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In this project, I performed nanoscale ion mapping near DNA and lipid bilayers using a series of fluorescent
anthracene and benzofurazan compounds. These compounds consist of a fluorophore (anthracene or benzofurazan), an
anchor to attach to DNA or lipid bilayers, a H+/Na+ binding site and a position controlling moiety to determine their
position near DNA and lipid bilayer structures. In fluorescence titrations of DNA or lipid bilayer solution, a dissociation
constant for the binding site and ions can be determined by changes in fluorescence intensity as a parameter for local ion
concentration. Also, the information concerning nanoenvironmental polarity at the position where each sensor was
located was evaluated from the maximum emission wavelength. By collecting data using multiple fluorescent ion
sensors, nanoscale ion mapping near DNA and lipid bilayers were conducted.

海外研究活動概要
細胞膜に代表される三次元構造体は、独自のナノ
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本研究課題では、これらの先行研究をさらに発展

環境を創り出す。そしてそのナノ環境を探ることは、
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生命現象の神秘を解き明かす上で不可避な課題であ

二重膜であるベシクルへと拡張する。de Silva 教授ら
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蛍光 Na+イオンセンサーを用いて DNA 近傍の Na+イ

上にもわたって、脂溶性膜近傍における H+イオン濃

オン濃度を計測するとともに，これまでに内山が開
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構造体における位置特異的なナノ環境の報告は、蛍

ン濃度の計測を試みた。

光センサーを利用して計測した膜近傍の極性勾配に
限られており、H+イオン、Na+イオンのようなイオ
ンに対する濃度計測は不可能であった。

成果
①DNA 近傍の Na+イオン濃度マッピング：試料と
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近傍における位置調節部位を導入した蛍光 H+ イオ
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②ベシクル近傍の H+イオン濃度マッピング：ベシ
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今後の展望
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