peptide. 

A 

B 
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第１節： AdVpVI（33－55）と 40 位ロイシンの置換体の二次構造と膜傷害性 

 

AdVpVI（33－55）の二次構造と膜傷害性 

AdVpVI の N 末端へリックス 33-55 位に相当する配列[acetyl-GAFSWGSLWSGIKN 

FGSTVKNYG-amide]（WT）を Fmoc 固相合成法[Fields, 1990]によって合成した（Table 

1-1, 2）。ペプチドの N 末端及び C 末端については、電荷の影響を排除するためにそ

れぞれアセチル化とアミド化を施した。この配列では、図に示すように（Figure 1-1）α

へリックス構造をとることで、疎水性アミノ酸に富む領域（疎水面）と、セリンやアスパラ

ギンといった親水性残基に富む領域（親水面）が形成されうる。天然の AdVpVI は、プ

ロセシングにより 1-33 位までが除去されたものが活性型であるが、両端のキャッピング

効果によるへリックス構造の安定化[Richardson and Richardson, 1988]を期待して、33

位と 55 位のグリシン残基を含めた配列のペプチドを用いた。 

 

まず、この WT ペプチドが脂質膜上でとりうる二次構造について CD スペクトルを用

い て 評 価 し た 。 dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) と dioleoylphosphatidylserine 

(DOPS) (molar ratio= 3:1)を組成とする負電荷を含む large unilamellar vesicles (LUV)

と、DOPC のみからなる中性 LUV の 2 種類の膜の存在下での WT の二次構造を比較

した。ここでは extrusion により約 200 nm 直径に調製した LUV を用いた。 

 DOPC/DOPS (3:1)-LUV 存在下では、CD スペクトルにおいて 208 nm と 222 nm 付

近にαへリックス特有の負のコットン効果に基づく極大が見られたこと（Figure 1-2A 実

線）から、αへリックス構造をとることが確認された。また、232 nm 付近に負の極大が見

られたことから、膜上でペプチドが集積することにより、ペプチド中の芳香族アミノ酸残

基がスタッキングを形成していることが示唆された[Reshetnyak et al., 2007; Tuzi et al., 

1993]。一方、DOPC-LUV 存在下では、スペクトルの 208 nm, 222 nm 付近のピークが

共に小さくなった（Figure 1-2A破線）ことから、DOPSを含む膜の存在下に比べて、WT

のへリックス性は低下することが示唆された。これは、ペプチドの疎水面と親水面の境

目付近に位置する正電荷を有するリシン残基のεアミノ基と、負電荷を有する DOPS

の脂質頭部との親和性によるものと考えられる。LUV 非存在下では、CD スペクトルか

ら WT はαへリックス構造をとらないことが示唆された（Figure 1-2A 点線）。 
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続いて、これら 2 種類の LUV に対する WT の膜傷害性を、蛍光色素の

sulforhodamine B(SRB)を内包した LUV リポソームからの色素溶出活性測定[Wiethoff 

et al., 2005]によって評価したところ、WTはDOPC/DOPS(3:1)‐LUVに対して、DOPC‐

LUV に対するよりも高い膜傷害性を示した（Figure 1-2B）。 

 以上より、WT ペプチドは、負電荷を有する膜の存在下で、中性の膜存在下に比べ

て高いへリックス性および膜傷害性を示すことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-2. (A) CD spectra of the wild-type (WT) peptide (10 µM) in the presence of 0.25 mM 

dioleoylphosphatidylcholine/dioleoylphosphatidylserine (DOPC/DOPS, molar ratio=3:1) (solid line) and DOPC 

(100%) (dashed line) LUVs, and in the absence of LUVs (dotted line), in 10 mM Tris-HCl containing 150 mM 

NaCl (pH 7.4) at 37˚C. (B) SRB release from DOPC/DOPS (3:1) (filled circles) and DOPC (100%) (open 

squares) LUVs induced by the WT peptide. Lipid concentration, 5 µM. Diameters of LUVs, 200 nm. Error bars 

represent the mean ± SD of three separate measurements. 

A B 

Table 1-1. Amino acid sequence, mean hydrophobicity (<Hi>), and mean helical hydrophobic moment (<µH>) 

of the peptides used in this study. 

 

Peptide Sequence <Hi> <µH> 

             33         40                     55   
WT acetyl-GAFSWGSLWSGIKNFGSTVKNYG-amide 0.48 0.37 

L40I acetyl-GAFSWGSIWSGIKNFGSTVKNYG-amide 0.48 0.37 

L40F acetyl-GAFSWGSFWSGIKNFGSTVKNYG-amide 0.48 0.37 

L40W acetyl-GAFSWGSWWSGIKNFGSTVKNYG-amide 0.50 0.39 

L40Q acetyl-GAFSWGSQWSGIKNFGSTVKNYG-amide 0.39 0.29 

The mean hydrophobicity and mean helical hydrophobic moment (mean amphipathic moment) of these peptides 

were obtained using HeliQuest [Gautier et al., 2008], which employs the scales proposed by Fauchere 

[Fauche’re and Pliska, 1983] and Eisenberg [Eisenberg et al., 1982], respectively. 
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AdVpVI (33-55)の 40 位ロイシンの置換体の二次構造と膜傷害性 

AdVpVI (33-55)の膜相互作用における疎水性アミノ酸の寄与について検討するに

あたり、疎水面の中央部分に位置する 40 位のロイシンに着目した。この 40 位のアミノ

酸をグルタミンに置換した変異体は、AdVpVI の N 末端領域の膜傷害性、およびウイ

ルス感染性を失うことが報告されている[Moyer et al., 2011]。したがって、40 位のロイシ

ンは、WT ペプチドの配列中でも膜相互作用において特に重要な役割を果たしている

と予想される。また、40 位がイソロイシンに置換されたホモログは異なる型のアデノウイ

ルスに存在する[Wiethoff et al., 2005]。そこで、40 位のロイシンを同じ脂肪族アミノ酸

に置換した（L40I）ペプチドと、芳香族アミノ酸（L40F, L40W）に置換したペプチドとで

膜相互作用の違いについて検討することにした。Negative control としてのグルタミン

置換体(L40Q)を加えた４つのペプチドについて、WT と同様に合成を行った（Table 

1-1、Table 1-2）。 

  まず、DOPC/DOPS(3:1)-LUV 存在下におけるこれらの置換体ペプチドの二次構

造を CD スペクトルを用いて比較したところ、L40Q 以外は全てへリックス構造をとること

が分かった（Figure 1-3A）。へリックス含有率の指標となる 222 nm の分子楕円率

([θ]222)を比較すると、へリックス性の高い方から WT（[θ]222＝－1.6×104 deg・cm2・

dmol-1）, L40I（[θ]222＝－1.5×104 deg・cm2・dmol-1）>L40F（[θ]222＝－1.3×104 deg・

cm2・dmol-1 deg・cm2・dmol-1）, L40W（[θ]222＝－1.2×104 deg・cm2・dmol-1）>>L40Q

（[θ]222＝－3.7×103 deg・cm2・dmol-1） の順番となった。よって、同じ疎水性アミノ酸で

あっても、40 位が脂肪族アミノ酸であるぺプチド（WT、L40I）に比べて、芳香族アミノ酸

であるペプチド（L40F, L40W）の方がへリックス含有率が 20％程度低いことが示唆され

た[Chen et al., 1972]。また、L40W は、ペプチド中の芳香族アミノ酸残基のスタッキング

に起因すると考えられる 232 nm 付近の負の極大[Reshetnyak et al., 2007; Tuzi et al., 

1993]を示さなかったことから、WT や L40I、L40F と膜との相互作用様式が異なる可能

性が示唆された。 

続 い て 、 DOPC/DOPS(3:1)-LUV に 対 す る 各 ペ プ チ ド の 膜 傷 害 性 を 、

sulforhodamineB(SRB)溶出活性測定によって比較検討した（Figure 1-3B）ところ、

L40Q の傷害性は他のペプチドに比べて顕著に低かった。L40Q のへリックス含有率

や傷害性の低さは、既報告の変異体タンパク質の活性の消失と矛盾せず、他のペプ
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チドと比較した場合の疎水性や両親媒性モーメント(Table 1-1)の値の小ささ、逆相高

速液体クロマトグラフィー（HPLC）の保持時間（Table 1-2）の短さからも推測される脂

質との親和性の低下によるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Figure 1-3. (A) CD spectra of the WT (solid black line), L40I (dashed black line), L40F (solid gray line), 

L40W (dashed gray line), and L40Q (dotted black line) peptides (10 µM each) in the presence of 0.25 mM 

DOPC/DOPS (3:1) LUVs in 10 mM Tris-HCl containing 150 mM NaCl (pH 7.4) at 37˚C. (B) SRB release from 

DOPC/DOPS (3:1) LUVs induced by the peptides (WT, filled circles; L40I, open circles; L40F, filled squares; 

L40W, open diamonds, L40Q, crosses). Lipid concentration, 5 µM. Diameters of LUVs, 200 nm. Error bars 

represent the mean ± SD of three separate measurements. 

B 

Table 1-2. Yield, reverse-phase high-performance liquid chromatography, and matrix-assisted laser desorption 

ionization time-of-flight mass spectrometry analyses of each peptide. 

 

Peptide Yield (%)
a)

 Rt (min)
b)

 MS (obtained) MS (calcd)
c)
 

WT 15 27.8 2504.1 2504.8 

L40I 23 28.0 2504.5 2504.8 

L40F 14 27.9 2539.0 2538.8 

L40W 9 27.8 2577.2 2577.8 

L40Q 21 25.0 2519.1 2519.8 

a) Yield from starting resin; b) Retention time (Rt) in HPLC (column: Cosmosil 5C4-AR-300 (10 × 250 mm); 

gradient: 5–85% B in A (A = H2O containing 0.1% CF3COOH, B = CH3CN containing 0.1% CF3COOH) over 30 

min; flow: 2 mL/min; detection: 215 nm); c) Calculated average mass for (M+H)+. 
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第２節： フェニルアラニン置換体との比較検討：脂質膜の相転移への影響 

 

曲率誘導性の評価 

40 位の脂肪族アミノ酸を芳香族アミノ酸に置換したことによる膜との相互作用の変

化の詳細を明らかにするために、WT と L40F の 2 つのペプチドに特に着目して検討を

進めた。まず、各ペプチドの曲率誘導性を、dipalmitoleoylphosphatidylethanolamine 

multilamellar vesicles(DiPoPE-MLV)の示差走査型熱量測定(DSC)によって評価した

[Pujals et al., 2013; Hallock et al., 2003]。DiPoPE は、phosphatidylethanolamine (PE) 

の脂質頭部と、かさ高い１不飽和パルミトイル酸 (16:1) のアシル鎖領域からなるコー

ン型脂質であるため、その二重層は、平面膜のラメラ相 (Lα)から負の曲率を有する逆

ヘキサゴナル相(HII)へ温度上昇に伴って相転移する。したがって、DiPoPE 膜に正の

自発曲率が加わると、この Lα－HII 相転移温度を上昇させると考えられる[Haney et al., 

2010]。ペプチド非存在下では、DiPoPE-MLV の Lα－HII 相転移温度は 42.5℃であっ

た。WT と L40F をそれぞれペプチド対脂質のモル濃度比 (P/L 比) 1：100 で

DiPoPE-MLV に作用させたところ、どちらの場合とも 3℃程度の相転移温度の上昇が

観察された(Figure 1-4A, B)。このことから、WT や L40F は正の曲率誘導性を有するこ

とが示唆された。一方、L40Q を同様に DiPoPE-MLV に作用させた場合には、Lα－HII

相転移温度が 8℃程度低下したため、L40Q は負の曲率誘導性を有する可能性が示

唆された（Figure 1-4C）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-4. Differential scanning calorimetry (DSC) thermograms showing the effect of the WT (A), L40F 

(B), and L40Q (C) on the Lα-to-HII phase transition of dipalmitoleoylphosphatidylethanolamine multilamellar 

vesicles (DiPoPE MLVs) (18.6 mM) at a P/L ratio of 1:100. Dotted lines represent thermograms in the absence 

of peptides. 

A B C 
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脂質膜のアシル鎖領域との相互作用の比較 

  次に、各ペプチドが脂質膜のゲル相(Lβ’)から液晶相(Lα)への相転移に及ぼす影

響について、dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC)と dimyristoylphosphatidyl- 

glycerol (DMPG) (molar ratio= 3:1)を組成とする MLV を用いて DSC で評価した。

DMPC-MLV の Lβ’－Lα相転移温度に対して、ペプチドとリン脂質の相互作用による

脂 質 の パ ッ キ ン グ 状 態 の 変 化 が 影 響 す る こ と が 知 ら れ て い る 。

DMPC/DMPG(3:1)-MLV は、ペプチド非存在下では 13.4℃と 24.0℃の 2 つの吸熱ピ

ークを示した（Figure 1-5）。既報告に基づけば、一つ目のピークはゲル相からさざな

み相(Pβ’)の前転移、2 つ目のピークは Pβ’から Lα相への主転移を反映していると解釈

できる[Thennarasu et al., 2010]。P/L 比 1:50 の WT 存在下では、前転移のピークが消

失するとともに、主転移のピークはブロードになって、23.4℃へ低下した（Figure 1-5A, 

Table 1-3）。前転移のピークの消滅は、WT と DMPG の負電荷脂質頭部との相互作用

によって Lβ’-Pβ’相転移温度が低下したために生じたと考えられる[Walrant et al., 

2011]。一方、Pβ’-Lα相転移温度の低下からは、WT がゲル相より液晶相の脂質とより

相互作用しやすいことが示唆された。それに加えて、主転移ピークのエンタルピーの

変化(ΔΔH=-2.15 kcal/mol) とピークのブロード化から、WT ペプチドが脂質のアシル

鎖と相互作用することで脂質のパッキング状態に影響を及ぼすことが示唆された

[McElhaney, 1986]。L40F 存在下では、前転移のピークは低下したものの、主転移の

ピークにはほとんど変化が見られなかった（Figure 1-5B, Table 1-3）ことから、WT に比

べて膜相互作用によるアシル鎖領域の脂質パッキングへの影響が小さいと考えられる。

L40Q 存在下では、前転移・主転移のどちらのピークにも無視できる程度の影響しか

観察されなかった（Figure 1-5C, Table 1-3）ことから、L40Q は膜との相互作用が弱く、

脂質パッキングへほとんど影響を及ぼさないと考えられる。以上の結果より、40 位のフ

ェニルアラニン置換によって、ペプチドの膜脂質のアシル鎖領域との相互作用様式が

変化する可能性が示唆された。 
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Figure 1-5. DSC thermograms showing the effect of the WT (A), L40F (B), and L40Q (C) on the Lβ’-to-Lα phase 

transition of dimyristoylphosphatidylcholine/dimyristoylphosphatidyl-glycerol (DMPC/DMPG, molar ratio= 3:1) 

MLVs (1.32 mM). Dotted and solid lines represent thermograms in the absence and in the presence of peptides at a 

P/L ratio of 1:50, respectively. 

A B C 

Table 1-3. The thermodynamic parameters obtained by differential scanning calorimetry of 

dimyristoylphosphatidylcholine/dimyristoylphosphatidylglycerol (3:1) multilamellar vesicles in the presence and 

absence of WT, L40F, and L40Q (P/L ratio = 1:50). 

 

 Tm (˚C) ∆H (kcal/mol) 

no peptide 24.0 7.72 

WT 23.4 5.57 

L40F 23.9 8.09 

L40Q 23.9 7.72 

Tm = Pβ’-to-Lα phase transition temperature; ∆H = enthalpy change during the Pβ’-to-Lα phase transition. 
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第３節： フェニルアラニン置換体との比較検討：曲率の異なる膜との相互作用 

 

曲率の異なる膜に対する親和性の評価 

脂質膜のパッキング状態は曲率によって異なり、大きい曲率を有するほどアシル鎖

領域が水相に露出した部分が相対的に大きくなる [Vanni et al., 2013; Bigay et al., 

2003; Yokoyama et al., 2012]。フェニルアラニン置換によるアシル鎖領域との相互作用

様 式 の 変 化 が も た ら す 影 響 に つ い て 調 べ る た め 、 曲 率 の 異 な る 2 つ の

DOPC/DOPS(3:1)-LUV に対する WT と L40F の親和性について比較検討を行った。

直径の異なる LUV（50 nm と 200 nm）を調製し、異なる曲率の膜モデルとして用いた。

50 nm LUV の方が 200 nm LUV よりも大きい曲率を有する膜モデルとなる。配列中に

含まれるトリプトファン残基の蛍光を指標にして、LUV 溶液を加えていったときの各ペ

プチドのトリプトファン蛍光強度の変化から、各 LUV 膜に対するペプチドの解離定数

(KD)を算出した（トリプトファン結合アッセイ）。両ペプチドともに、LUV に対して数 µM の

KD 値を示し、200 nm LUV よりも 50 nm LUV に対して 4 倍程度高い親和性を示した

（Figure 1-6, Table 1-4）。また、ペプチド 1 分子の結合に関与する脂質分子の数に相

当する N 値より、両ペプチドとも 200 nm LUV よりも 50 nm LUV 上でより多くの脂質分

子と相互作用していることが示唆された。これは、WT と L40F の疎水面が膜とより相互

作用しやすくなったためと考えられる。 

ペプチド中のトリプトファン残基の微小環境の変化は、トリプトファン結合アッセイの

結果に反映されるはずであるにもかかわらず、WT と L40F 間で各 LUV に対する KD

値に顕著な違いが見られなかった。しかし、DSC では熱力学的な平衡状態を評価して

おり、DMPC/DMPG(3:1)-MLV の Pβ’－Lα相転移温度の変化の違いから、WT と

L40F の膜中での配向などに関して、分子レベルでわずかな違いがあると考えられる。 
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Table 1-4. Dissociation constants (KD) and number of lipid molecules that bind each peptide molecule (N) for 

the interaction of the WT and L40F with 50- and 200-nm DOPC/DOPS (3:1) LUVs. 

 

size 50 nm 200 nm 

peptide WT L40F WT L40F 

K
D
 (µM) 0.26 ± 0.02 0.20 ± 0.07 0.94 ± 0.06 0.87 ± 0.02 

N 11.7 ± 0.3 13.2 ± 1.4 8.6 ± 0.3 7.9 ± 0.8 

 

Figure 1-6. Binding curves of the WT (A) and L40F (B) to DOPC/DOPS (3:1) LUVs with diameters of 50 nm 

(open circles) and 200 nm (filled triangles), respectively. Experimental data were fitted using KaleidaGraph 4.1. 

Binding parameters are summarized in Table1-4. 

A B 



15 

 

曲率の異なる膜に対する膜傷害性の検討 

トリプトファン結合アッセイの結果から示唆された WT と L40F の曲率依存的な膜親

和性が膜傷害性と相関するかどうかを調べるため、同じ DOPC/DOPS(3:1)組成の 

直径 50 nm と 200 nm の SRB 内包 LUV を用いて溶出活性測定を行い、50%の SRB 溶

出をもたらす P/L モル濃度比(P/L50)を比較した。しかし、WT と L40F について、異なる

直径の LUV に対する親和性と傷害性との間に相関は見られなかった（Figure 1-6）。

WT は、50 nm の LUV に対してより高い親和性を示したにも関わらず、50 nm と 200 nm

の LUV に対する P/L50 はほぼ同等であり、この２つの膜に対する傷害性について有意

差はなかった。一方 L40F の場合は、WT と同様、200 nm LUV と比べて 50 nm LUV

により高い親和性を示したにもかかわらず、50 nm LUV に対する膜傷害性は 200 nm 

LUV に比べて有意に低かった。 

さらに、曲率の小さい膜に対する WT と L40F の膜傷害性について、SRB を封入し

た giant unilamellar vesicles (GUV)を用いて比較検討した（Figure 1-7）。アガロース水

和法[Horger et al., 2009]によって LUV と同じ組成 DOPC/DOPS(3:1)で作製した GUV

は、直径が 15-30 µm 程度であったので、LUV の膜に比べて平面膜により近い、きわ

めて曲率の小さい膜モデルと考えられる。ガラスディッシュ上に作製したGUVに対して

P/L モル濃度比 1:2 の濃度のペプチドを添加して 15 分反応させた。同一視野におけ

るペプチド添加前後の SRB 蛍光を発する GUV の数を共焦点顕微鏡下で数え、その

数の変化を比較したところ、壊れた（減少した）GUV の数は WT 添加時には全体の

20％程度であったのに対して、L40F の場合には 80％程度に達した。このことから、

L40F は WT よりも曲率の小さい膜に対して高い傷害性を有することが示唆された。 
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Figure 1-7. Confocal microscopic observation of DOPC/DOPS (3:1) GUVs containing SRB (A). The number of 

15–30-µm-diameter GUVs containing SRB (20 µM) in a defined field of view was analyzed at time zero and 15 

min after peptide addition (B). Peptide:lipid molar ratio of 1:2 (lipid concentration, 20 µM). Scale bars indicate 

50 µm. Error bars represent the mean ± SD of three separate experiments using 30–54 vesicles. *, p < 0.05, 

Student’s t-test. 

A B 

Figure 1-6. Peptide/lipid molar ratio necessary to induce 50% of SRB release (P/L50) from DOPC/DOPS (3:1) 

LUVs with diameters of 50 nm (filled bars) and 200 nm (shaded bars). Error bars represent the mean ± SD of 

three separate measurements. *, p < 0.05, Student’s t-test. 
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考察 

 

AdVpVI の膜傷害性は、脂質膜との相互作用によって生じる「ひずみ」が寄与するカ

ーペット式の膜傷害機構[Shai and Oren, 2001; Matsuzaki et al., 1998]によって発

揮されると推測されている [Maier et al., 2010; Moyer et al., 2011]。AdVpVI の膜傷

害性にとってその N 末端へリックス領域が不可欠であり、WT と L40F のペプチドはとも

に正の曲率誘導能を示した。したがって、N 末端へリックスに相当する WT や WT に対

して大きく膜傷害性を失っていない L40F のペプチドにおいても同様の機構で膜の傷

害をもたらすと考えられる。 

脂質二重層は、曲率の大きい膜ほど脂質分子のアシル鎖領域が露出した構造欠

陥が大きくなるため、両親媒性ペプチドの疎水面が相互作用しやすくなるとともに、疎

水面の膜への挿入がもたらすひずみの影響が、曲率の小さい膜における場合に比べ

て小さくなると予想される。これらのことから、WT と L40F の曲率依存的な膜傷害性の

違いは、曲率に伴う膜の構造やペプチド-膜相互作用様式の変化によって、膜の傷害

に対して支配的となる要因が異なったためだと考える。 

WT の膜傷害性が LUV の直径による影響を受けなかったのは、膜との親和性の向

上とひずみの影響の受けにくさのバランスによる。一方 L40F は、DSC の結果からペプ

チド－膜相互作用によるアシル鎖領域への影響が WT よりも小さいことが示唆されて

おり、200 nm LUV に比べてひずみの影響をうけにくい 50 nm の膜に対する膜傷害性

が低くなったと推測できる。タンパク質やペプチドの膜への浅い結合が、正曲率の誘

導や膜傷害にとって有利なことが、計算科学的[Campelo et al., 2008]及び実験的

[Matsuzaki, 1998]に示唆されている。DSC の結果から示唆されたアシル鎖領域との相

互作用の違いから、L40F が WT に比べて膜への結合状態が浅いと仮定すると、L40F

の方がひずみを介した膜傷害効果はより高くなる可能性が考えられる。平面に近い、

曲率のきわめて小さい GUV の膜は、ひずみの影響を受けやすい。そのため、GUV に

対し WT よりも L40F が高い膜傷害性を示した理由についても、ひずみの発生を介した

膜傷害性の大きさの違いから説明することができる。 

ただし、WT と L40F の性質の比較から示唆された、疎水面における脂肪族アミノ酸

と芳香族アミノ酸残基によって異なるペプチド－膜相互作用や、傷害性に対する曲率
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の影響については、曲率が異なる膜自体の物性や、膜上でのペプチドの会合状態等

の他の可能性も含めてより詳細に検討する必要がある。  

以上、ペプチドの膜傷害能と曲率の関係と、それに影響する膜結合状態への疎水

面の配列効果について知見を深めた本研究は、ウイルス宿主への感染様式の理解の

みならず、生体膜の構造や機能を制御する新しい方法の開発につながることが期待さ

れる。   
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第二章 

両親媒性ペプチドによる細胞膜の構造変化誘導に伴う 
アルギニンペプチドの膜透過促進 

 

HIV-1 Tat ペプチドや R8 などのアルギニンに富む膜透過性ペプチド（アルギニンペ

プチド）を用いて、細胞内に種々の薬物や生理活性タンパク質を導入できることが知ら

れている[Nakase et al., 2012; Stanzl et al ., 2013; Boisguérin et al., 2015; 

Kurrikoff et al., 2015; Lönn and Dowdy, 2015]。アルギニンペプチドの細胞内移行

経路としては、エンドサイトーシスを介する経路と細胞膜（形質膜）の直接透過によって

細胞内に至る経路があることが示されている[Lönn and Dowdy, 2015; Futaki et al., 

2013]。後者の経路を促進する要因として、グアニジド基と脂質頭部との相互作用等を

介したペプチドの細胞膜上への集積や膜電位などが指摘されてきた[Suzuki et al., 2

002; Perret et al., 2005; Rothbard et al., 2004](Figure 2-1A, B 左)。以前に、著者

らは、正曲率誘導能をもつクラスリン被覆ピット形成に関与するタンパク質 epsin-1 の N

末端ペプチド(EpN18)存在下で、オクタアルギニン（R8）の膜透過が促進されることを

報告している[Pujals et al., 2013]。これに加えて、曲率の高い膜ほど脂質膜に構造

欠陥が生じること[Bigay et al., 2003; Vanni et al., 2013]（Figure 2-1C）、R8 の直接

膜透過機構において、ペプチドと膜のアシル鎖領域との疎水性相互作用の重要性が

予測されること[Takayama et al., 2009; Takayama et al., 2012; Katayama et al., 2

011; Afonin et al., 2006; Alves et al., 2008; Mishra et al., 2011]（Figure 2-1B 右）

から、「曲率誘導による細胞膜の構造変化が R8 の膜透過を促進する」という透過促進

機序モデル（Figure 2-1D）を考えた。 

この仮説の検証を目的として、他の曲率誘導ペプチドが EpN18 と同様に R8 の膜透

過促進効果を有するのかを検討した。 
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A 

B 

Figure 2-1. (A) Factors to promote direct penetration of R8 through plasma membrane (left). Possible 

interaction of guanidino function of R8 with lipid-head phosphate via electrostatic interaction and bidentate 

hydrogen-bond (H-bond) formation (right). Although the guanidino functions are highly cationic and hydrophilic, 

other part of R8, including the peptide backbone and methylene groups in the side chains, may potentially be 

hydrophobic (right). (B) Possible interactions of R8 with lipid heads via H-bond formation and ion-pair 

formation (left) and a possible interaction of R8 with acyl chains via hydrophobic interaction (right). (C) 

Induction of membrane curvature results in an increase of membrane structural defect, where acyl chains in lipid 

cores are more exposed on the cell surface. This should allow an interaction of the peptide backbone of R8 with 

the lipid core and facilitate translocation of R8 across the membrane. (D) Schematic model of acceleration of R8 

direct penetration through the membrane with loose lipid packing. 

C 

D 
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第１節： 曲率誘導ペプチドによるアルギニンペプチド膜透過促進効果に関する検討 

 

膜変形活性を有するタンパク質に由来する両親媒性ペプチド（AHMR） 

以前報告した EpN18 に加えて、曲率誘導性を有する他の分子の存在下でも R8 の

膜透過が促進されるかどうかを確かめるため、曲率誘導ペプチドの候補となるペプチ

ドを準備した。EpN18 は、クラスリン被覆ピットの形成に関するタンパク質の一つである

epsin-1 の N 末端領域にあたる両親媒性へリックスペプチドである。曲率誘導ペプチド

の候補としては、epsin-1 と同様に細胞内で小胞の形成または輸送に関与し、かつ人

工脂質膜においてチューブ構造の形成能や膜融合能を示すことが報告されているタ

ンパク質において、膜の形態変化に重要とされる N 末端の両親媒性領域[Drin and 

Antonny, 2010]を選択した。これらのなかには、COPII 関連タンパク質の Sar1p[Lee et 

al., 2005]や BAR(Bin/amphiphysin/Rvs)[McMahon and Boucrot, 2015]の N 末端両親

媒性へリックスも含まれる。以上の配列に相当するペプチドに EpN18 を加えた計７種

類のペプチドをFmoc固相法によって合成した。C末端はアミド化し、酸化を防ぐためメ

チオニン残基はノルロイシンに置換した［Pujals et al., 2013; Radchenko et al., 2016］配

列（Table 2-1）として合成し、これらを AHMR（Amphipathic Helical peptide derived 

from Membrane Remodeling protein）と名付けた。 
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Table 2-1.  Nomenclature and sequences of AHMRｓ; Lα-to-HII phase transition temperature (TH) of DiPoPE in the 

presence of AHMRs, as observed by DSC. 

Peptide Sequencea TH (°C)b 

EpN18 XSTSSLRRQXKNIVHNYS-amide 44.3 

Sar1p(1-23) XAGWDIFGWFRDVLASLGLWNKH-amide 50.5 

Arf1(1-17) XGNIFANLFKGLFGKKE-amide 55.6 

EndoA1(2-21) SVAGLKKQFHKATQKVSEKV-amide 43.0 

dAmph(3-28) ENKGIXLAKSVQKHAGRAKEKILQNL-amide 35.9 

Bin1(8-33) GVTAGKIASNVQKKLTRAQEKVLQKL-amide 36.1 

BRAP(16-33) QVQKKFSRAQEKVLQKLG-amide 39.3 

 

a Peptides were prepared based on the sequences given in reference [Drin and Antonny, 2010]. X=Nle.  
b TH in the absence of peptide = 41.7˚C. Peptide:lipid molar ratio = 1:50 (lipid = 18.3 mM). 

※AHMR: Amphipathic Helical peptides derived from Membrane Remodeling proteins; DSC: differential scanning 

calorimetry. 

 

 

AHMR の曲率誘導性 

はじめに、合成したAHMRペプチドの曲率誘導性を、第一章第２節と同様に示差走

査型熱量測定(DSC)によって評価した。ペプチド非存在下での dipalmitoleoyl- 

phosphatidylethanolamine（DiPoPE）脂質膜のラメラ相(Lα)-逆ヘキサゴナル相(HII)転

移温度を測定したところ、Lα-HII 相転移温度は 41.7℃であった。各ペプチドをペプチ

ド対脂質のモル濃度比（P/L比）1:50となるように加えて調製したDiPoPE-MLVの相転

移を、昇温下でモニタリングしたところ、EpN18(+2.6℃)に加えて、Sar1p(1-23)(+8.8℃)、

Arf1(1-17)(+13.9℃)、またわずかながら EndoA1(2-21)(+1.3℃)存在下でも相転移温度

が上昇した（Table 2-1）。したがって、これら４つのペプチドは正の曲率誘導能を有す

ることが示唆された。一方、dAmph(3-28)(-2.4℃)、Bin1(8-33)(-5.6℃)、BRAP(16-33)

(-5.8℃)存在下では DiPoPE-MLV の相転移温度が低下したことから、これらのペプチ

ドは負の曲率誘導能を有することが示唆された（Table 2-1）。相転移温度を上昇、ま

たは低下させたペプチドの間で、配列に関して共通する特徴は認められなかった。 

 



23 

 

AHMR の二次構造 

AHMR 間 の 膜 相 互 作 用 に お け る 違 い に つ い て 検 討 す る た め 、

palmitoyloleoylphosphatidylcholine(POPC)/palmitoyloleoylphosphatidylserine(POPS) 

(3:1)-LUV 存在下でとりうる AHMR ペプチドの二次構造を CD スペクトルによって評価

した。LUV の直径は、extrusion 法により約 100 nm にそろえた。CD スペクトルにおいて、

どの AHMR も LUV 非存在下では 208 nm と 222 nm 付近にαへリックス特有の負のコ

ットン効果に基づく負の極大を示さなかった。LUV 存在下では、Sar1p(1-23)と

Arf1(1-17)は顕著な負の極大を示し、αへリックス構造をとることが示唆された（Figure 

2-2）。EpN18 は LUV の存在によってスペクトルが変化したものの、負の極大を示した

波長がずれており、へリックス性は Sar1p(1-23)や Arf1(1-17)に比べて低いことが示唆

された。EndoA1(2-21)、ｄAmph(3-28)、Bin1（8－33）、BRAP(16-33)は、LUV の存在に

よってスペクトルがほとんど変化しなかったため、POPC/POPS(3:1)を組成とする膜との

相互作用が弱い可能性が考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-2. CD spectra of the AHMRs (10 µM) in the presence of 0.50 mM (solid line) and 0.25 mM (dashed 

line) POPC/POPS(molar ratio=3:1)-LUVs, and in the absence of the LUVs (dotted line) in 10 mM Tris-HCl 

containing 150 mM NaCl (pH 7.4) at 37˚C. 
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AHMR の R8 膜透過促進効果に関する検討 

次に、EpN18 を含む正の曲率誘導能を有する AHMR が R8 の膜透過促進効果を示

すかどうかを調べた。FITC 蛍光標識した R8（10 µM）を単独で、あるいは各 AHMR と

一緒に HeLa 細胞に添加し、37℃の血清非存在下で 30 分間インキュベートした後、

PBS で wash して共焦点顕微鏡で観察した。FITC は、酸性条件下で蛍光強度が低下

することから、エンドソームに取り込まれた R8 に対して、細胞質に拡散した R8 の蛍光

シグナルが検出しやすくなることを期待して選択した。添加した AHMR の濃度は、細

胞毒性がみられた Sar1p(1-23)と Arf1(1-17)についてはそれぞれ 2.5 µM、10 µM とし、

その他のペプチドについては EpN18 が最大の効果を示す 40 µM[Pujals et al.,  

2013]とした。  

FITC-R8 10 µM のみで細胞を処理した場合には、細胞内にエンドソームと考えられ

る粒状の蛍光シグナルが認められた（Figure 2-3A）。FITC-R8 10 µM と EpN18 や

Sar1p(1-23)を一緒に処理した細胞では、80%以上の細胞で細胞全体に分布する

FITC 蛍光シグナルが認められた。EndoA1(2-21)と Bin1(8-33)で処理した場合には、

細胞全体に分布する FITC-R8 の蛍光シグナルが認められたのは 30%程度の細胞の

みだったが、FITC-R8のみ処理した場合に比べて FITC-R8 の拡散が認められた細胞

が有意に多かった（Figure 2-3A, B）。一方、Arf1(1-17)、dAmph(3-28), BRAP(16-33)

の場合には顕著な R8 の膜透過促進効果がみられなかった。以上の結果から、AHMR

のなかで EpN18 に加えて Sar1p(1-23)、EndoA1(2-21)、Bin1(8-33)が R8 の膜透過促

進効果をもつことが分かった。そのうちで、Sar1p(1-23)の効果が最も高いことが示され

た。脂質組成や濃度に関して、細胞実験との条件の違いはあるが、DSC の結果から示

唆された正または負の曲率誘導性やペプチドの配列、ならびに CD スペクトルから示

唆された二次構造と、R8 の膜透過促進効果との間に高い相関がみられなかった。た

だし、特に顕著な R8 膜透過促進効果を有する EpN18 と Sar1p(1-23)はともに正の曲

率誘導能をもつことが示された。 
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Figure 2-4. Changes in GP values (∆GP) of the plasma membrane by the treatment with AHMRs in the 

presence (A) and absence (B) of R8-Alexa594 (10 µM) for 5 min were plotted. The box plot was built from 

30-40 cells pooled across three independent experiments, showing the median (horizontal bars in the boxes), 

first and third quartiles (boxes), range (vertical bars), and outliers (circles) of all values, respectively. *, p<0.01; 

***, p<0.0001; n.s., not significant; two-way ANOVA and Bonferroni’s multiple comparison test. 

A B 

Figure 2-3. (A) Confocal microscopic observation of cells treated with 10 µM FITC-R8 alone or in the 

presence of AHMRs in α-MEM(–) for 30 min at 37°C. Scale bars, 50 µm. (B) Percentages of the cells having 

diffuse cytoplasmic FITC-R8 signals when treated with AHMRs. Cells were treated with FITC-R8 alone or in 

the presence of AHMRs as in (A) and the numbers of the cells with cytosolic FITC-R8 signals in 800–950 cells 

were counted. Data were represented as the mean ± standard deviation (SD) of three independent experiments. 

**, p<0.01; ***, p<0.001; n.s., not significant; Student’s t-test. 

A B 
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第２節： アルギニンペプチドの膜透過における細胞膜の脂質パッキング変化 

 

第１節において、R8の著しい膜透過促進効果を示した AHMRは正の曲率誘導能を

もっていたにもかかわらず、DSC で求めた曲率誘導性と膜透過促進効果との間には

必ずしも強い相関はみられなかった。そこで、細胞における膜透過の機序を調べる上

で、人工脂質膜ではなく細胞膜の構造に対するペプチドの影響を評価することが重要

だと考え、細胞膜の脂質パッキング状態の変化に着目した。 

アルギニンペプチドは、グアニジノ基と脂質頭部のリン酸基との間で水素結合およ

びイオンペアを形成することによって膜と相互作用すると考えられている[Nakase et al., 

2012; Stanzl et al., 2013; Perret et al., 2005; Rothbard et al., 2004]（Figure 2-1A, B）。

これに加えて、N 末端に疎水性のフェニルアラニン残基を含む配列や hexanoic acid

を修飾することでオリゴアルギニンの膜内移行を促進できるという報告[Takayama  

et al., 2009; Takayama et al., 2012; Katayama et al., 2011]などから、アルギニンペプチ

ドの膜透過過程においては疎水性相互作用も重要であると考えられる（Figure 2-1B）。

一方、曲率が高い膜ほど脂質分子のアシル鎖領域が露出するような構造欠陥(lipid 

packing defect)が増加することが示されている[Bigay et al., 2003; Vanni et al., 2013]

（Figure 2-1C）。以上に基づき、両親媒性ペプチドと膜との相互作用がもたらす脂質パ

ッキング密度の変化が、アルギニンペプチドの膜透過過程に影響する可能性につい

て検討を行うことにした。 

細胞膜の脂質パッキング状態の変化は、極性感受性蛍光プローブである

di-4-ANEPPDHQ (2-hydroxy-3-[2-[(2-hydroxyethyl)dimethylaminio]ethyl]-4- 

[2-[6-(dibutylamino)-2-naphthyl]ethenyl]pyridinium dibromide)を用いた共焦点顕微

鏡観察によってモニタリングした[Jin et al., 2006; Owen et al., 2006; Owen et al., 2011]。

di-4-ANEPPDHQ は、人工膜と生体膜両方において脂質パッキング状態を評価する

のに用いられており、膜結合性のペプチドと共存させても蛍光がその影響を受けない

ことが確認されている[Dinic et al., 2011]。Laudan が同様に広く用いられているが、励

起光として通常用いる 488 nm レーザーを用いることができる点、比較的膜透過性が低

い と い う 報 告 が あ る こ と か ら 、 本 研 究 で は di-4-ANEPPDHQ を 採 用 し た 。

di-4-ANEPPDHQ の蛍光波長は、極性の高い環境下（脂質パッキングが疎である場
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所など）において、長波長側へシフトする。本実験では、蛍光顕微鏡画像から 510-550 

nm と 630-670 nm の 2 つの波長域における蛍光強度の差と和の比を計算した。この

値は Generalized polarization(GP)値と呼ばれ、脂質パッキング密度の評価に用いられ

ている[Owen et al., 2011]。GP 値の低下は、脂質パッキング密度が低下する変化を反

映すると解釈できる。 

 

AHMR と R8 による細胞膜の脂質パッキング変化 

まず、AHMR と R8 を一緒に処理した時の細胞膜の脂質パッキング変化と、R8 の膜

透過の有無との相関について検討した。di-4-ANEPPDHQ で脂質膜を染色した HeLa

細胞に、R8-Alexa594(10 µM)と各 AHMR を同時に添加し、細胞膜の di-4- 

ANEPPDHQ の蛍光変化を観察した。R8 の蛍光標識として、励起波長が di-4- 

ANEPPDHQ とは異なり、かつ継時的に撮影を行う際に退色しづらい、Alexa594 を選

択した。細胞をペプチドで処理する際には、ペプチドの DMSO 溶液をα-MEM(−)で

希釈したものを用いることから、DMSO 自体の膜流動性への影響を考慮して、第 1 節

の細胞実験条件から添加するペプチド量を約半分に減らし、Sar1p(1-23)(1 µM)、

Arf1(1-17)（10 µM）、その他のペプチドは20 µMの最終濃度になるようそれぞれ処理し

た（DMSO の最終濃度＝0.5%）。Figure 2-3 で FITC-R8 の膜透過を促進した 4 つの 

AHMR 存在下において、R8-Alexa594 の透過が同様に促進されることが確認された。

また、ペプチド添加前から添加後 5 分の GP 値の変化量（ΔGP）を算出したところ、R8

-Alexa594 のみを添加した場合に比べて、AHMR 存在下では有意に GP 値が低下す

ることがわかった(Figure 2-4A)。これらのことから、R8 の膜透過が促進される条件では、

同濃度の R8 のみの場合に比べて細胞膜の脂質パッキング密度が低下することが示

唆された。 

次に、AHMR のみによっても細胞膜の脂質パッキング密度に影響を及ぼすのかどう

かを検討するために、di-4-ANEPPDHQ で染色した HeLa 細胞を同じ濃度の各 AHMR

で処理し、細胞膜 GP 値の変化を評価した(Figure 2-4B)。5 分間の処理によるΔGP を

同様に算出したところ、EpN18 と Sar1p(1-23)は細胞膜の GP 値を著しく低下させ、それ

らに比べてΔGP の絶対値は小さいものの、dAmph(3-28)と Bin1(8-33)もペプチド非存

在下に比べて有意にGP値を低下させることがわかった。このように、R8の膜透過促進
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効果を示したペプチドのうち、EpN18, Sar1p(1-23)と Bin1(8-33)は、それ自体でも細

胞膜の脂質パッキング密度を低下させる効果をもつことが示された。dAmph(3-28)はそ

れ自体が脂質パッキング密度を低下させる効果をもつにもかかわらず、R8-Alexa の共

存下ではGP値に有意な変化が見られなかった。DSCやCDスペクトルの結果と同様、

細胞膜における GP 値の変化の大小に関しても、ペプチド配列との著明な相関は認め

られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

Figure 2-5. (A, B) Time-lapse images of di-4-ANEPPDHQ-stained HeLa cells in pseudo-color of GP values 

(top), R8-Alexa594 (middle) and DIC (bottom panels) 0.5–2.0 min after treatment with R8-Alexa594 (10 µM) 

in the presence of EpN18 (20 µM) (A) or Sar1p(1-23) (1 µM) (B) in α-MEM(–) at 37°C. Scale bars, 20 µm. (C, 

E) (top) Enlarged pictures of selected areas (dashed line) in the GP images. Representative R8-Alexa594 influx 

and control areas subjected to analysis were marked by a solid circle with an arrow and a dotted circle with an 

arrowhead, respectively. (bottom) Distributions of GP values of plasma membrane areas (80 pixels/area) 

selected in top panels 0.5 min (empty) and 2.0 min (blue) after treatment with each peptide (see experimental 

section). (D, F) Changes in GP values (∆GP) of influx or control areas 0.5–2.0 min after treatment with 

R8-Alexa594 (10 µM) in the presence of EpN18 (20 µM) (D) or Sar1p(1-23) (1 µM) (F). The box plots were 

built from 131 and 129 (D) or 126 and 124 (F) influx and control areas pooled across three independent 

experiments, respectively. **, p<0.001; ***, p<0.0001, Student’s t-test.  

 

B 

E D F 

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

S
ar

1
p
-
in

fl
u
xΔ

G
P

S
ar

1
p
-
u
n
in

fl
u
xΔ

G
P

Δ
G
P

 

** 
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

E
p
N

1
8
-
in

fl
u
xΔ

G
P

E
p
N

1
8
-
u
n
in

fl
u
xΔ

G
P

Δ
G
P

 

*** 



29 

 

R8 の流入点と脂質パッキング変化の空間的な相関の検討 

細 胞 膜 上 で の 脂 質 パ ッ キ ン グ の 変 化 の 詳 細 を 明 ら か に す る た め に 、

di-4-ANEPPDHQ蛍光と同時にR8-Alexa594の局在を観察した。これまでに、R8は細

胞膜の全体からではなく、膜上の一点もしくは限られた数点から細胞内へ流入するこ

とが報告されており[Takeuchi et al., 2006; Brock, 2014; Duchardt et al., 2007; Kosuge 

et al., 2008; Hirose et al., 2012]、EpN18 存在下で R8 の膜透過が促進される場合にも

同様に流入することが観察されている[Pujals et al., 2013]。di-4-ANEPPDHQ で染め

た HeLa 細胞を、EpN18 または Sarp1(1-23)存在下で R8-Alexa594 で処理し、ペプチド

添加後から 30 秒ごとに 5 分間の撮影を続けた。GP 値を反映させた疑似カラーで示し

た図において、R8-Alexa594 の流入点に対応する部分で、他の領域よりも顕著なピン

ク色から青色への変化が観察された（Figure 2-5A, B, C, E）。GP 値のヒストグラムから、

ペプチドの添加 0.5 分後に比べて 2 分後では流入点を含む領域（Influx area, 80 pixel）

における GP 値の分布がより低い値にシフトしていることが確認できた（Figure2-5C, E）。

さらに、流入点において局所的に 0.5 分後から 2 分後の GP 値の変化量が大きいかど

うかを定量的に評価するために、R8-Alexa594 の蛍光画像から判断した流入点(Influx 

area)と 流入点ではない領域(非流入点、Control)を一つあたり 80 pixel の領域として

選択し、各 pixel 間のΔGP の平均を求めてその分布を比較した（Figure 2-5D, F）。そ

の結果、EpN18 と Sar1p(1-23)のどちらの存在下においても、R8-Alexa594 の流入点の

方が非流入点よりも GP 値の変化量が大きいことがわかった。これらのことから、

R8-Alexa594 の流入点では、非流入点よりも脂質パッキング密度の低下が著しいこと

が示唆された。 

以上の結果より、脂質パッキング密度の低下が R8 の膜透過に関与していると考えら

れた。EpN18 や Sar1p(1-23)、Bin1(8-33)は、顕著なパッキング密度の低下と R8 膜透

過促進効果を示したが、いずれの場合にも R8 存在下の方が GP 値の低下は著しく、

パッキング密度の変化量が大きいことが示唆された（Figure 2-3, 2-4）。また、EndoA1

(2-21)や dAmph(3-28)、Arf1(1-17)は、GP 値の低下と膜透過促進効果がパラレルでは

なかった（Figure 2-3B, 2-4）。したがって、脂質パッキング密度の低下が R8 の膜透過

を促進する要因として寄与しているのか、それとも R8 の透過に伴う結果生じたのかは

ここまでの実験では判断できず、両方の可能性が考えられた。 
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第３節： アルギニンペプチドの直接膜透過促進機序の検討 

 

R8 の流入点における脂質パッキング変化の寄与 

脂質パッキング密度の低下が、R8 の直接膜透過の要因であるのかどうかを調べる

ために、R8 の流入点と非流入点における脂質パッキング状態を、R8 の添加前後でそ

れぞれ比較した。 

まず、R8 のみで直接膜透過する条件について検討した。R8 の膜透過経路は濃度

依存的に異なり、高濃度においては直接膜透過することが知られている[Lönn and  

Dowdy, 2015; Futaki et al., 2013]。Figure 2-6A で示すように、FITC-R8 10 µM で 3

0 分細胞を処理した場合には、細胞内にエンドソーム様の粒状蛍光シグナルしかほぼ

認められなかったのに対して、20 µM でインキュベートすると細胞全体に拡散した蛍

光シグナルが認められた（Figure 2-6A）。di-4-ANEPPDHQ で染めた HeLa 細胞を 20

 µM の R8-Alexa594 で処理した場合、1 分後には細胞膜の複数の点から細胞内に流

入する蛍光シグナルが観察され、3 分後以降には半分以上の細胞で細胞全体に拡散

した蛍光シグナルが認められた（Figure 2-6B, C）。R8-Alexa594の添加前から経時的

に共焦点顕微鏡で di-4-ANEPPDHQ と R8-Alexa594 の蛍光を撮影し、R8-Alexa594

の蛍光シグナル画像から判断した流入点(Influx area)と非流入点(Control)（一点あた

り 80 pixel、それぞれ n=204, 206）の GP 値の平均をそれぞれ求めた。撮影を開始さ

せてから 1.5 分後（R8-Alexa594 添加 1.5 分前）の GP 値の分布を比較したところ、R8-

Alexa594 を添加する前は、流入点の GP 値が非流入点に比べて低かった（Figure 2-6

D, E）。このことから R8-Alexa594 は、他よりも脂質パッキングが疎である領域から細胞

内へ流入することが示唆された。一方、R8-Alexa594 を添加してから 1.5 分後において

も、流入点の GP 値が非流入点に比べて低く、同じ流入点で比較しても添加後の GP

値が低かった（Figure 2-6D, E）。このことから、R8-Alexa594 の膜透過によって脂質パ

ッキング密度が低下することが示唆された。したがって、高濃度のR8-Alexa594が細胞

膜と相互作用する場合には、脂質パッキングが疎の状態は R8 の直接膜透過の条件と

なりうるとともに、膜透過の結果として誘起されうることが分かった。 
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D 

Figure 2-6. (A) Treatment of HeLa cells with 20 µM FITC-R8 for 30 min in α-MEM(–) at 37°C yielded 

cytoplasmic appearance of FITC-R8 signals, whereas the 10 µM peptide only yielded punctuate signals. Scale 

bars, 20 µm. (B, C) Time-lapse fluorescence images of R8-Alexa594 (top) and di-4-ANEPPDHQ images 

converted into pseudo-colors of GP values (bottom). The images were taken before, 0.5, 1.0, 1.5 (B) and 3.0 

min (C) after addition of R8-Alexa594 (20 µM) in α-MEM(−) at 37°C. GP values of the area of R8-Alexa594 

influx (a solid circle with an arrow) and that of the area with no influx (a dotted circle with an arrowhead) were 

compared. The cell shapes in R8-Alexa594 and differential interference contrast (DIC) images are outlined by 

blue or white dashed lines, respectively (B, C). Scale bars, 20 µm. (D) Distributions of GP values of plasma 

membrane areas (80 pixels/area) selected in (B) (80 pixels/area) before and 1.5 min after the exposure to 

R8-Alexa594. (see experimental section). GP of the CPP-entry areas (Influx area, orange) and non-permeable 

locations (Control, empty). (E) GP values of the peptide influx areas and of the control areas before and 1.5 min 

after R8-Alexa594 treatment. The box plot was built from analysis of 204 and 206 individual influx and control 

areas pooled across five independent experiments, respectively. ***, p<0.0001; two-way ANOVA and 

Bonferroni’s multiple comparison test. 

C 

E 

B 
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次に、EpN18、Sar1p(1-23)による脂質パッキング密度の低下が、R8 膜透過を促進

する要因として寄与するのかどうか調べるために、両親媒性ペプチドで前処理した 

HeLa 細胞に対して、R8-Alexa594 を添加する前と後の流入点と非流入点における GP

値を比較した。これらの両親媒性ペプチドを 5 分間前処理した細胞においても、添加

後0.5分後にはR8-Alexa594 の直接膜透過が観察された（Figure 2-7A, B）。ここで観

察された流入点と非流入点（一点あたり 80 pixel）のそれぞれに対応する領域につい

て、EpN18 で前処理後に、R8-Alexa594 を加える前の GP 値を比較したが、有意差は

なかった（Figure 2-7C、左）。これは、Sar1p(1-23)で前処理した場合でも同じであった

（Figure 2-7D、左）。したがって、EpN18 や Sar1p(1-23)存在下で R8-Alexa594 の膜透

過が促進される場合には、脂質パッキング密度は流入点を決定する直接的な要因で

はないと考えられる。ただし、R8-Alexa のみによる直接膜透過では、脂質パッキング密

度がもともと他よりも低い領域が流入点となっていた（Figure 2-6E、左）。R8-Alexa594

の局所的な濃度は脂質パッキング状態以外の要因によっても左右されるので、Figure

 2-4B から示唆される EpN18 や Sar1p(1-23)による細胞膜のパッキング密度の低下は、

直接膜透過を達成するのに必要な R8-Alexa594 の局所的な濃度の閾値を下げるため

に寄与している可能性が考えられる。 

一方、R8-Alexa594 を添加して 1.5 分後の GP 値は、EpN18 で前処理した場合には、

流入点の方が非流入点よりも低かった(Figure 2-7C、右)のに対して、Sar1p(1-23)で前

処理した場合には、流入点と非流入点の差はほとんどなかった(Figure 2-7D、右)。こ

のことから、R8-Alexa594 の流入に伴うさらなる脂質パッキング密度の低下の程度は、

EpN18 存在下と Sar1p(1-23)存在下において異なることが示唆された。また、前処理に

よる細胞膜の GP 値の変化量（ΔGP）は、EpN18 では流入点と非流入点の間で有意差

は認められなかったのに対して、Sar1p(1-23)では流入点の方が変化量が大きかった

（Figure 2-7E）。これより、EpN18 と Sar1p(1-23)はともに細胞膜の脂質パッキング密度

を低下させる作用をもっているにもかかわらず、配列の違い（Table 2-1）や二次構造

の違い（Figure 2-2 より示唆）などによって、誘起する脂質膜の構造変化などの膜透過

促進機序の詳細が異なっていると予想される。ただし、その解明のためにはさらなる検

討が必要である。 
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Figure 2-7. (A, B) Time-lapse images of cells in pseudo-color of GP values (top) and R8-Alexa594 (bottom). 

HeLa cells stained with di-4-ANEPPDHQ were pretreated with EpN18 (20 µM) (A) or Sar1p(1-23) (1 µM) (B) 

in α-MEM(–) for 5 min at 37°C, then R8-Alexa594 was added to give a final concentration of 10 µM. Images of 

cells before treatment, 3.5 min after EpN18/Sar1p(1-23) treatment (or 1.5 min before R8-Alexa594 addition), 0.5 

min and 1.5 min after R8-Alexa594 addition were given. Representative R8-Alexa594 influx and non-influx 

points were marked by arrows and arrowheads, respectively. Scale bars, 20 µm. (C, D) GP values of influx and 

control areas of 1.5 min before (left) and 1.5 min after (right) R8-Alexa594 addition. (E) Changes in GP values 

(∆GP) of the plasma membranes in pretreatment with EpN18/Sar1p(1-23) for 3.5 min. The box plot was built 

from 119 and 125 (C, E: EpN18) or 121 and 101 (D, E: Sar1p(1-23) influx and control areas pooled across three 

independent experiments, respectively. ***, p<0.0001; n.s., not significant; two-way ANOVA and Bonferroni’s 

multiple comparison test. 

B 

E C D 
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R8 の直接膜透過時の EpN18、Sar1p(1-23)の局在 

R8 の膜透過を促進する効果が最も高かった Sar1p(1-23)の膜上の局在と、R8 の流

入の様子を観察するために、R8 と Sar1p(1-23)をそれぞれ Alexa488 と Alexa594 で蛍

光標識して、共焦点顕微鏡で経時観察をした。R8-Alexa488 は細胞表面の特定のポ

イントから細胞内へ流入する蛍光シグナルが観察されたのに対して、Sar1p(1-23)-Ale

xa594 は細胞内に移行せず、R8-Alexa488 の流入点付近に集積するのが観察された

（Figure 2-8A）。この結果は、既報告[Pujals et al., 2013]の蛍光標識をつけた EpN18

の局在の様子と同様だった。また、微分干渉像で、PyB や EpN18 存在下での R8 の流

入点[Takeuchi et al., 2006; Pujals et al., 2013]や、高濃度の R8 や他のアルギニン

ペプチドの流入点［Kosuge et al., 2008; Hirose et al., 2012］で観察されたと同様に、

R8-Alexa488 の流入点付近に粒状の構造物が形成されるのが認められた。 

EpN18 と Sar1p(1-23)は、それだけで細胞膜の脂質パッキング密度を低下させる効

果をもつ(Figure 2-4B)が、局所的にパッキングを疎にすることで流入点の形成に寄与

するわけではないことがこれまでの結果から示唆されている（Figure 2-7C, D）。また、

R8 の流入によっても脂質パッキング密度が低下することが示唆されている（Figure 2-6

E）。これらに基づくと、EpN18 や Sar1p(1-23)の流入点への集積は、R8 の流入の結果

パッキングが疎になったことによると推測できる。また、疎水面と膜との相互作用が有

利になるために、EpN18 や Sar1p(1-23)は脂質パッキングが疎の領域の膜において結

合状態が安定する可能性が高いこととも矛盾しない。特に EpN18 については、流入点

への集積がさらなる脂質パッキング密度の低下をもたらし、R8 の膜透過を促進する可

能性も考えられる。ここまでの実験結果から、Figure 2-8B に示す膜透過促進機序の

モデルが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Figure 2-8. (A) Time-lapse images of HeLa cells treated with R8-Alexa488 (10 µM) in the presence of 

Sar1p(1-23)-Alexa594 (1 µM) in α-MEM(–) at 37°C. Arrows indicate the influx points of R8-Alexa488 (top 

panels), the accumulation of Sar1p(1-23)-Alexa594 (middle panels), and the particle-like structure formation on 

the plasma membranes (bottom panels). Scale bars, 20 µm. (B) Schematic model of enhancing R8 membrane 

penetration in the presence of EpN18 or Sar1p(1-23). Amphipathic peptides may accumulate at R8 influx points, 

accompanying lipid packing loosening. 

B 
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PyB と EpN18、Sar1p(1-23)の膜相互作用における相違点 

Pyrenebutyrate (PyB)は、R8 の直接膜透過を促進する効果をもつ低分子化合物で

ある[Perret et al., 2005; Takeuchi et al., 2006]。PyB を用いた膜透過の方法は、ユビキ

チンの in-cell NMR 測定における標識タンパク質の導入などのケミカルバイオロジーの

分野において強力なツールとして利用されている[Inomata et al., 2009]。PyB は、水素

結合を介してアルギニン残基と疎水性の複合体を形成し、それによってアルギニンの

カチオン性が解消されることで、膜透過性ペプチドの細胞膜の透過を有利にすると推

測されている（Figure 2-9A）。さらに、人工脂質膜モデルを用いた実験では、相分離状

態 を 解 消 し た こ と か ら 、 膜 の 流 動 性 を 増 大 さ せ る 効 果 が 示 唆 さ れ て い る 

[Katayama et al., 2013]。以上の背景に基づき、PyB による R8 の直接膜透過促進機序

と、EpN18 や Sar1p(1-23)による機序との共通点の有無について検討するために、 

PyB についても同様の実験を行った。 

 

まず、PyB の曲率誘導性について、AHMR と同様に DiPoPE-MLV を用いた DSC に

よる評価を行った。PyB は、人工脂質膜モデルにおいてチューブ構造を誘導すること

から、膜変形活性を有することが示唆されている[Katayama et al., 2013]。DSC の結

果では、DiPoPE-MLV の Lα-HII 相相転移温度が PyB 存在下では非存在下に比べて

約6℃上昇していた（Figure 2-9B）。このことから、PyBは正の曲率誘導能を有すること

が示唆された。 

 

次に、PyB 処理による細胞膜の脂質パッキングの変化を di-4-ANEPPDHQ を用い

て評価した。di-4-ANEPPDHQ で染色した HeLa 細胞に PyB(25 µM)と R8 を同時に添

加し、添加前から添加後 5 分後のΔGP を算出したところ、R8-Alexa の流入が確認さ

れるとともに、R8-Alexa のみの場合と比べて有意に GP 値が低下した（Figure 2-9C）。

したがって、R8 の直接膜透過が促進される本条件では、AHMR の場合と同様に同濃

度の R8 のみの場合に比べて細胞膜の脂質パッキング密度が低下することが示唆され

た。また、PyBのみの処理にも著しいGP値の低下が認められたので、PyB自体に細胞

膜の脂質パッキング密度を低下させる効果があることも示唆された（Figure 2-9C）。 
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さらに、EpN18/Sar1p(1-23)存在下で観察されたように、PyB 存在下でも R8-Alexa 

594 の流入点において非流入点よりも著しい GP 値の低下がみられ、流入点における

パッキング密度の局所的な低下が示唆された（Figure 2-10A, B）。このように、PyB 存

在下での R8 の直接膜透過の場合にも、EpN18 や Sar1p(1-23)と同様に、脂質パッキン

グの密度の低下が寄与している可能性が示唆された。しかし、PyB 処理時の細胞膜の

GP 値の変化は、両親媒性ペプチド存在下で R8 の膜透過が促進された場合と比べて

大きく、R8-Alexa594 の有無によってΔGP はほぼ変わらなかった（Figure 2-9C）。した

がって、PyB が細胞膜のパッキング密度を低下させる効果は、EpN18 や Sar1p(1-23)よ

りも大きいと考えられる。 

さらに、PyB による脂質パッキング密度の低下の R8 膜透過促進への寄与について

検討するため、前もって 5 分間 HeLa 細胞を PyB で処理した後に R8-Alexa594 を添加

し、R8-Alexa594 を加える前と後における流入点と非流入点（80 pixel/area、n=132,  

131）での GP 値を比較した。その結果、PyB 処理時も、R8-Alexa594 を添加する前の

流入点と非流入点の GP 値の間には有意差が見られなかった（Figure 2-10C, D 左）。

また、R8-Alexa594 添加後の流入点と非流入点の間にも、さらに同じ流入点において

R8-Alexa594 の添加前と後の間でも、GP 値に顕著な違いが見られなかった（Figure 

2-10D）。しかし、PyB 処理によって流入点の方が非流入点よりも著しく GP 値が低下し

A B C 

Figure 2-9. (A) PyB may work as a hydrophobic counter anion to form complexes with R8 and to greatly 

accelerate R8 translocation through the membrane. (B) DSC thermograms showing the effect of PyB on the 

Lα-to-HII phase transition of DiPoPE-MLVs (18.3 mM) at a PyB to lipid ratio of 1:200. Dotted and solid lines 

represent thermograms in the absence and presence of PyB, respectively. (C) ∆GPs of the plasma membrane by 

the treatment with R8-Alexa594 (10 µM) and/or PyB (25 µM) for 5 min were plotted. The box plot was built 

from 30-40 cells pooled across three independent experiments. ***, p < 0.0001; n.s., not significant; two-way 

ANOVA and Bonferroni’s multiple comparison test.  
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た（Figure 2-10E）。このことから、脂質パッキング密度を低下させる効果の大きさは異

なるが、EpN18 や Sar1p(1-23)と同様に、PyB による脂質パッキング密度の低下が

R8-Alexa594 の流入点を決定する要因の一つとして寄与する可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-10. (A) (left panels) Time-lapse images of di-4-ANEPPDHQ-stained HeLa cells in pseudo-color of GP 

values, R8-Alexa594 (middle), and DIC (bottom) before and 0.5 min to 2.0 min after treatment with PyB (25 

µM) /R8-Alexa594 (10 µM) in α-MEM(–) at 37°C (top of right panels). Enlarged pictures of selected areas 

(dashed line). Representative R8-Alexa594 influx and control areas were marked by solid circles with arrows and 

dotted circles with arrowheads, respectively. (bottom of right panels) Distributions of GP values of Distributions 

of GP values of plasma membrane areas (80 pixels/area) selected in top panels (80 pixels/area) at 0.5 min 

(empty) and 2.0 min (blue) after treatment with R8-Alexa594 and/or PyB (see experimental section). (B) ∆GPs in 

0.5–2.0 min of selected areas. The box plot was built from 132 and 131 influx and control areas pooled across 

three independent experiments, respectively. ***, p<0.0001; Student’s t-test. (C) Time-lapse images of cells in 

pseudo-color of GP values (top) and R8-Alexa594 (bottom). HeLa cells stained with di-4-ANEPPDHQ were 

pretreated with PyB (25 µM) in α-MEM(–) for 5 min at 37°C then R8-Alexa594 was added to give a final 

concentration of 10 µM. Images of before treatment, 3.5 min after PyB treatment, 0.5 min and 1.5 min after 

R8-Alexa594 addition were given. Representative R8-Alexa influx and control areas were marked by an arrow 

and an arrowhead, respectively. Scale bars, 20 µm. (D) GP values of influx area and control area of 1.5 min 

before/after R8-Alexa594 addition. n.s., not significant; two-way ANOVA and Bonferroni’s multiple comparison 

test. (E) ∆GPs of selected areas in pretreatment with PyB for 3.5 min. ***, p<0.0001; Student’s t-test. The box 

plots were built from 145 and 141 influx and control areas pooled across three independent experiments, 

respectively. 
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考察 

 

本研究において、曲率誘導能を有し、R8 の直接膜透過を促進する両親媒性ペプ

チド Sar1p(1-23)を見出し、R8 の膜透過機序の要因の一つとして細胞膜の脂質パッキ

ング密度の低下を新たに指摘した。この知見は、これまで提唱されてきたアルギニン

ペプチドの膜透過機序モデル[Nakase et al., 2012; Stanzl et al., 2013; Futaki et 

al., 2013; Verdurmen et al., 2006]とともに、膜透過の分子メカニズムの全体像の解

明に大いに資するものである。しかし、DSC で評価された曲率誘導性や細胞膜のパッ

キング密度への影響と相関するようなペプチド配列上の特徴は現時点では認められ

なかった。AHMR の膜活性と配列との関係、および脂質パッキング密度を低下させる

効果と、細胞毒性（膜傷害性）との相関について明らかにするには、ペプチド－膜相

互作用様式の詳細について更に検討する必要がある。 

また、ペプチドによる膜の曲率変化の結果として脂質パッキング密度が低下したの

ではなく、ペプチドの挿入による膜のパッキング密度の低下がその脂質二重層に非対

称性を生むことで、曲率変化が誘導される可能性も考えられる。したがって、AHMR 間

の曲率誘導性やパッキング密度への影響の違いは、配列によって DiPoPE-MLV と細

胞膜との相互作用の強弱や結合様式が異なることを反映している可能性が考えられる。

例えば、Sar1p(1-23)と Arf1（1‐17）は、人工脂質組成の LUV 存在下でαへリックス構

造をとることが示唆され、かつ DiPoPE-MLV の相転移温度を著しく上昇させた。さらに、

２つのペプチドはともに HeLa 細胞に対して毒性を示したにもかかわらず、細胞膜のパ

ッキング状態への影響は異なった。Arf1(1-17)が細胞膜と相互作用していない可能性

は低いため、Sar1p(1-23)と異なる活性を示す原因については細胞膜との結合状態に

関して比較検討する必要がある。 

これらに基づくと、ターゲットとする生体膜の脂質組成との親和性、および結合によ

る脂質パッキングにもたらす影響の程度を調節することができれば、特異的に膜の構

造変化を制御するような分子ツールの創製、および膜を標的とする新たな疾患治療へ

の応用へつながることが期待される。 
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総括 

 

タンパク質やペプチドでみられる両親媒性へリックスは、脂質二分子膜を基本構造

とする生体膜と相互作用し、膜の構造変化をもたらすような重要な役割を果たすことが

ある。本研究では、アミノ酸配列の合理的な設計によって両親媒性ペプチドの膜に対

する作用を制御することを目指し、膜の曲がり具合「曲率」の変化を誘導する両親媒性

ペプチドの膜相互作用に関して情報を得ることに焦点をおいた。第一章ではモデル

配列の膜傷害における疎水面の配列効果について、第二章では細胞膜透過性ペプ

チドのオクタアルギニン（R8）の膜透過促進効果について検討を行った。 

 

第一章では、AdVpVI の N 末端両親媒性へリックス領域に相当するペプチド（WT）

をモデルとして用いることで、両親媒性ペプチドにおける疎水性アミノ酸の役割につい

て興味深い知見が得られた。WT は疎水面に４つの芳香族アミノ酸残基を有するにも

かかわらず、40 位ロイシンの芳香族アミノ酸への置換（L40F, L40W）によってその膜相

互作用様式が変化した。DOPC/DOPS 組成の 200 nm 直径の LUV 膜に対する膜傷害

性には大きく影響しなかったが、同組成の 200 nm LUV 膜上での二次構造を変化させ

た。特に L40F は WT と比べ、アシル鎖領域との相互作用の低下や同組成の曲率の高

い膜(50 nm LUV)に対する傷害性の低下を示した。これらのことから、疎水面を構成す

るアミノ酸残基の種類によって、二次構造や脂質膜との相互作用様式、ならびにペプ

チドの傷害性に対する膜曲率の影響を制御できる可能性が示唆された。 

しかし、本実験でみられたような疎水面の脂肪族アミノ酸と芳香族アミノ酸によるペ

プチド-膜相互作用の違いは、親水面の配列が異なる他の両親媒性ペプチド配列で

は再現されない可能性も考えられる。また、ペプチドの傷害性に対する曲率の影響は、

曲率が左右する膜自体の物性や膜上でのペプチドの会合状態など、他の要因の影

響も否定できない。したがって、疎水性アミノ酸残基の種類による両親媒性ペプチドの

膜に対する作用の変化の法則を得るためには、さらなる検討が不可欠だろう。 
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第二章では、曲率誘導ペプチドが R8 の膜透過促進効果を有するのかどうかを検

討する過程で、ペプチドによる細胞膜の構造変化と R8 の膜透過に寄与する要因に

ついて新たな知見が得られた。膜変形能を有する小胞形成関連タンパク質の N 末

端両親媒性ヘリックス領域に相当するペプチドのうち、正の曲率誘導性を有する 

Sar1p(1-23)と EpN18 が特に顕著な R8 の膜透過促進効果を示した。di-4- 

ANEPPDHQ を用いて細胞膜の脂質パッキング状態を評価した結果、R8 の直接膜

透過が観察された条件では脂質パッキング密度が低下していること、および EpN18

と Sar1p(1-23)はそれら自体が細胞膜のパッキング密度を低下させる効果を有するこ

とが示唆された。さらに、R8 のみで直接膜透過する条件では脂質パッキングが疎で

ある領域から細胞内へ流入することが示唆され、R8 の直接膜透過を促進する低分

子 Pyrenebutyrate (PyB)も、EpN18 や Sar1p(1-23)と同様の膜に対する作用（曲率誘

導能、脂質パッキング密度の低下）を有することが分かった。以上より、脂質パッキン

グ密度の低下が R8 の直接膜透過機構に寄与している可能性が示された。 

ただし、EpN18 や Sar1p(1-23)、PyB で細胞を前処理した場合には、R8 の流入点

となる領域で特異的な脂質パッキング密度の低下は見られなかった。R8 が高濃度

において直接膜透過すること、R8 の膜上の集積が膜透過の促進要因として指摘さ

れていること[Suzuki et al., 2002]から、パッキング密度が局所的に低いことが R8 の流

入点を決定するのではなく、細胞膜全体のパッキングが緩められたことにより、R8 が

それほど膜に集積していない場合にも膜透過できるようになった可能性が考えられ

る。したがって、直接膜透過機構の解明には、細胞膜の構造変化と膜上のペプチド

の分布を左右する要因との総合的な理解が不可欠といえる。また、曲率誘導能や

細胞毒性とパッキング密度の低下効果との相関の有無を明らかにするには、ペプチ

ドの配列によって異なる膜相互作用の詳細についてさらに検討する必要がある。 

 

これらの結果から、両親媒性ペプチドによる脂質膜の構造変化を予測する際に、

曲率よりもパッキング密度への影響を考慮することの重要性を指摘したい。本研究

で得られた知見は、脂質膜を標的とする分子ツールとなる両親媒性ペプチドの設計

指針として活用するには十分ではないが、その土台としてきわめて有用なものである

といえるだろう。 
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実験の部 

 

第一章 

 

N 末端アセチル化ペプチドの合成 

 ペ プ チ ド の 合 成 に 用 い た Fmoc ア ミ ノ 酸 、 N-hydroxybenzotriazole(HOBt) 、

2-(1H-benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethiyluronium hexafluorophosphate(HBTU)は、

ペプチド研究所から購入した。ペプチドは全て C 末端アミド型とし、TGS-RAM 樹脂

（島津製作所）を用いて PSSM-8 ペプチド固相合成機（島津製作所）によって自動合

成した。得られたぺプチドの N 末端を、無水酢酸と N-methylmorphiline(NMM)存在下、

DMF 中で 2 時間 30℃で反応させることによってアセチル化した。樹脂からの切り出し

と脱保護は、trifluoroacetic acid-ethandithiol(95:5)で室温下 2.5 時間処理することで行

った。精製は逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で行い、カラムにはナカライテス

ク社の COSMOSIL5C18AR-II ならびに COSMOSIL5C4-AR-300 (10×250 mm)を用い

た。 

 

ペプチドの同定 

精製したぺプチドは、凍結乾燥後、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法-飛行

時間型質量分析(MALDI-TOF MS)で質量を測定し、理論値との一致を確認した。合

成した各ペプチドのアミノ酸配列、質量分析の結果は以下の通りである。 

 

WT: acetyl-GAFSWGSLWSGIKNFGSTVKNYG-amide 

  MALDI-TOFMS: 2504.1 [calcd. for (M+H)
+
: 2504.8] 

L40I: acetyl-GAFSWGSIWSGIKNFGSTVKNYG-amide 

  MALDI-TOFMS: 2524.5 [calcd. for (M+H)
+
: 2124.8] 

L40F: acetyl-GAFSWGSFWSGIKNFGSTVKNYG-amide 

  MALDI-TOFMS: 2539.0 [calcd. for (M+H)
+
: 2538.8] 
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L40W: acetyl-GAFSWGSWWSGIKNFGSTVKNYG-amide 

  MALDI-TOFMS: 2577.2 [calcd. for (M+H)
+
: 2577.8] 

L40Q: acetyl-GAFSWGSQWSGIKNFGSTVKNYG-amide 

  MALDI-TOFMS: 2519.1 [calcd. for (M+H)
+
: 2519.8] 

  

ペプチドの濃度決定 

作製したペプチドの methanol (和光純薬)溶液における 280 nm の吸光度を測定し、

Trp 残基 (ε = 5,500)、Tyr 残基 (ε = 1,490)のモル吸光度係数を用いて濃度を決定し

た。 

 

試料 

1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine(DOPC), 1, 2-dioleoyl-snglycero-3 

-phospho-L-serine(DOPS) and 1, 2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol- 

amine(DiPoPE) は Avanti Polar Lipids から、1, 2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho- 

choline(DMPC) and 1, 2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol(DMPG) は日油か

らそれぞれ購入した。また、sulforhodamine B(SRB) は Invitrogen から、TritonX-100

は Sigma-Aldrich から購入した。 

 

Large unilamellar vesicle (LUV)の調製 

ガラスバイアルに DOPC または DOPC/DOPS (75:25 mol%)の chloroform-methanol 

(8:1, v/v) 溶液を調製し、ロータリーエバポレーターで 1 時間かけてバイアルの底面に

脂質の薄膜を形成させた。一晩真空乾燥した後、10 mM Tris–HCl 含有 150 mM NaCl 

(pH 7.4、TBS)を加えて 1 時間ほどかけて水和させ、凍結融解を 5 回繰り返した後 4℃

で一晩置いた。50 nm 直径の LUV は、2 枚重ねにした 200 nm, 100 nm, 50 nm のポア

径のポリカーボネートフィルター（Nucleopore）に脂質溶液を 11 回ずつ順に extrusion

し、200 nm 直径の LUV については、200 nm ポア径のフィルターに 11 回脂質溶液を

extrusion して調製した。Extrusion は、Avestin 製の Liposofast extrusion system を用い

た。LUV の濃度は、LabAssay Phospholipid kit（和光純薬）を用いてコリン定量により

推定した。 
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溶出活性測定（SRB leakage assay）に用いた LUV は、脂質薄膜の真空乾燥ののち、

sulforhodamine B (SRB) (100 mM) 含有 TBS で水和させ、同様に凍結乾燥の後一晩

4℃でおいて extrusion を行うことで調製した。 

 

蛍光色素内包 LUV からの溶出活性測定（SRB leakage assay） 

LUV に内包した SRB 蛍光の消光の解消からペプチドの溶出活性を測定した。ペプ

チドは、5 µM の DOPC/DOPS(3:1)-LUV の TBS 溶液中に添加し、励起波長 575 nm/

蛍光波長 590 nm における SRB 蛍光強度(Fobs)を、RF-5300 蛍光分光光度計(島津

製作所)で測定した。37℃で 20 分間インキュベーションを行った後、界面活性剤 

(TritonX-100、最終濃度 0.5 %v/v)を加えた時の蛍光強度(Fmax)を 100%として、以下

の式でペプチドの溶出活性を評価した。（𝐹0 はぺプチドを加える前の蛍光強度を示

す。）  

% SRB released = 100 × [(Fmax - Fo) / (Fobs - Fo)] 

 

50 nm と 200 nm LUV に対する WT と L40F による溶出活性の測定では、96 well

のマイクロプレート（IWAKI 製）を用い、ペプチドを 12.5 µM の DOPC/DOPS(3:1)-LUV

の TBS 溶液中に添加し、37℃で 20 分間 インキュベーションを行った。その後 Wallac 

1420 multilabel counter を用いて（励起波長 485 nm、蛍光波長 535 nm）SRB 蛍光を測

定した。界面活性剤(TritonX-100、最終濃度 1%v/v)を加えた時の蛍光強度を 100%と

して、同様にペプチドの溶出活性を評価した。 

 

トリプトファン蛍光測定によるリポソームとの親和性の評価 (Tryptophan-binding assay) 

調製した各種 LUV 溶液を、ペプチドの TBS 溶液（1 µM）に 37℃で添加していき、

330 nm における蛍光強度を RF-5300 蛍光分光光度計で測定し（励起波長 295 nm）、

Qin らの報告[Qin et al., 2004]に従って解析を行った。まず、脂質非存在下の蛍光強

度から の Trp 蛍光強度変化(∆𝐹)は以下の式(1)であらわせる。 

               ∆𝐹 = ∆𝐹𝑚𝑎𝑥 [𝐿] ([𝐿]1
2

+ [𝐿])⁄     (1) 

[𝐿]を脂質濃度とすると、式(1)に基づいて∆𝐹/[𝐿]に対する∆𝐹の一次曲線の傾きと切片
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(2) 

(3) 

より、全ペプチドが脂質に結合した飽和値の∆𝐹𝑚𝑎𝑥、および、∆𝐹 = 1 2⁄ ∆𝐹𝑚𝑎𝑥となると

きの脂質濃度[𝐿]1/2 が求められた。 

遊離ペプチドは、リポソーム表面のペプチドがまだ結合していない領域のみと結合

すると仮定し、ペプチドと結合しうる脂質の量を𝛿[𝐿]、1 分子のペプチド結合あたり N 

個の脂質分子が関与するとおくと、解離定数(𝐾D)は、∆𝐹𝑟𝑒𝑙 = ∆𝐹/∆𝐹𝑚𝑎𝑥 として以下の

式(2)のように求められる。  

𝐾D =
(1 − ∆𝐹𝑟𝑒𝑙)(𝛿[𝐿] − ∆𝐹𝑟𝑒𝑙𝑁)

∆𝐹𝑟𝑒𝑙𝑁
 

ペプチドの半分量が結合した時、∆𝐹𝑟𝑒𝑙 = 0.5、[𝐿] = [𝐿]1

2

 なので、理論上の結合カー

ブは(2)式を[𝐿]についての∆𝐹𝑟𝑒𝑙の式に変形したものとなる。これに、以下の式(3)を代

入したものが∆𝐹𝑟𝑒𝑙の理論曲線となる。 

𝐾D =
𝛿

𝑁
[𝐿]1/2 −

[𝑃]

2
 

ここで、𝛿[𝐿]はペプチドが相互作用できる LUV の外膜に相当するため、LUV のサイズ

に応じて𝛿は以下の式(4)で求められる。 

         𝛿 = 4𝜋 𝑟3 − 4𝜋 (𝑟 −
ℎ

2
)

3

4𝜋𝑟3 − 4𝜋(𝑟 − ℎ)3⁄    (4) 

ここで𝑟は LUV半径を、hは二重層の厚み（～4 nm [Pan et al., 2008]）を表すので、200 

nm, 100 nm, 50 nm LUV ではそれぞれ、𝛿= 0.51, 0.52, 0.54 と求められた。[𝐿]/[𝑃]に

対してプロットした∆𝐹𝑟𝑒𝑙の実測値に∆𝐹𝑟𝑒𝑙の理論曲線でカーブフィッティングさせて𝑁を

求め、得られている∆𝐹𝑚𝑎𝑥と[𝐿]1/2 を用いて式(3)から𝐾D を求めた。 

 

 

円偏光二色性（Circular Dichroism, CD）スペクトル測定 

CD スペクトルは、JASCO 820 UV-VIS spectropolarimeter を用い、200–260 nm の波

長範囲をバンド幅：1 nm、レスポンス：0.5 秒、操作速度：50 nm/min、分解能：0.2 nm の

条件で測定した。各スペクトルは 5 回のスキャンの積算の平均によって求めた。測定試

料は、10 µM のペプチドを含む TBS 溶液とし、光路長 2 mm のセルを用いて 37℃（温

度コントローラは JASCO PTC-423）で測定した。 
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Multilamellar vesicle (MLV)の調製 

ガラスバイアルに DiPoPE の chloroform-methanol (8:1, v/v)溶液を調製し、methanol

溶液のペプチドをモル比で lipid:peptide＝1:100 となるように加え（control にはペプチ

ドを加えなかった）、ロータリーエバポレーターで 1 時間かけてバイアルの底面に脂質

の薄膜を形成させた。4 時間真空乾燥した後、60℃以上（相転移温度以上）に温めた

TBS を加えて温浴で 1 時間かけて水和させ、その後強い vortex によって形成させた

MLV を回収した。調製した MLV は当日中に DSC の測定に用いた。 

DMPC/DMPG (75:25 mol%)の MLV を調製するときには、methanol 溶液にしたペプ

チドをモル比で lipid:peptide=1:50 となるように加えて薄膜を形成させ、一晩真空乾燥

した後、同様に TBS を加えて室温(相転移温度以上)で水和、vortex によって MLV を

形成させた。 

 

示差走査型熱量測定(DSC) 

DiPoPE-MLV の相転移温度は MicroCal VP-DSC 示差走査型熱量測定計

(Malvern)を用いて測定した。DiPoPE-MLV (ペプチドも含む)は、TBS で脂質濃度が

約 18.6 mM になるように希釈し、脱気した後、30－60ºC/h の速さで温度変化に対する

吸熱変化をモニタリングした。スキャン条件は、prescan：20 分、thermostat：25ºC、

filtering：8 秒とした。 

DMPC/DMPG(3:1)-MLV の相転移温度についても同じ装置を用いて測定した。

DMPC/DMPG(3:1)-MLV は、TBS で脂質濃度が 1.32 mM になるように希釈し、脱気し

た後、5－35ºC/0.5 h の速さで温度変化に対する吸熱変化をモニタリングした。スキャン

条件は、prescan：10 分、thermostat：5ºC、filtering：16 秒とし、各サンプルは、最低 5 回

以上の加温、冷却サイクルを繰り返して測定した。 

 

蛍光色素内包 GUV からの溶出活性 

SRB 内包 giant unilamellar vesicles (GUVs) は、アガロース水和法[Horger et al., 

2009]を用いて調製した。１％アガロース水溶液（20 µL）を 12 mm のガラスボトムディ

ッシュ（IWAKI）に塗布し、40℃で 1 時間凝固させた。 DOPC/DOPS (75:25 mol%) 

の chloroform 溶液 (0.5 mg/mL) 5 µL をアガロース上に展開し、30 分真空乾燥させ
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た。そこへ、GUV の内液となる 20 mM SRB と 0.1 M sucrose を含む TBS (150 µL)を加

え、室温(22-25℃)で 3 時間水和させた。ゆっくりとバッファーのみ取り除き、GUV の

外液とする 0.1 M glucose を含む TBS を添加した。GUV からの SRB の溶出は、共

焦点蛍光顕微鏡（Olympus FV1000、20×UPlanSApo 対物レンズ（dry, NA0.75）） 観

察によって評価した。ペプチドを含む TBS(50 µL)を最終濃度が 10 µM（モル比

peptide:lipid = 1:2, P/L= 0.5）となるように、GUV に添加した。視野を固定してペプチド

を加えた直後(NI)と、加えてから 15 分後(N)で観察できた 15–30 µm の直径を有する

GUV の中から SRB を内包するものをそれぞれ数え、以下の式から求めた壊れた

GUV の割合の大きさで膜傷害能を評価した。  

% disrupted vesicles = 100 × (NI - N)/NI 
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第二章 

 

ペプチドの合成 

ペ プ チ ド の 合 成 に 用 い た Fmoc ア ミ ノ 酸 、 N-hydroxybenzotriazole(HOBt) 、

2-(1H-benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethiyluronium hexafluorophosphate(HBTU)は、

ペプチド研究所から購入した。ペプチドは全て C 末端アミド型とし、TGS-RAM 樹脂

（島津製作所）を用いて PSSM-8 ペプチド固相合成機（島津製作所）によって自動合

成 し た 。 得 ら れ た ぺ プ チ ド の 樹 脂 か ら の 切 り 出 し と 脱 保 護 は 、 trifluoroacetic 

acid-ethandithiol(95:5)で室温下 2.5 時間処理することで行った。精製は、逆相高速液

体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー (HPLC) で 行 い 、 カ ラ ム は 、 ナ カ ラ イ テ ス ク 社 の

COSMOSIL5C18AR-II、ならびに COSMOSIL5C4-AR-300 (10×250 mm)を用いた。 

 

ペプチドの蛍光標識 

ペプチドの C 末端側に蛍光標識を導入する際には、予め C 末端に Gly-Cys を導入

したペプチドを精製後、システイン側鎖のチオール基とマレイミド基を有する Alexa 

Fluor 488 C5-maleimide sodium salt (Alexa Fluor 488)、または Alexa Fluor 594 

C5-maleimide sodium salt (Alexa Fluor 594) (Molecular Probes)を、DMF:methanol 

(1:1)溶液中で 2 時間反応させた。精製は逆相 HPLC を用いて行った。 

 ぺプチドの N 末端側に蛍光標識を導入する際には、N 末端に予め γ-aminobutyric 

acid(GABA)を導入し、樹脂上で 3 当量の HOBt、1H-benzotriazol-1-yloxy-tri 

(pyrrolidino)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP、渡辺化学工業)、N- 

methylmorphiline(NMM)存在下、DMF 中で 3 当量の fluorescein isothiocyanate 

isomer I (FITC, Sigma 社)を 4 時間反応させた。 

 

ペプチドの同定 

精製したぺプチドは、凍結乾燥後、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法-飛行

時間型質量分析(MALDI-TOF MS)で質量を測定し、理論値との一致を確認した。合

成した各ペプチドのアミノ酸配列、質量分析の結果は次の通りである。 



50 

 

FITC-R8: FITC-GABA-RRRRRRRR-amide 

  MALDI-TOFMS: 1741.5 [calcd. for (M+H)
+
: 1741.3] 

R8-Alexa488: RRRRRRRR-GC(Alexa488)-amide 

  MALDI-TOFMS: 2126.1 [calcd. for (M+H)
+
: 2125.9] 

R8-Alexa594: RRRRRRRR-GC(Alexa594)-amide 

  MALDI-TOFMS: 2313.5 [calcd. for (M+H)
+
: 2314.2] 

EpN18: XSTSSLRRQXKNIVHNYS-amide (X = Nle) 

  MALDI-TOFMS: 2114.9 [calcd. for (M+H)
+
: 2115.2] 

Sar1p(1-23): XAGWDIFGWFRDVLASLGLWNKH-amide (X = Nle) 

  MALDI-TOFMS: 2700.2 [calcd. for (M+H)
+
: 2700.4] 

Sar1p-Alexa594: XSTSSLRRQXKNIVHNYS-GC(Alexa594)-amide (X = Nle) 

  MALDI-TOFMS: 3747.1 [calcd. for (M+H)
+
:3747.7] 

Arf1(1-17): XGNIFANLFKGLFGKKE-amide (X = Nle) 

  MALDI-TOFMS: 1894.8 [calcd. for (M+H)
+
: 1895.1] 

EndoA1(2-21): SVAGLKKQFHKATQKVSEKV-amide  

  MALDI-TOFMS: 2212.5 [calcd. for (M+H)
+
: 2212.3] 

dAmph(3-28): ENKGIXLAKSVQKHAGRAKEKILQNL-amide (X = Nle) 

  MALDI-TOFMS: 2885.6 [calcd. for (M+H)
+
: 2885.7] 

Bin1(8-33): GVTAGKIASNVQKKLTRAQEKVLQKL-amide  

  MALDI-TOFMS: 2807.3 [calcd. for (M+H)
+
: 2807.7] 

BRAP(16-33): SVAGLKKQFHKATQKVSEKV-amide 

  MALDI-TOFMS: 2114.1 [calcd. for (M+H)
+
: 2114.2] 

 

 

ペプチドの濃度決定 

作製したペプチドは、PBS(−)、または dimethyl sulfoxide (DMSO、和光純薬)の溶

液として用いた。蛍光標識したペプチドに関しては、Alexa Fluor 488 (493 nm, ε = 

72,000)、Alexa Fluor 594 (588 nm, ε = 96,000)、FITC (495 nm, ε = 70000)の吸光度か

ら、蛍光標識の無いペプチドに関しては重量から濃度を決定した。 
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細胞培養 

ヒト子宮頸ガン由来の HeLa 細胞は、理化学研究所細胞バンクより購入し、10%(v/v) 

非働化仔ウシ血清(Gibco)を含むアルファ最小必須培地（α-MEM(+)、和光純薬）中に

て培養した。37℃、5%CO2 条件下で培養し、80~90%コンフルエントの状態で 2-3 日毎

に継代を行った。 

 

ペプチドの細胞内移行の観察 

2.0 × 10
5
 cells の HeLa 細胞を 12 mm ガラスボトムディッシュ(Iwaki)に播種し、CO2

インキュベーター内で 24 時間培養後、培地を除き、血清非含有培地 α-MEM(–)で 2

回洗浄し、FITC 蛍光標識の R8 と非標識の AHMR もしくは 1-pyrenebutyric acid (PyB、

Sigma)を含む α-MEM(–) (200 µL)を加えて、37°C で 30 分インキュベートした。その後、

PBS で 2 回洗浄し、α-MEM(+) (1 mL)で細胞を浸したものを観察した。FITC 蛍光は、

488 nm のレーザーで励起した。顕微鏡観察では、倒立顕微鏡 IX-81(Olympus)に共

焦点ユニット FV-1000D を搭載した共焦点レーザー顕微鏡を用い、対物レンズとして

UPlanSApo (20×, NA 0.75, dry) あるいは UPlanSApo (40×, NA0.95, dry)を用いた。画

像解析は ImageJ (NIH)を用いて行った。 

ペプチドの細胞内移行と局在を経時観察する際には、同様に培養した HeLa 細胞

の培地を除いて血清非含有培地 α-MEM(–)で 2 回洗浄した後、α-MEM(–) (150 µL)

で細胞を浸し、顕微鏡のステージにセットした MI-IBC マイクロチャンバーに 5 分間静

置してから 30 秒ごとの経時的な画像取得を始めた。マイクロチャンバー内は湿度と

37°C が保たれるように設定した。Alexa Fluor 488 標識した R8 と、Alexa Fluor 594 標

識したペプチドを含む α-MEM(–) (50 µL)を、画像の取得前にチャンバーのフタの小

窓から添加した。Alexa Fluor 488 と Alexa Fluor 594 は、それぞれ 488 nm と 559 nm の

レーザーで励起し、FV-1000 共焦点レーザー顕微鏡で、対物レンズ UPlanSApo (40×, 

NA0.95, dry) や UPlanSApo (60×, NA 1.35, oil)を用いて観察を行った。 

 

di-4-ANEPPDHQ のイメージング 

HeLa 細胞の培地を除いて血清非含有培地 α-MEM(–)で 2 回洗浄した後、

di-4-ANEPPDHQ (Molecular Probes) 5 µM を含む α-MEM(–)(150 µL)で細胞を浸して
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10 分間 37℃でインキュベートした。その後、非標識の AHMR、PyB、R8-Alexa594 を

含む α-MEM(–)(50 µL)を添加した。前処理を行う場合は、EpN18 や Sar1p(1-23)を含

む α-MEM(–)(25 µL)を添加した 5 分後に R8-Alexa594 を含む α-MEM(–)(25 µL)を添

加した。di-4-ANEPPDHQ で染めた細胞は、UPlanSApo (40×, NA0.95, dry) や

UPlanSApo (60×, NA 1.35, oil)の対物レンズを用いて、FV-1000 共焦点レーザー顕微

鏡で観察した。di-4-ANEPPDHQ の励起には 488 nm のレーザーを用い、蛍光を 510 – 

550 nm と 630 – 670 nm の波長範囲を 2 つのチャネルに分けて撮影し、画像を取得し

た。画像取得の出力は、ペプチドなどで処理する前の細胞を撮影した画像において、

両チャネルの蛍光強度が同程度になるように調整した。 

細胞膜全体を region of interest (ROI)として解析を行った画像は、共焦点絞り

(confocal aperture, C.A.)をデフォルトの設定(60×の対物レンズ使用時 125 µm)で撮影

した。一方、R8-Alexa594 の流入点に対応する場所の di-4-ANEPPDHQ の蛍光波長

の変化を観察した際には、C.A.をデフォルトの 4 倍（60×の対物レンズ使用時 500 µm）

に設定して撮影した。これにより、細胞内に流入した R8-Alexa 蛍光シグナルと、流入

点にあたる細胞膜表面の di-4-ANEPPDHQ 蛍光を、両方とも焦点領域に含むことがで

きた。 

また、R8-Alexa594 蛍光と di-4-ANEPPDHQ を同時に継時観察する場合には、

Fluoview (Olympus)の virtual scanning mode を用いることで、559 nm のレーザーと 488 

nm のレーザーを切り替えながら 30 秒か 60 秒ごとに画像を取得した。 

 

Generalized Polarization (GP)値の解析 

510–550 nm と 630–670 nm の各蛍光波長域のピクセル単位の蛍光強度をそれぞれ

I510-550、I630-670 として、以下の式を用いて Generalized polarization(GP)値を算出した。 

GP =
𝐼510−550 − 𝐼630−670

𝐼510−550 + 𝐼630−670
 

GP 値の算出、および、得られた GP 値の分布画像やそれを元にした疑似カラー画像

の作成は、Owen らの論文[Owen et al., 2011]で提供されていたマクロを用いて、

ImageJ 1.49n (NIH)で行った。 
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ペプチドによる細胞膜のGP値の変化を解析する際には、GP値の分布をグレースケ

ールで表した画像上で、細胞膜部分もしくは流入点や非流入点の膜領域(80 pixels/

点となる円)を手動で選択した領域を region of interest (ROI)とした。以下の式を用いて、

ROI 内の digital number (0–255, DN)の平均値を−1– +1 の GP 値に変換した。 

GP = 𝐷𝑁 127.5⁄ − 1 

得られた GP 値や GP 値の変化の大きさ(ΔGP 値)の分布は、KaleidaGraph 4.1J を用い

て、boxplot を作成した。統計解析も同ソフトフェアを用いて行った。 

ROI の GP 値の分布を示したヒストグラムは、平滑化することを目的にして、個々の

DN およびその前後の DN の pixel 数を平均した移動平均から作成した。つまり、DN = 

0, 1, 2 の pixel 数の平均を DN = 1 に対応する GP 値における Frequency として示し、

DN = 2 以降も同様に前後の DN の pixel 数の平均を求めて、対応する GP 値の

Frequency とした。 

 

Multilamellar vesicle (MLV)の調製 

用いたリン脂質 1, 2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DiPoPE)は、

Avanti Polar Lipids から購入した。ガラスバイアルに DiPoPE の chloroform-methanol 

(8:1, v/v)溶液を調製し、methanol 溶液のペプチドをモル比で lipid:peptide＝1:50 とな

るように加え(control はペプチドを加えなかった)、ロータリーエバポレーターで 1 時間

かけてバイアルの底面に脂質の薄膜を形成させた。4 時間真空乾燥した後、60℃以上

(ゲル相－液晶相相転移温度以上)に温めた TBS を加えて温浴のまま 1 時間かけて水

和させ、その後強い vortex によって形成させた MLV を回収した。調製した MLV は当

日中に DSC の測定に用いた。 

 

示差走査型熱量測定(DSC) 

DiPoPE-MLV の相転移は MicroCal VP-DSC 示差走査型熱量測定計(Malvern)を

用いて測定した。DiPoPE-MLV (ペプチドも含む)は、TBS で脂質濃度が約 18.3 mM

になるように希釈し、脱気した後、30－60ºC/h の速さで温度変化に対する吸熱変化を

モニタリングした。スキャン条件は、prescan: 20 分、thermostat: 25ºC、filtering: 8 秒とし、

各サンプルは、最低 5 回以上の加温、冷却サイクルを繰り返して測定した。 
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Large unilamellar vesicle (LUV)の調製 

ガラスバイアルに POPC または POPC/POPS(75:25 mol%) の chloroform-methanol 

(8:1, v/v) 溶液を調製し、ロータリーエバポレーターで 1 時間かけてバイアルの底面に

脂質の薄膜を形成させた。一晩真空乾燥した後、TBS を加えて約 1 時間かけて水和さ

せ、凍結融解を 5 回繰り返した後 4℃で一晩置いた。100 nm 直径の LUV は、2 枚重

ねにした 100 nm ポア径のポリカーボネートフィルター（Nucleopore）に脂質溶液を 21

回ずつ extrusion して調製した。Extrusion は、Liposofast extrusion system (Avestin)を

用いた。LUV の濃度は、LabAssay Phospholipid kit（和光純薬）を用いてコリン定量を

行って推定した。 

 

円偏光二色性（Circular Dichroism, CD）スペクトル測定 

CD スペクトルは、JASCO 820 UV-VIS spectropolarimeter を用い、200–260 nm の波

長範囲をバンド幅: 1 nm、レスポンス: 0.5 秒、操作速度: 50 nm/min、分解能: 0.2 nm の

条件で測定した。各スペクトルは 5 回のスキャンの積算の平均によって求めた。測定試

料は、10 µM のペプチドを含む 10 mM Tris–HCl 含有 150 mM NaCl (pH 7.4、TBS)溶

液とし、光路長 2 mm のセルを用いて 37℃（温度コントローラは JASCO PTC-423）で測

定した。 
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