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固体基板上に支持された平面脂質二重膜(supported planar lipid bilayer; SPLB)はリポソーム
や黒膜と並んで細胞膜のモデル反応場として利用されている 1。
固体基板と SPLB の間には 1-2
nm の水の層が存在して脂質膜の流動性が保たれているため、膜内での分子拡散や相分離とい
った動的過程を、表面科学的手法を利用して幅広い空間スケールで観察することができる。
本研究では酸化物基板による表面力場や光照射が脂質二重膜のダイナミクスに及ぼす影響を
明らかにすることを目的としている。本年度は分子拡散挙動を 10 µm・秒オーダーから 100
nm・ミリ秒オーダーの幅広い時間・空間スケールで追跡するための蛍光顕微鏡装置の構築を
主に行った。

１． 射入射照明による酸化物表面上 SPLB 中での蛍光 1 分子追跡
細胞膜内には µm オーダーの安定なドメインから、10 nm オーダーの短寿命微小ドメインま
で様々な物が存在する。SPLB は 2 次元系であるので、幅広い空間スケールのドメインを同一
の試料で観察することできる点がメリットであるといえる。SPLB 中の分子拡散挙動をその場
観察するために対物レンズ型の全反射蛍光顕微鏡を基本に 2 本の励起光路を備えた蛍光顕微
鏡装置を構築し、蛍光 1 分子追跡(single molecule tracking; SMT)を行った。通常の SMT 計測で
はカバーガラス上の試料に励起光を全反射条件で入射しエバネッセント照明を行うが、本研
究ではカバーガラス上約 500 nm に試料基板を逆さまに配置して励起光を射入射して SMT 計
測を行った(図 1)。基板材料の透明度や屈折率に制約されずに SMT 計測を行うことができ、
様々な酸化物基板を用いて SPLB への基板との相互作用の影響を調べられる。例えば SPLB固体基板間のファンデルワールス力は基板材料に大きく依存し、SiO2 上と TiO2 上では SPLB
に働く相互作用エネルギーは後者が 10 倍大きい 2。このことが分子拡散挙動や相分離構造に
及ぼす影響を詳細に調べることができると期待している。
図 2 に広範囲・均一照明による SMT 計測の結果を示す。対物レンズの後焦点面に励起レー
ザー光を集光することで試料位置を均一に照明し、25 µm 四方の視野内で SPLB 中の蛍光標
識脂質分子の拡散を µm・秒オーダーで観察した(図 2a)。蛍光標識リン脂質(lissamine rhodamine
B-labeled dipalmitoylphosphatidylethanolamine; Rb-DPPE) を 1.5×10-8 の 割 合 で 混 入 し た
dioleoylphosphatidylcholine (DOPC)-SPLB をベシクル融合法により熱酸化 SiO2/Si(100)基板上に
作製し SMT 計測を行った(図 2b)。動画撮影は 97.3 nm/pix, 67 fps で行い、SPLB 中を Rb-DPPE
が秒オーダーで 5-10 µm の距離を拡散する様子をリアルタイムで撮影することができた。拡
散軌跡の平均二乗変位(MSD=<r2>)の
時間に対してプロットし、<r2> = 4Dt
でフィッティングすることで拡散係
数(D)を求めることができる。212 分子
の Rb-DPPE の平均を取って得られた
拡散係数は 10℃で 1.66 µm2/s, 20℃で

図 1. 射入射照明による SMT 計測のセットアップ。

図 2. (a) 均一照明による SMT 計測のセットアップと、DOPC+Rb-DPPE (1:10-3)-SPLB の
蛍光像。(b) 熱酸化 SiO2/Si(100)上の DOPC+Rb-DPPE (1:1.5×10-8)-SPLB 中で 67 fps で観察
した Rb-DPPE の 1 分子蛍光像とその拡散の軌跡。(c) Rb-DPPE の拡散軌跡から求めた平
均二乗変位(MSD)の時間発展(─)とその平均値(○)。
2.57 µm2/s と DOPC-SPLB の拡散係数として妥当な値が得られた。

２． 集光照明による高速 SMT 観察
より微細な領域内での分子拡散挙動を追跡するため、1.の均一照明とは別に高速観察のた
めの励起光路を構築した。短い取り込み時間で十分な 1 フレーム当たりの光子数を得るため
に、励起光を試料位置で集光した(図 3a)。励起光源として用いる直径～1 mm、1.4 mW のレ
ーザー光を試料位置で 6.5 µm に集光することで、2000 fps での高速観察に十分な光量を得る
ことができた。図 3b に DOPC-SPLB 内での Rb-DPPE の拡散を 2000 fps で観察した動画の
スナップショットとその拡散軌跡を示す。1 分子からの蛍光を十分な S/N 比でとらえること
ができており、100 nm オーダーの微小
領域中での分子拡散を追跡するのに十
分なフレームレートを達成できた。
MSD の 時 間 発 展 よ り D=1.62 µm2/s
(10℃)と 67 fps での観察とほぼ同じ値
が得られたことから、100 nm-10 µm の
範囲においては異常拡散は起きておら
ず、熱酸化 SiO2/Si(100)上の SPLB が空
間的に均質であることが示唆される。
共同研究として、
好村先生(A02 班)と、
SMT の動画データについて 2 粒子相関
の解析ができるかどうかの検討を既に
始めている。

図 3. (a) 集光照明による高速 SMT 計測のセットア
ップと、DOPC+Rb-DPPE (1:10-3)-SPLB の蛍光像。
(b) 熱 酸 化 SiO2/Si(100) 上 の DOPC+Rb-DPPE
(1:1.5×10-8)- SPLB 中で 67 fps で観察した Rb-DPPE
の 1 分子蛍光像とその拡散の軌跡。
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