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細胞内の張力を測定する
Sensing tension
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生きている細胞で、特定の部位にかかっている張力を測定するのは、技術的にたいへん難しい。
今回、蛍光の変化で張力を測定できるバイオセンサーを細胞内タンパク質で実現し、
移動している細胞で生じる張力の、局所的変化の特徴が調べられた。
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の前端と後端部分で異なることが報告さ
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図 1. 張力バイオセンサー。a. Grashoff

ビンキュリン
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のある部分（クモ糸タンパク質；SSP）で、
その両端に蛍光タンパク質（青色と緑色）
を付けてある。このセンサーモジュールを、

アクチン細胞骨格

ビンキュリンの頭部と尾部の間に組み込ん

用可能だろうと示唆されていたのだ。

だ。b. このセンサーにかかる細胞張力が
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張力の増加

答する能力を本来備えているものがある

蛍光タンパク質が引き離されて、蛍光が減
少する（蛍光共鳴エネルギー移動：FRET
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引き伸ばしによって活性化され、また、
テーリンは力によって活性化されてビ

変化を測定することで、張力を定量化する

細胞質

接着受容体

ことができる。c. 実際の細胞の観測例。
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ンキュリン やシグナル伝達タンパク質
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p130Cas に結合し、下流のリン酸化や
シグナル伝達を促進する

細胞外
マトリックス
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回のビンキュリン製バイオセンサー が
特別なのは、局所の力をマッピングする
のに必要な、高感度かつ高精度の定量化
ができる点である。この利点によって、

張力が小さいと
蛍光は強い

張力が大きいと
蛍光は弱い
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アクチニンにかかる力が、移動中の細胞

力に依存する生物学的プロセスの詳細な
力によって伸長できるような細胞内の場

細胞と細胞の間、1 個の細胞とその周囲
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測定することができるかもしれない。ま

見つからなくても、2 種類のタンパク質

生物個体を作り上げている種々の力とを
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結びつけることができ、生命の仕組みを

力学的な特性などを調べることもできる

位間にモジュールを置くことで、別のタ

理解するのに役立つはずである。

かもしれない。ところで、こうした張力
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センサーモジュールをほかのタンパク質

実現できるかもしれない。また、もう 1

の一部に組み込んで、細胞のほかの部位

つの展開の仕方として考えられるのは、

で使ったり、細胞内の別の種類の力を測
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れくらい現実的な話なのだろうか？

のではなく、特定部位の数百個の分子を

研究が可能になるわけだ。
今回のような張力計測分子は、細胞内

その答えは、ビンキュリンと共通する
ある特定の条件を満たすような、重要な
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解析することで、力を検出している。
将来、張力バイオセンサーを体系的に

特徴をもつタンパク質候補が見つけられ

利用し、組織または動物個体の内部で生

るかどうかにかかっているだろう。それ

じる力をそのまま測定できるようになれ

はまず、この張力センサーモジュールを

ば、
興味の対象は大きく広がる 。例えば、

組み込む先のタンパク質が、測定対象の

in vivo での細胞外マトリックス内部や、
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