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１．研究計画の概要 
本研究課題では、これまでに開発を進めてき
た新しい光学顕微鏡技術を用い、膜超分子モ
ーター（主に FoF1-ATPase）の作動原理に
ついて、１分子のレベルで解明することを目
的とする。研究代表者の代表的な特許として、
①粒子の運動を３次元で検出することので
きる光学系、および②色素１分子の角度を高
い精度で決定できる全反射型顕微鏡がある。
これらの技術について、空間分解能と時間分
解能の２点について性能を向上させ、光学顕
微鏡の新しい手法を切り開く。そしてこの手
法を通じて、蛋白質の内部における特定の部
位の構造変化の検出に応用する。ダイナミッ
クな構造変化が期待される部位を１個の蛍
光色素で標識し、その部位のわずかな動きが
定量的に捉える。従来は NMR や X 線結晶解
析でしか議論されなかった蛋白質の構造変
化について、活性を持った１分子を対象に研
究を行うことができるようになるはずであ
る。 
 
２．研究の進捗状況 
現在までの研究成果として、光学機器メーカ
ーとの連携により、３次元の光学系について
製品化が可能なレベルの試作機を完成する
ことができた。この装置を用い、リニア分子
モーターであるキネシン・微小管系における
回転成分を検出する研究を行った。関連する
研究は、国内（研究員の矢島氏は生物物理学
会若手奨励賞を受賞、H19 年度）においても
国外（関連成果を Nature Structural & 
Molecular Biology に発表、H20 年度）にお
いても高い評価を得ている。また全反射型顕
微鏡を用い、化学状態と蛋白質内部のコンフ

ォメーション変化がどのように対応してい
るかについて、1 分子のレベルで調べるとい
う画期的な研究を進めることができた。助教
の政池知子氏の成果は Nature Structural & 
Molecular Biology に発表され（H20 年度）、
新聞にも報道された。生物物理学会若手奨励
賞も受賞している。 
 
３．現在までの達成度 
①当初の計画以上に進展している
本課題で進めている主要な２つの研究が、ど
ちらも Nature 姉妹紙に掲載されるという予
想以上の評価を得ることができ、課題がたい
へん順調に進んでいることが確認できた。 
 
４．今後の研究の推進方策 
微粒子の３次元の運動を検出する光学顕微
鏡については、タンパク質レベルでの測定に
必要なハードそのものの開発がほぼ終了し
たため、次の段階として、測定装置としての
確度を完全に評価する手法の開発を行う。実
験的な新しい切り口として、高時間分解能に
おける測定という方向に研究を発展させる。 
また初年度からの研究を通じて、回転分子ﾓｰ
ﾀｰ F1-ATPase において、ATP の加水分解に
よる触媒部位のコンフォメーション変化の
検出に成功している。この実験系を磁気ピン
セットや光ピンセットといった顕微操作が
可能な技術と組み合わせ、外部の負荷に対応
した局所的な構造変化の検出を行う。酵素反
応の可逆性は、ATP 合成酵素の大きな特徴で
あり、その機能を実現するためのメカニズム
について直接的に検証する重要な研究にな
ると考えられる。 
 

 



 

５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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