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1. 留学中に実施した研究テーマ 

細胞及びその集団の自発的変形や運動の定量解析に取り組むことを目的に留学先で研究

を行った。具体的には細胞運動と形状決定の一般的メカニズムを細胞接着の観点から明ら

かにする。特に幹細胞の分化や疾患といった確率的揺らぎや対称性の破れが大きな役割を

果たす生命現象において、細胞遊走誘引物質・薬剤・感染などの外部因子が細胞の変形と運

動に与える影響の普遍原理の解明を目指している。このためには細胞とその周囲を囲む細

胞や細胞外基質（細胞微小環境）との相互作用を精密に再現した 2 次元モデルが必要であ

り、このモデルの一つとして留学先の Tanaka Lab. では固体基板上に担持された脂質二分子

膜 (supported membranes) を用いている（総説として[1]）。本留学期間ではその研究の第一段

階として X 線反射率測定を用いた脂質二分子膜の構造の測定及び解析を行った。コロナ感

染拡大に伴い途中帰国となったが、その途中経過を報告する。 

一般的な固体基板上に担持された脂質二分子膜は、親水性処理された固体基板上に脂質

二分子膜を作成するが、この場合脂質二分子膜と固体基板の間には約 5 Å程度の距離しか

ない。一方、膜貫通タンパク質等を膜内に導入する場合、細胞外ドメインの立体構造が大き

いとこの部分が固体基板に触れ変性するという問題や、膜内での流動性が失われるという

問題が起こり、生体内に近い環境での測定が不可能となる。これを解決するための手段とし

て、有機ポリマー分子を脂質二分子膜と固体基板の間にクッションとして使用したもの 

(cushioned membranes) や、有機ポリマー分子に係留された脂質二分子膜  (tethered 

membranes) があり、その構造の解析が進められている[2], [3]。本研究ではその中からグラ

フェンを用いて固体基板に固定された DNA 一重鎖[4]（NTT 物性科学基礎研究所よりいた

だいた）を選び、この DNA 一重鎖を脂質膜表面上の相補鎖 DNA 一重鎖とハイブリダイゼ



ーションさせることで、DNA 二重鎖で係留された脂質二分子膜を作成した。そしてこの膜

の構造、特に脂質二分子膜と固体基板との距離を X 線反射率測定により測定した。 

 ここで、X 線反射率測定とは、X 線をサンプルの表面すれすれに入射させ、そこから反射

された X 線の強度の入射角度依存性を測定することで、サンプルの膜厚や密度および界面

のラフネスを決定する手法である。特に膜厚およびラフネスに関してはサブÅレベルの精

度で決定することができ、今回のような多層膜のサンプルに関しても、それぞれの膜につい

てスラブ構造を仮定することで[5]、すべての膜の膜厚、密度およびラフネスを定めること

ができる。 

 

2. 留学期間中の研究成果 

固体基板にグラフェンを通して固定されたDNA一重鎖の長さと脂質二分子膜形成後の脂

質二分子膜と固体基板間の距離の関係を見るために二種類の長さの DNA 鎖（それぞれ 15

塩基と 37 塩基）が固定された Si / SiO2 基板を用いた。 

そして、DNA 鎖により係留される固体基板上の脂質二分子膜の作成に関しては溶液交換

法[6]により作成をした。この手法では脂質分子を親水性溶媒と疎水性溶媒（今回はそれぞ

れ 150 mM NaCl in 10 mM PBS 溶液 (pH 7.4)とイソプロパノール溶液を使用）を体積比で 1:1

に混合した溶液中に脂質分子を分散させ、ここに親水性溶媒を少量ずつ、時間を空けて加え

ていくことにより、脂質分子の疎水性相互作用により自発的に脂質二分子膜を形成させる。

本研究では DNA 鎖のハイブリダイゼーションの効率を上げるため、サンプルを 60℃に保

った状態で溶液交換法を行った。 

溶液交換法によりそれぞれの基板上に形成された脂質二分子膜を用いて、X 線反射率測

定を行った。これらのサンプルでは脂質二分子膜が DNA 二重鎖によって係留されていると

考えられるので図 1 のようなスラブモデルを仮定し測定結果のフィッティングを行った。 

 
図 1. DNA 二重鎖により係留された脂質二分子膜の X 線反射率測定の解析に用いた

スラブモデル。ここでは、全 8 層からなるスラブモデルを用いてフィッティン

グを行った。 



図 2 にそれぞれのサンプルの X 線反射率測定の測定結果およびフィッティングの結果を

示す。 

また、表 1 にフィッティングの結果得られた脂質二分子膜の膜厚および DNA 二重鎖層の

厚さ（脂質二分子膜と固体基板までの距離、以降 DNA 二重鎖層の膜厚と呼ぶ）の値を示す。 

フィッティングの結果から脂質二分子膜の構造に関しては 15 塩基の場合は 44.3Å、37 塩

基の場合は 44.6Åと両者で大きな差異が見られなかった。また、DNA 二重鎖層に関して、

DNA 二重鎖の長さは「塩基間の距離(3.4Å)×塩基数」から計算できるが、フィッティングの

結果はその値に比べて（15 塩基の場合は 51Å、37 塩基の場合は 125.8Å）十分に小さくな

っている。DNA 二重鎖の持続長が 500 Åであるから DNA 二重鎖自身は剛直な棒とみなす

ことができ、これと DNA 二重鎖層のフィッティング結果から DNA 二重鎖は固体基板の垂

直方向に対し傾いていると考えられる（DNA 二重鎖の傾斜角は基板垂直方向からそれぞれ

15 塩基の場合 43.5°、37 塩基の場合 66.8°と計算できる）。また、DNA 二重鎖層の膜厚、

つまり脂質二分子膜と固体基板との距離に関しては 37 塩基の場合では、15 塩基の場合に比

(a) 

 

(b) 

 

図 2. DNA 二重鎖により係留された脂質二分子膜 X 線反射率測定の測定結果（青丸）およ

びフィッティング（実線）の結果。(a) は DNA 二重鎖が 15 塩基の、(b) は 37 塩基の

場合の結果を表す。 



べて約 14 Åの増加が見られた。 

続いて、グラフェンを通して固体基板に固定された DNA 鎖長と DNA 二重鎖層の膜厚の

関係を力学的に説明することを目的に、X 線反射率測定から得られた結果を用いた、脂質二

分子膜にかかる力（水和斥力、ファンデルワールス力、熱揺らぎによる斥力）のつり合い位

置の計算[7]に取り組んでいる。現在は水和斥力に関する計算を進めている。ここで、水和斥

力は次式の指数減衰関数を用いて 

𝑃𝑃ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 =  𝑃𝑃0exp �−𝐶𝐶 �
𝐷𝐷
𝐷𝐷0
�� 

(𝑃𝑃0は固有圧力、 𝐷𝐷 𝐷𝐷0� は水和状態と乾燥状態の DNA 二重鎖層の厚さの比、𝐶𝐶は定数) と

表されることから、水和斥力の計算のためには脂質二分子膜が形成されていない状態での、

溶媒による水和状態と乾燥状態での DNA 二重鎖の鎖長（基板からの高さ）比を知る必要が

ある。そこで、追加実験として二種類の長さの DNA 鎖（それぞれ 15 塩基と 37 塩基）が固

定された Si / SiO2 基板にそれぞれの相補鎖 DNA 一本鎖のみを加えてハイブリダイゼーショ

ンをさせたサンプルを作成した。そして、これらのサンプルを溶媒中および乾燥状態におい

て X 線反射率測定を行い、溶媒による水和状態と乾燥状態での DNA 二重鎖の鎖長（基板か

らの高さ）比を求めた。 

図 3 がそれぞれの測定結果であり、両サンプル間において溶媒による水和状態と乾燥状

態で測定結果の変化が確認された。これは、DNA 二重鎖の鎖長が水和状態と乾燥状態で変

化したことを表している。それぞれの条件下において図 4 に示されている溶媒による水和

状態と乾燥状態でのスラブ構造を仮定することにより解析を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1. 脂質二分子膜および DNA 二重鎖層の膜厚のフィッティング結果 
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図 3. 基板に固定された DNA 一重鎖をその相補鎖でハイブリダイゼーションしたサンプ

ルの溶媒による水和状態（青丸）および乾燥状態（赤丸）での X 線反射率測定の測

定結果。(a) は DNA 二重鎖が 15 塩基の、(b) は 37 塩基の場合の結果を表す。 
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(b) 

 
 
図 4. 基板に固定された DNA 一重鎖をその相補鎖でハイブリダイゼーションしたサンプ

ルの解析を行うために仮定したスラブモデル。(a)は乾燥状態で、(b)は溶媒による

水和状態で仮定したスラブモデルを表す。 
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