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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 
オルガネラ（細胞小器官）は運び屋であるモータータンパク質に輸送される。この輸送により生命の

維持に必要な物質が細胞の隅々に行きわたる。特に神経細胞は長い軸索を持つため、オルガネラ輸送

は重要であり、輸送障害と神経疾患は関連が深い。私たちの研究グループでは最先端の統計力学研究

を用いてオルガネラに働く力を非侵襲に測定する新しい技術を開発している。これまでエンドソー

ムというオルガネラで力計測に成功し、力の値からオルガネラが複数のモータータンパク質に協同

輸送されていることを発見した。複数で輸送することで安定した効率の良い輸送を実現すると考え

られる。平成２８年度はエンドソーム輸送に加えて、神経疾患と関連の深いアミロイド前駆タンパク

質輸送、シナプス小胞前駆体輸送、ミトコンドリア輸送の力測定を行った。その結果、これらのオル

ガネラ輸送も複数のモータータンパク質に協同輸送であることを突き止めた。今後は神経疾患など

とモーター分子数の関係を調べたい。 
 
Organelles are transported by motor proteins. Substances needed for the maintenance of life are 
distributed inside a cell. Especially, organelle transport is significant in neurons because they 
have long axons. Disorders of organelle transport are deeply related to neuronal diseases. We 
have developed a new non-invasive force measurement method using a cutting-edge statistical 
mechanics in order to investigate neuronal organelle transport. So far, we succeeded in measuring 
force acting on endosomes, which is one of organelles, and found that single endosomes were 
transported by multiple motor proteins from the force values. Transport by multiple motors is 
considered to be needed for stable and efficient material transport in a cell. In 2016, we succeeded 
in the force measurement for amyloid precursor protein transport, synaptic vesicle precursor 
transport and mitochondrion transport. As a result, we found that these organelle were also 
transport by multiple motor proteins as well as endosomes. In the nest year, we plan to focus on 
the relationship between the number of motor molecules and neuronal disease.  
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