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研究成果の概要（和文）：淡水魚の病原細菌，Mycoplasma mobileはその片側に滑走装置を形成し，ユニークな
メカニズムで‘滑走運動’する．本研究ではこれまでの実験結果から提案した運動メカニズムの作業仮説に基づ
き，滑走装置の構造，構成タンパク質，力学特性，シアル酸オリゴ糖結合，ATP加水分解とのカップリングなど
を明らかにし，メカニズムの具体的な議論を行った．また，M. mobileと同じモリクテス綱に属するMycoplasma 
pneumoniaeとSpiroplasma eriocheirisについても，運動装置とその構成タンパク質を明らかにして運動メカニ
ズムの議論を行った．

研究成果の概要（英文）：Mycoplasma mobile, a pathogenic bacterium of freshwater fish, forms a 
gliding machinery at a pole and performs 'gliding motility by a unique mechanism. In this study, we 
clarified the structure of gliding machinery, component proteins, mechanical characters, binding 
with sialic acid oligosaccharides, coupling with ATP hydrolysis etc, based on the working model of 
the motility mechanism proposed from previous experimental results, and provided concrete 
discussion. In addition, we clarified the motility machinery and component proteins, for Mycoplasma 
pneumoniae and Spiroplasma eriocheiris belonging to the class Mollicutes like M. mobile, and 
discussed the motility mechanisms.

研究分野： 細菌学

キーワード： 細胞運動　力学測定　電子顕微鏡　スピロプラズマ　モリクテス綱　病原細菌　ATP合成酵素　遺伝子操
作

  ２版
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要であると考えられるが，

手がけた

かった．

代表者は

を行い，滑走の装置，構成タンパク質，装置とタ

ンパク質の構造，結合対象，運動と力の詳細，
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ている．内容は次のとおりである．「滑走装置は
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一部に動きが生じ，それが“クランク”のタンパク

質を通って伝わると，“あし”のタンパク質が宿主

細胞表面などのシアル酸オリゴ糖をつかんだり，

ひっぱったり，はなしたりして
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