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(57)【要約】
【課題】微小区画（例えば、リポソーム）の融合と分裂を繰り返す方法を提供することを
本発明の課題とする。
【解決手段】上記課題は、リポソームなどの微小区画にポリマーを封入し、自然に微小区
画が分裂する条件を見出し、電気融合などの条件と組み合わせる方法を提供することによ
って、解決された。自然に微小区画が分裂する条件は、代表的には、リポソームの排除体
積の減少に起因する化学的ポテンシャルの減少（ΔＥｅｘ）が、曲げエネルギーの獲得（
ΔＥｂｅｎｄ）よりも大きい条件である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リポソームの融合と分裂を繰り返す方法であって、以下の工程：
（ａ）ポリマーを含み、自然に分裂するポソームを提供する工程、および、
（ｂ）該ポリマーを含むリポソームを、電気融合を生じる環境下に配置する工程、
を包含する方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、ここで、前記ポリマーが、ＰＥＧ、および、デキストラ
ンからなる群から選択される、方法。
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【請求項３】
請求項１に記載の方法であって、前記電気融合を生じる環境において、リポソームの排除
体積の減少に起因する化学的ポテンシャルの減少（ΔＥｅｘ）が、曲げエネルギーの獲得
（ΔＥｂｅｎｄ）よりも大きい、方法。
【請求項４】
請求項３に記載の方法であって、ここで、前記化学的ポテンシャルの減少（ΔＥｅｘ）お
よび前記曲げエネルギーの獲得（ΔＥｂｅｎｄ）の算出が：
リポソームの形態変化の前後の形状を、球面円柱レンズ形状および２つの球の形状であ
ると近似することによって行なわれる、方法。
【請求項５】
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前記電気融合が、以下：
（ｉ）前記リポソームを含む溶液に交流電圧を印加して、該リポソームを整列させる工程
；および、
（ｉｉ）該整列させたリポソームに短い直流パルスを印加する工程、
を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記電気融合が、以下：
（ｉ）１ＭＨｚの正弦交流１５０Ｖ／ｃｍを印加する工程；および、
（ｉｉ）２〜６ｋＶ／ｃｍ

６０μ秒のパルスを印加する工程、

を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
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前記ポリマーが、３ｍＭのＰＥＧ−６０００である、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、微小区画の融合と分裂を繰り返す方法に関する。より詳細には、本発明は、
リポソームの融合と分裂を繰り返す方法に関連する。
【背景技術】
【０００２】
脂質小胞は、生物学的膜のモデルとして長らく研究されてきた。現在、融合し、そして
、分裂するベシクルを作製する多数のアプローチが存在する。細胞を模倣する区画の増殖
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は、区画の環境から膜成分（両親媒性物質）を添加すること（非特許文献１）、または、
他の小胞と融合すること（非特許文献２）によって模倣することが可能である。小胞の分
裂は、機械的せん断ストレスによってか（非特許文献３）、または、出芽形状を生じる形
態変化を利用することによって、可能である（非特許文献４〜７）。
【０００３】
しかしながら、脂質小胞の融合と分裂を組み合わせることは困難である。例えば、Szos
takらは、脂肪酸の添加と、機械的せん断の組み合わせを利用している（非特許文献８〜
９）。Sugawaraらは、合成化学的手法を用い、前駆体として合成両親媒性分子から構成さ
れる多重膜小胞を用い、合成両親媒性分子を脱水し、同一の両親媒性物質を生成し、小胞
を成長させる手法を用いた。その結果、小さいサイズの小胞が、自己集合し、最終的には
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、排除されることを示した（非特許文献１０〜１１）。
【０００４】
いずれの先行技術文献も、微小区画の融合と分裂を自発的に繰り返す方法については、
教示も示唆もしていない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Szostak, J. W., D. P. Bartel, et al.(2001). "Synthesizing life."
Nature 409(6818): 387‑390
【非特許文献２】Luisi, P. L., F. Ferri, et al. (2006)."Approaches to semi‑synthe
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tic minimal cells: a review."Naturwissenschaften 93(1): 1‑13.
【非特許文献３】Macdonald, R. C., R. I. Macdonald, etal. (1991). "Small‑Volume E
xtrusion Apparatus for Preparation of Large,Unilamellar Vesicles." Biochimica Et
Biophysica Acta 1061(2): 297‑303.
【非特許文献４】Kas, J. and E. Sackmann (1991)."Shape Transitions and Shape Stab
ility of Giant Phospholipid‑Vesicles inPure Water Induced by Area‑to‑Volume Chan
ges." Biophysical Journal 60(4):825‑844.
【非特許文献５】Staneva, G., M. I. Angelova, et al.(2004). "Phospholipase A(2) p
romotes raft budding and fission from giantliposomes." Chemistry and Physics of
Lipids 129(1): 53‑62.
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【非特許文献６】Baumgart, T., S. T. Hess, et al. (2003)."Imaging coexisting flui
d domains in biomembrane models coupling curvatureand line tension." Nature 425(
6960): 821‑82
【非特許文献７】Tanaka, T., R. Sano, et al. (2004)."Shape changes and vesicle fi
ssion of giant unilamellar vesicles ofliquid‑ordered phase membrane induced by l
ysophosphatidylcholine."Langmuir 20(22): 9526‑9534.
【非特許文献８】Hanczyc, M. M., S. M. Fujikawa, et al.(2003). "Experimental mode
ls of primitive cellular compartments:encapsulation, growth, and division." Scie
nce 302(5645): 618‑622.
【非特許文献９】Zhu, T. F. and J. W. Szostak (2009)."Coupled Growth and Division
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of Model Protocell Membranes." Journalof the American Chemical Society 131(15):
5705‑5713.
【非特許文献１０】Takakura, K., T. Toyota, et al. (2003)."A novel system of self
‑reproducing giant vesicles." J. Am. Chem.Soc. 125(27): 8134‑8140.
【非特許文献１１】Toyota, T., K. Takakura, et al. (2008)."Population study of si
zes and components of self‑reproducing giantmultilamellar vesicles." Langmuir 24
(7): 3037‑3044.
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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本発明は、微小区画の融合と分裂を繰り返す方法を提供する。微小区画について、本発
明においては、代表的には、巨大単一膜小胞（ＧＵＶリポソーム）を用いることができる
。
【０００７】
本発明においては、例えば、電気融合と、それに続く（または、それと同時の）、自発
的に生じる出芽形状を生じる形態変化を利用することによって、微小区画の融合と分裂を
繰り返すことが可能となった。
【０００８】
電気融合は、他の融合技術（例えば、膜電荷の利用、および、膜融合分子の利用）と比
較して、優れている。本発明においては、電気融合を利用して、融合と分裂を繰り返す方
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法が提供される。本発明では、好ましくは、系の構成要素（膜成分、および、周囲の溶液
）を変化しない。分裂においては、余剰な表面積と膜の曲率を有し、かつ、出芽形状への
形態変化を生じる小胞の性質を利用する。出芽形状への形態変化に必要な膜の曲率は、封
入されたポリマーと膜との排除体積相互作用によって誘導される。
【０００９】
本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）

リポソームの融合と分裂を繰り返す方法であって、以下の工程：

（ａ）リポソームの内水層にポリマーを含み、自然に分裂するポソームを提供する工程、
および、
（ｂ）該ポリマーを含むリポソームを、電気融合を生じる環境下に配置する工程、
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を包含する方法。
（項目２）

項目１に記載の方法であって、ここで、前記ポリマーが、ＰＥＧ、および、

デキストランからなる群から選択される、方法。
（項目３）

項目１に記載の方法であって、前記電気融合を生じる環境において、リポソ

ームの排除体積の減少に起因する化学ポテンシャルの減少（ΔＥｅｘ）が、膜の曲げエネ
ルギーの増加（ΔＥｂｅｎｄ）よりも大きい、方法。
（項目４）

項目３に記載の方法であって、ここで、前記化学ポテンシャルの減少（ΔＥ

ｅｘ）および前記曲げエネルギーの獲得（ΔＥｂｅｎｄ）の算出が：

リポソームの形態変化の前後の形状を、球面円柱レンズ形状および２つの球の形状であ
ると近似することによって行なわれる、方法。
（項目５）
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前記電気融合が、以下：

（ｉ）前記リポソームを含む溶液に交流電圧を印加して、該リポソームを整列させる工程
；および、
（ｉｉ）該整列させたリポソームに短い直流パルスを印加する工程、
を包含する、項目１に記載の方法。
（項目６）

前記電気融合が、以下：

（ｉ）１ＭＨｚの正弦交流１５０Ｖ／ｃｍを印加する工程；および、
（ｉｉ）２〜６ｋＶ／ｃｍ

６０μ秒のパルスを印加する工程、

を包含する、項目１に記載の方法。
（項目７）

前記ポリマーが、３ｍＭのＰＥＧ−６０００である、項目１に記載の方法。
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【００１０】
本発明においては、リポソームのような微小区画が融合と分裂を繰り返すことが可能と
なる。本発明において、リポソームの排除体積の減少に起因する化学ポテンシャルの減少
（ΔＥｅｘ）が、曲げエネルギーの増加（ΔＥｂｅｎｄ）よりも大きい場合、すなわち、
【００１１】
【数１】

40
【００１２】
が成り立つ場合、リポソームは、自然に分裂することが見出された。
【００１３】
リポソームの排除体積の減少に起因する化学ポテンシャルの減少（ΔＥｅｘ）、および
、膜の曲げエネルギーの増加（ΔＥｂｅｎｄ）は、周知の手法を用いて計算することが可
能である。上記自由エネルギーの計算は、特に、分裂前のリポソームの形状を球面円柱レ
ンズ形状（すなわち、円柱の両端に、半球が付着した形状）、分裂後のリポソームの形状
を２つの球であると近似した場合、以下に記載するように、上記値を計算することが可能
である。
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【００１４】
これらの形状は計算を容易にするために単純化した場合であり、本発明は、上記計算式
に限定されるものではない。上記以外の、より複雑な形状や形態変化であっても、たとえ
ば数値シミュレーションなどの方法によって計算することが可能である。
【００１５】
球面円柱レンズ形状（「ｓｃ」を付す）および２つの球（「ｔｓ」を付す）のそれぞれ
を用いて、形態変化の前後の形状を近似する。球面円柱レンズ形状は、円柱についての２
つの幾何学的パラメーターである半径Ｒｓｃおよび長さＬｓｃを有する。２つの球は、１
つの幾何学的パラメーターである半径Ｒｔｓのみを有する。これら２つの球が同一体積お
よび同一表面積を有する場合、以下の関係が導き出される。
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【００１６】
【数２】

20
【００１７】
【数３】

【００１８】
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上記の両式において、左辺は球面円柱レンズ形状の量を、右辺は２つの球の量を、それぞ
れ、示す。上記（１）および（２）の式から、以下の式が導き出される。
【００１９】
【数４】

40
【００２０】
【数５】
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【００２１】
次に、これら２つの形状の排除体積が、以下のとおり導き出される。
【００２２】
【数６】

10
【００２３】
【数７】

【００２４】

20

上記の式（３）〜（６）から、球面円柱レンズ形状から、２つの球への形態変化に伴う排
除体積の変化を、以下のとおり得ることができる。
【００２５】
【数８】

30
【００２６】
排除体積の減少による自由エネルギーの減少は、
【００２７】
【数９】

40
【００２８】
となるため、以下の関係式を得ることができる。
【００２９】
【数１０】
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【００３０】
次に、２つの球について膜の曲げエネルギーを得る。球面円柱レンズ形状の曲げエネルギ
ーは、円柱部分と、２つの半球状のキャップ部分との寄与の和であり、以下の式で表され
る。
【００３１】
【数１１】
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【００３２】
ここで、２つの球は、単純に、以下の式で表される。
【００３３】
【数１２】
20

【００３４】
次に、形態変化に伴う曲げエネルギー変化は、上記の式（３）および式（４）を用いて導
き出される。
【００３５】
【数１３】

30

【００３６】
この値は、一定であり、かつ、小胞サイズとは独立している。上記にしたがって、曲げエ
ネルギーの獲得（ΔＥｂｅｎｄ）が求められる。
【００３７】

40

上記の計算において、浸透圧ΔΠは、浸透圧測定から実験的に求めることが可能である
。また、膜の曲げ弾性定数κｂは、１０−１９［Ｊ］程度である。
上記の結果から、
【００３８】
【数１４】
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【００３９】
の関係が成り立つか否かを決定することができる。上記関係が成り立つ場合、リポソーム
などの微小区画は自然に分裂する。さらに、
【００４０】
【数１５】
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【００４１】
の値が大きければ、微小区画の分裂は速やかに生じる（すなわち、単位時間あたりの分裂
頻度が増加する）。
【００４２】
上記の［数１５］の値は、大きいことが好ましい。
【００４３】
リポソームのような微小区画を融合する手法は、周知である。代表的なリポソームの融
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合法として、電気融合が挙げられるがこれらに限定されない。
【００４４】
本発明の一つ局面においては、融合によって比膜面積が大きい条件を生じさせたときに
、式１４の条件を満たすと、分裂が誘発される。
【００４５】
本発明にしたがって、リポソームのような微小区画の融合と分裂を繰り返す場合、リポ
ソームのような微小区画の体積の総和は、ほとんど変化しない。
【発明の効果】
【００４６】
本発明によって、リポソームのような微小区画の融合と分裂を繰り返す方法が提供され
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る。この融合と分裂は、交互に生じても、同時に生じてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１（ａ）は、電気融合を模式的に示す図である。図１（ｂ）は、ポリマーを用
いない場合の、ＧＵＶの電気融合についての一連の落射蛍光観察を示す写真である。右上
の数字は、試験開始から経過した秒数を示す。「０ｓ」すなわち、試験開始時の写真中、
白矢印で示す複数の小胞、および、黒矢印で示す複数の小胞は、お互いに融合する小胞を
示す。図１（ｃ）〜図１（ｆ）は、３ｍＭのＰＥＧ６０００を含む小胞の出芽形状を生じ
る形態変化を示す一連の写真である。右上の数字は、試験開始から経過した秒数を示す。
「０ｓ」すなわち、試験開始時の写真中、白矢印で示す複数の小胞は、お互いに融合する
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小胞を示す。「０ｓ」以外の写真中、灰色矢印は、出芽前のくびれを示す。
【００４８】
図中のスケールバーは、１０μｍを示す。図中の写真の種類は、次のとおりである：（
ａ）微分干渉（ＤＩＣ）観察、（ｂ）蛍光脂質で標識した膜の落射蛍光画像、（ｃ）蛍光
脂質で標識した膜の共焦点画像。（ｄ）ＦＩＴＣ−ＢＳＡを含む溶液を封入した小胞の共
焦点画像。
【図２】図２は、種々の条件下での出芽形状が出現する確率を示すグラフである。図２（
ａ）は、種々の濃度のＰＥＧ−６０００を用いた結果である。図２（ｂ）は、種々の濃度
のＰＥＧ−２００００を用いた結果である。図２（ｃ）は、種々の分子量および濃度のデ
キストランを用いた結果である。
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【図３】図３（ａ）は、出芽の後期における、代表的な形態変化を示す写真である。出芽
に際して、伸長した形状における収縮が進行する。図３（ｂ）は、小胞形状を立体的に示
した図である。図３（ｃ）は、形態変化の間の自由エネルギー変化を評価するために使用
する、小胞の単純化したモデルである。球面円柱レンズ形状の場合（左側）は、円柱の半
径「Ｒｓｃ」および長さ「Ｌｓｃ」を有する。図３（ｄ）は、膜の曲げエネルギー変化（
ΔＥｂｅｎｄ）、排除体積の減少に起因する化学的ポテンシャルの減少（−ΔＥｅｘ）、
および、これら要素が寄与する系の自由エネルギー変化（−（ΔＥｂｅｎｄ−ΔＥｅｘ）
）を示す。

２つの球は、球面円柱レンズ形状よりも自由エネルギーが低いため、熱力学

的に好ましい。
【図４】図４は、融合と出芽形状の形態変化のサイクルの反復を示す写真である。小胞は
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、３ｍＭのＰＥＧ−６０００を含む。各写真の右上の数字は、最初の電気融合からの経過
時間（秒）を示す。電気融合の１秒後の写真（右上に「１ｓ」と記載）は、出芽した小胞
を示す。その後、１ＭＨｚの交流電流１５０Ｖ／ｃｍを、最初の電気融合から３秒経過後
、２４秒経過後、および、８０秒経過後に、それぞれ、２秒間、印加した（それぞれ、対
応する写真の右下に円を記載）。スケールバーは、１０μｍを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
以下、本発明を説明する。本明細書において使用される用語は、特に言及しない限り、
当該分野で通常用いられる意味で用いられることが理解されるべきである。
20

【００５０】
以下に本明細書において特に使用される用語の定義を列挙する。
【００５１】
（定義）
本明細書において使用する場合、用語「微小区画」とは、脂質層、および、その内部の
水層から構成される閉じられた微小な空間をいう。「微小区画」としては、例えば、リポ
ソームが挙げられるがこれに限定されない。
【００５２】
本明細書で使用される場合、「リポソーム」とは、通常、膜状に集合した脂質層および
内部の水層から構成される閉鎖小胞を意味する。代表的に使用されるリン脂質のほか、コ
レステロール、糖脂質などを組み込ませることも可能である。本発明において、リポソー

30

ムは、修飾基を付するために、エステル結合を付与する官能基を有する構成単位（例えば
、糖脂質、ガングリオシド、ホスファチジルグリセロールなど）またはペプチド結合を付
与する官能基を有する構成単位（例えば、ホスファチジルエタノールアミン）を有しても
よい。
【００５３】
本発明において使用するリポソームの種類、膜多重度、および、サイズ、ならびに、そ
の調製法は限定されることはない。リポソームの調製法としては、種々の周知の方法が利
用可能である。
【００５４】
本明細書において使用する場合、微小区画に封入される「ポリマー」は、好ましくは、

40

微小区画の成分（例えば、脂質）と相互作用しない物質をいう。「ポリマー」としては、
代表的には、ＰＥＧ（ポリエチレングリコール）、デキストラン、および、Ficollなど浸
透圧作用の大きいポリマーが挙げられるがこれらに限定されない。
【００５５】
本明細書において使用する場合、用語「電気融合」とは、微小区画（例えば、リポソー
ム）に、交流および／または直流の電圧を印加することにより、微小区画を融合する手順
をいう。リポソームの融合に適切な電気融合の条件としては、例えば、（ｉ）１ＭＨｚの
正弦交流１５０Ｖ／ｃｍを２秒間印加する工程；次に、（ｉｉ）２〜６ｋＶ／ｃｍ

６０

μ秒のパルスを３回、０．２秒間隔で印加する工程が挙げられるがこれに限定されない。
この代表的な条件では、上記（ｉ）においてリポソームが整列し、上記（ｉｉ）において
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整列し、隣接したリポソームが融合する。
【００５６】
（本発明の応用）
本発明を使用することによって、微小区画の融合と分裂を繰り返すことが可能となる。
また、本発明を使用することにより、多数の微小区画について、微小区画相互の独立性を
維持しながら（すなわち、多数の微小区画内の空間が、相互に隔てられている状態を維持
しながら）、各微小区画に、膜透過性の低い物質（例えば、酵素反応の反応基質、イオン
、ヌクレオチド、ポヌクレオチド、アミノ酸、ペプチド、ポリペプチドなどが挙げられる
がこれらに限定されない）を電気融合によって供給することが可能となる。この場合には
、膜透過性の低い物質の供給を受ける微小区画の数に対する、膜透過性の低い物質を含む

10

微小区画の数の比率を高くすること（例えば、１個の膜透過性の低い物質の供給を受ける
微小区画に対して、大多数の膜透過性の低い物質を含む微小区画が存在する条件で、融合
を生じさせること）によって、膜透過性の低い物質の供給を受ける微小区画相互間の融合
の確率を低く抑えることが可能となる。
【００５７】
あるいは、異なる物質を含有する微小区画を相互に融合させることによって、微小区画
内に含まれる物質の組み合わせの多様性を大きくすることも可能である。この場合、微小
区画の多様性は、指数的に増加する。
【００５８】
（１．インビトロ進化工学への応用）

20

微小区画に、遺伝子ライブラリ（例えば、変異体ライブラリ）等からの遺伝子クローン
を封入する。このとき、１区画あたり１遺伝子断片になるように封入する。その後、その
遺伝子を起点とした反応が進行するが、区画中には封入されている遺伝子のみに由来する
反応産物（例えば、酵素など）が存在し、他のものと混ざりあわない。従って、遺伝型と
表現型が関連付けられる。その後、例えばセルソーター等によって希望する表現型を持つ
微小区画のみを選択取得すれば、その表現型に対応する遺伝子クローンを得ることができ
る。
【００５９】
従来の方法では、選択された区画内部の遺伝子群をいったん全回収・精製し、（必要な
ら）変異処理を加え、再封入することを１ラウンドとし、ラウンドを繰り返すことで、よ
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り高機能な配列をもった遺伝子を取得していた。そのため、多数のラウンドを行なうため
には、多大な時間と労力が必要であった。
【００６０】
これに対して、本発明の方法では、ラウンド後の回収をすることなく、微小区画内に遺
伝子を封入したまま継続して変異と選択を繰り返すことが可能となり、より簡便に実験を
行なうことができる。また、本発明に従うと、より生物の進化に近い進化工学的実験が可
能になる。
【００６１】
（２．クローン細胞培養への応用）
例えば抗体を産生するハイブリドーマや、生体幹細胞は、ヘテロな細胞集団の中で稀に

40

存在する。これらの細胞を単離するためには、通常、単一細胞から増殖させたクローン細
胞集団（コロニー）を得るクローニングが必要となる。その場合に、例えば自己の産生す
る成長因子が拡散してしまうなどの原因により、単一細胞からの増殖が生じにくく、クロ
ーニングが困難な場合が多々ある。このような問題に対して、クローン培養を融合と分裂
するベシクル中で行うと、成長因子をベシクル中で高い濃度に保ったまま培養することが
でき、単一細胞からの増殖が可能になると期待できる。
【００６２】
また、Ｗ／Ｏエマルション（油中水滴）からリポソームを作製する際に、液滴中に細胞
を混ぜ込んでおくと、細胞を含むリポソームが調製可能である。
【００６３】
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（３．遺伝子診断への応用）
将来的に、被験者の血液などのサンプルから、癌およびその他の病因となる遺伝子突然
変異を定量的に検出する技術が求められている。そして、目的の遺伝子変異がサンプル中
の多数の野生型遺伝子中にごく少数しか存在しない場合が多々ある。野生型遺伝子

対

変異体遺伝子の比率を保ったまま増幅をすることができれば、変異遺伝子の存在比を正確
に検量することができる。
【００６４】
そのために、例えば、各微小区画が遺伝子１分子のみを含むように、遺伝子を微小区画
に封入し、ＰＣＲなどによって増幅した遺伝子を検出する。この場合、ある種類の遺伝子
群を含む微小区画（または担体としてのビーズ）の数の比が目的遺伝子の存在比になる。

10

【００６５】
以下に実施例等により本発明を詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【実施例】
【００６６】
（１：材料および方法）
（１．１：材料）
１−パルミトイル−２−オレオイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリン（ＰＯＰＣ）
、および、１−パルミトイル−２−オレオイル−ｓｎ−グリセロ−３−［ホスホ−ｒａｃ
−（１−グリセロ）］（ＰＯＰＧ）は、Ａｖａｎｔｉ

Ｐｏｌａｒ

Ｌｉｐｉｄｓ（Ａｌ

ａｂａｓｔｅｒ，ＡＬ）から購入した。コレステロールは、Ｎａｃａｌａｉ

20

Ｔｅｓｑｕ

ｅ（日本）から購入した。緑色蛍光脂質である２−（４，４−ジフルオロ−５，７−ジメ
チル−４−ボラ−３ａ，４ａ−ジアザ−ｓ−インダセン−３−ウンデカノイル）−１−ヘ
キサデカノイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリン（ＢＯＤＩＰＹ−ＨＰＣ）、赤色蛍
光タンパク質Ｒ−フィコエリトリン（Ｒ−ＰＥ）、および、ウシ血清由来のアルブミンの
フルオレセイン結合体（ＦＩＴＣ−ＢＳＡ）は、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（Ｃａｒｌｓｂａ
ｄ，

ＣＡ）から購入した。種々の分子量のポリエチレングリコール（ＰＥＧ−４００；

ＰＥＧ−６０００；ＰＥＧ−２００００）は、Ｗａｋｏより購入した。小胞内に封入する
内部溶液は、５０ｍＭ
、３５０ｍＭ

ＨＥＰＥＳ−ＫＯＨ（ｐＨ＝７．６）、１５０ｍＭ

グルコース、および、種々の濃度（０〜５％

る水性緩衝液であった。小胞の外部溶液は、５０ｍＭ
６）、５００ｍＭ

スクロース

ｗ／ｗ）のポリマーからな

30

ＨＥＰＥＳ−ＫＯＨ（ｐＨ＝７．

グルコースからなる水性緩衝液であった。ポリマーを内部溶液に含め

る場合、同じモル数のグルコースを外部溶液に添加し、浸透圧を調節した。
【００６７】
（１．２：巨大単一膜小胞（ＧＵＶ）の調製）
ｗ／ｏエマルショントランスファー法（Pautot, S., B. J. Frisken, et al. (2003).
"Production ofunilamellar vesicles using an inverted emulsion." Langmuir 19(7):2
870‑2879. Nishimura, K., T. Hosoi, et al. (2009). "Population Analysis of Struct
ural Properties of GiantLiposomes by Flow Cytometry." Langmuir 25(18): 10439‑104
43）を用いて、巨大単一膜小胞（ＧＵＶ）を調製した。１−パルミトイル−２−オレオイ

40

ル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリン（ＰＯＰＣ）：１−パルミトイル−２−オレオイ
ル−ｓｎ−グリセロ−３−［ホスホ−ｒａｃ−（１−グリセロ）］（ＰＯＰＧ）：コレス
テロール＝１８：２：１（重量比）総量１０．５ｍｇを、１０５μＬのクロロホルムに溶
解し、流動パラフィン２．１ｍＬと混合した。膜を可視化する際に、ＢＯＤＩＰＹ−ＨＰ
Ｃを、ＰＯＰＣに対するモル分率０．１％で添加した。この溶液を８０℃で３０分間加熱
し、脂質を完全に溶解し、クロロホルムを蒸発させた。次に、この溶液５００μＬを、ガ
ラスチューブに移し、内部溶液４５μＬを添加した。内部水溶液を可視化する際に、１５
．５μＭのＧＦＰ、４００ｎＭのＰＥ、または、５μＭ

ＦＩＴＣ−ＢＳＡのいずれかを

、内部溶液に添加した。この混合液を３０秒間ボルテックスによって混合し、ｗ／ｏエマ
ルションを形成し、氷上で１０分間平衡化した。このエマルション４００μＬを、別の新
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たなチューブ内の外部溶液の上に、穏やかに配置した。１８，０００ｇ（１４，０００ｒ
ｐｍ）３０分間、４℃で遠心後、エマルションを、脂質で飽和した油／水界面を通過させ
、二分子膜構造を形成した。約１００μＬの沈殿したリポソーム懸濁液を、チューブの底
に開けた穴から回収した。安定したリポソーム濃度を得るために、９００μＬの外部溶液
を、この懸濁液に添加し、１８，０００ｇ、３０分間、４℃で遠心した。最後に、２０μ
Ｌの沈殿を回収し、２５０μＬの外部溶液で希釈した。コントロール実験として、静置水
和法を用いて、巨大リポソームを調製した。全く同一の量および比率の、クロロホルム中
の脂質を、ロータリーエバポレーターに供し、薄い、乾燥脂質フィルムを、洋ナシ型フラ
スコの底部に形成した。内部溶液１ｍＬを穏やかに導入して、巨大小胞を膨潤させた。実
験条件と一致させるために、この小胞懸濁液５００μＬを、５００μＬの外部溶液と混合

10

し、次に、１８，０００ｇ、３０分間、４℃で遠心した。最後に、２０μＬの沈殿物を回
収し、２５０μＬの外部溶液にて希釈した。
【００６８】
（１．３：電気融合の設定）
ＧＵＶの電気融合をモニターするためのチャンバーは、以下のとおりである。２つの銅
電極（幅５ｍｍ、高さ０．１ｍｍ、長さ約２０ｍｍ）を、カバーグラス（松浪ガラス）上
に、約１ｍｍの間隔で、平行に並べた。小胞懸濁液を銅電極間に挿入し、その上に、カバ
ーグラス（松浪ガラス）を接着し、グリースで蓋をした。電気融合の際に、小胞が流され
ないように密封することが重要である。電気融合では、最初１ＭＨｚの正弦交流１５０Ｖ
／ｃｍを２秒間印加し、小胞を整列させた（真珠ネックレスの形状）。次に、直流の短時

20

間のパルス（２〜６ｋＶ／ｃｍ、６０μ秒）を３回、０．２秒間隔で印加し、整列した小
胞を融合させた。
【００６９】
（１．４：画像収集）
倒立光学顕微鏡を用いて、顕微鏡画像を得た（ＩＸ７１；Ｏｌｙｍｐｕｓ，Ｊａｐａｎ
）。明視野画像を、微分干渉（ＤＩＣ）観察（例えば、図１ａ）、および、落射蛍光画像
（例えば、図１ａ）を、対応するフィルターおよびダイクロイックミラーユニット（Ｕ−
ＭＷＩＢ２、Ｏｌｙｍｐｕｓ，Ｊａｐａｎ、励起
フ

４５０〜４８０ｎｍ／発光

カットオ

５１０ｎｍ）によって、得た。４０倍の乾燥対物レンズを使用し、１秒間隔で、デジ

タルＣＣＤカメラ（ＶＢ−７０００，Ｋｅｙｅｎｃｅ，Ｊａｐａｎ）を用いて撮影を行な
った。共焦点画像を、リアルタイム
ｋｏｇａｗａ

レーザー共焦点顕微鏡ユニット（ＣＳＵ１０，Ｙｏ

Ｅｌｅｃｔｒｉｃ

Ｃｏｒｐ．，Ｊａｐａｎ）および冷却高解像度デジタ

ルＣＣＤカメラ（ＯＲＣＡ−ＥＲ，
ａｎ）と励起光としての３０ｍＷ

30

Ｈａｍａｍａｔｓｕ
４８８ｎｍ

ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ，Ｊａｐ

Ａｒ／Ｋｒレーザーを用いて得た。代表

的には、１００倍の油浸対物レンズを用いて、１秒間の露光で共焦点画像を得た（例えば
、図１ｃ）。
【００７０】
（１．５：出芽形状を生じる確率の算出）
出芽形状を生じる確率を推定するために、融合した小胞が、１０分以内に出芽した形状
となるか否かを観察した。具体的には、一連の記録された画像の目視により判断した。小

40

胞のくびれが狭くなり、次に、隔壁が現れた場合、この変形事象を、出芽事象と判断した
。典型的には、融合操作を３回程度行い、タイムラプス撮影画像を記録した。この記録時
間内においては、典型的には、各実験条件において、１００回程度の融合事象が生じた。
【００７１】
（２．ＧＵＶの調製）
ｗ／ｏエマルショントランスファー法（Pautot, S., B. J. Frisken, et al. (2003).
"Production ofunilamellar vesicles using an inverted emulsion." Langmuir 19(7):2
870‑2879. Nishimura, K., T. Hosoi, et al. (2009). "Population Analysis of Struct
ural Properties of GiantLiposomes by Flow Cytometry." Langmuir 25(18): 10439‑104
43）を用いて、１−パルミトイル−２−オレオイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホコリン
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（ＰＯＰＣ）：１−パルミトイル−２−オレオイル−ｓｎ−グリセロ−３−［ホスホ−ｒ
ａｃ−（１−グリセロ）］（ＰＯＰＧ）：コレステロール＝１８：２：１（重量比）から
なる膜の巨大単一膜小胞（ＧＵＶ）を調製する。この方法では、予め形成した油中水エマ
ルション液滴を、別の油／水界面を強制的に通過させて、遠心によって二分子膜構造を形
成した。この調製法によって、高分子を高濃度でＧＵＶ内に封入することが可能となる。
本実施例では、負に荷電した脂質であるＰＯＰＧを少量含ませた。なぜなら、負に荷電し
た脂質を用いることによって、高収率で球状のＧＵＶ分散物を得ることを容易にするから
である。
【００７２】
また、この方法を用いることによって、透析あるいはクロマトグラフィーを用いること

10

なく、ＧＵＶ内部の溶液とＧＵＶ外部の溶液を異なる溶液として調製することが可能とな
る。界面を横切る水性液滴の移動を促進するために、スクロースおよびグルコースの濃度
を調節することにより、エマルションの密度を外部の水溶液よりも幾分高く設定した（エ
マルション：５０ｍＭ

Ｈｅｐｅｓ−ＫＯＨ（ｐＨ７．６）中の１５０ｍＭ

スクロース

、および、３５０ｍＭ

グルコース；外部溶液：５０ｍＭ

．６）中の５００ｍＭ

グルコース。両者）。以下の実験では、ポリマー（種々の分子サ

Ｈｅｐｅｓ−ＫＯＨ（ｐＨ７

イズおよび濃度の、ＰＥＧ、および、デキストラン）を、エマルションの水相に含めた。
そのような場合、外部溶液のグルコース濃度を増加し、モル濃度に合うように調整し、浸
透圧を調整した。
20

【００７３】
（３．ＧＵＶの電気融合）
小胞の体積が小胞の表面積と等価である球の体積よりも小さい場合（換言するならば、
膜が過剰である場合）、非球形のＧＵＶが形成される。このような状況をもたらすため、
ＧＵＶを、電気融合を用いて融合した（Stoicheva, N. G. and S. W. Hui (1994). "Elec
trofusion ofCell‑Size Liposomes." Biochimica Et Biophysica Acta‑Biomembranes 119
5(1):31‑38.）。融合した小胞では、表面積

対

体積の比率が増加する（ただし、表面

積および体積が融合の間に変化しない場合）。光学顕微鏡での観察下において、ＧＵＶの
電気融合を行ない、微分干渉（ＤＩＣ）観察、落射蛍光観察、および、蛍光共焦点観察を
用いて、小胞の変化についての微速度撮影を行なった。Ｂｏｄｉｐｉ−ＨＰＣの濃度はＰ
ＯＰＣ

に対して０．１Wt％を使用した（ＶＢ

露光１秒

微速度撮影）。結果を図１（

30

ｂ）に示す。
【００７４】
最初に電気融合の条件について試験した。１ＭＨｚ交流１５０Ｖ／ｃｍによって、ＧＵ
Ｖを一列に整列させ（すなわち、真珠ネックレスの形状）、次に、２ｋＶ／ｃｍ〜６ｋＶ
／ｃｍのパルスを６０μ秒の短時間だけ用いることによって、小胞の融合を誘導した。融
合の後、小胞内の水溶液が迅速に混合したことを確認した。この結果、複数の小胞が融合
して、単一の小胞を形成した（図１ｂ：ＧＦＰ
Ｇ、ＶＢ

露光１秒のタイムプラス、×４０

１５．５μＭ、ＰＥ

４００ｎＭ、ＷＩ

乾燥対物レンズ）。

【００７５】
短時間のパルスの電圧を高くすると、融合する小胞の数が増加した。例えば、４ｋＶ／

40

ｃｍおよび６ｋＶ／ｃｍの電圧を印加したところ、４個および５個の小胞が融合して単一
の小胞になる確率は、それぞれ、１８％および１３％であった。これに対して、２ｋＶ／
ｃｍの電圧を用いた場合、４小胞以上の小胞が融合することはなかった。相互に融合した
小胞の数は、融合後の小胞における表面積

対

体積の比率と強く相関する重要なパラメ

ータである。
【００７６】
（４．小胞の形態の変化）
小胞内にポリマーが封入されていない場合、最も外側の膜の形状は、ほとんど球状であ
った。しかしながら、小胞内の溶液が３ｍＭ（２．５％

ｗ／ｗ）のＰＥＧ６０００を含

んだ場合、融合後の小胞の形状は、劇的に変化し、トーラス様の形状、馬蹄形の形状、お
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よび、細長い形状などの種々の形状が観察された。
【００７７】
融合後、小胞の形状は、徐々に変化し、そして、１分目から１０分目の間に、出芽した
形状が、頻繁に観察された。結果を図１（ｃ）〜図１（ｆ）に示す。なお、図１（ｃ）に
おいて使用したＢｏｄｉｐｉ−ＨＰＣの濃度は図１（ｂ）において使用した濃度と同一で
ある（共焦点露光

１秒、枚数×１秒の時間間隔、対物ｏｌｉ×１００）。図１（ｄ）は

、ＦＩＴＣ−ＢＳＡ

５μＭを用いた結果である（共焦点露光

１秒、ｏｌｉ×１００）

。
【００７８】
この形状の変化は、同濃度（３ｍＭ（２．５％

ｗ／ｗ））のＰＥＧ６０００が、（１

10

）小胞内部溶液と小胞外部溶液の両方に存在する場合、または、（２）小胞外部溶液にの
み存在する場合には、観察されなかった。
【００７９】
この結果は、小胞の融合後の出芽形状を生じる形態変化が、小胞内に封入されたＰＥＧ
によって誘導されたことを示すものである。ＰＥＧは、脂質膜と非特異的相互作用のみを
示すことが公知の物質であり、また、膜表面の高分子排除によって小胞を凝集させること
が公知の物質である。そのため、ＰＥＧの排除相互作用が出芽形状を生じる形態変化を生
じたものと考えられる。粒子／ポリマー混合物中では、粒子は凝集し、粒子周辺の高分子
排除体積（立体障害のために、ポリマーが接近できない領域）を減少させる。この変化は
、ポリマーの並進エントロピーを増加するので、熱力学的に好ましい。膜、および、膜の

20

一方のみのポリマー溶液からなる系では、膜の面積が一定の場合、膜の曲率が増加するに
つれて、膜近傍の排除体積は減少する。そのため、排除体積の減少に起因する自由エネル
ギーの減少が、膜を曲率させるのに必要とされるエネルギーを超える場合、曲率の増加は
、熱力学エネルギー的に好ましい。
【００８０】
（５．出芽形状が出現する確率）
種々の濃度のＰＥＧ６０００を封入し、その効果について、試験した。具体的には、固
定した電圧（６ｋＶ／ｃｍ）での電気的パルスによる融合小胞を用いて、出芽形状が出現
する確率を試験した。
30

【００８１】
上記のとおり、小胞の形状についての重要なパラメーターは、体積の減少であり、
【００８２】
【数１８】

【００８３】
で表される。上記の式において、「Ｖ」および「Ａ」は、それぞれ、小胞の体積および表

40

面積である。上記ｖｒｅｄは、小胞と等価な表面積を有する球の体積に対する、小胞の体
積の比を示す。このパラメーターと、出芽形状が出現する確率とを相関させるために、融
合した小胞の「Ｖ」および「Ａ」を、融合前の球状小胞のこれらの値の総和として推定し
た。（例えば、２個、３個、および、４個の同一の小胞の融合によって生じるｖｒｅｄは
、それぞれ、約０．７１、約０．５７、および、約０．５である。）

この評価は、これ

らの量が融合および変形の過程で保存されていることを前提とする。そして、この前提が
正しいことは、共焦点顕微鏡を用いる、微速度三次元撮影によって確認された。次に、ｖ
ｒｅｄの各範囲について、全ての融合事象に対する出芽形状出現の確率として、プロット

した。（図２ａ）
封入されたＰＥＧ−６０００の濃度が０ｍＭおよび０．３ｍＭ（０．２５％ｗ／ｗ）の
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場合、融合した小胞は、球状のままであり、出芽形状の出願は、観察されなかった。しか
しながら、ＰＥＧ−６０００の濃度が１．５ｍＭ（１．２％ｗ／ｗ）の場合、出芽形状の
出現は増加し、ｖｒｅｄに対して負に相関した。ＰＥＧ−６０００がより高濃度の場合、
出芽形状の出現は増加した。例えば、ＰＥＧ−６０００濃度が、３ｍＭ（２．５％ｗ／ｗ
）の場合、出芽形状の出現の確率は、ｖｒｅｄが約０．７の場合に２０％であり、ｖｒｅ
ｄが約０．５の場合に約７０％であった。ＰＥＧ−６０００の濃度が、６ｍＭ（５％ｗ／

ｗ）の場合、確率は、ｖｒｅｄが０．５の場合に１００％に達した。
【００８４】
出芽形状の出現の確率を示す曲線は、融合に使用した電位差に依存しなかった。また、
低張条件におけるポリマー含有小胞についても、同様の出芽形状の出現が観察された。こ

10

れらの結果は、出芽形状の出現が電気融合に起因して生じるものではなく、専ら、封入さ
れたＰＥＧ分子およびｖｒｅｄにのみ依存することを支持する。さらに、静置水和法によ
って調製された小胞において出芽形状が出現する変形を観察し、出芽形状の出現が小胞の
調製法とは無関係であることが確認された。
【００８５】
次に、出芽形状の出現の確率がＰＥＧ分子量に依存するか否かについて試験した（図２
）。なぜなら、排除体積は、ポリマーの回転半径に比例して増加するからである。その結
果、出芽形状の出現の確率が、ポリマーの分子量と高い相関関係を有することが明らかと
なった。ＰＥＧ−４００を用いた場合、ＰＥＧ−６０００で出芽形状の出現が確認された
濃度（２．５％ｗ／ｗ、ＰＥＧ−４００の濃度で６２ｍＭ）であっても、出芽形状の出現

20

が観察されなかった。これとは対照的に、ＰＥＧ−２００００では、３ｍＭ（６％ｗ／ｗ
）の濃度で、出芽形状の出現の確率は、１００％に到達した。
【００８６】
ＰＥＧ以外の別のポリマーについても試験した。多糖デキストラン（図２ｃ）を用いて
、試験した。多糖デキストランの場合、小胞の出芽形状が出現する濃度と分子量は、ＰＥ
Ｇの場合よりも高かったが、ＰＥＧの場合と同様の出芽形状の出現を観察した。この観察
は、この出芽形状の出現が、ＰＥＧの化学的性質に特異的な事象ではないことを実証する
ものである。
【００８７】
（６．形状変化における特徴的な挙動）

30

排除相互作用に基づくモデルは、以下に挙げる主な特徴をよく説明する。第一に、より
高濃度、および／または、より大きな分子量の場合、電気融合の直後の小胞の形状は、球
状にならなかった。むしろ、小胞は、波状の表面を有する細長い形状であり、そして、真
珠のネックレスの形状に類似する形態の変化を示した。この原因は、排除体積を減少しよ
うとする傾向がより強い場合、膜は、局所的な曲率を維持するためであると考えられる。
第二に、より多くの小胞が融合すると（すなわち、ｖｒｅｄ＜０．５の場合）、出芽形状
を形成し、そして、複数のほぼ球状の小胞を生じた（例えば、図１ｆ）。この結果は、出
芽形状の形成が、ｖｒｅｄが一致するまで続くというモデルと一致する。
【００８８】
（７．自由エネルギーの推定）

40

排除体積効果が、本実施例において観察された現象の主な原因であることを確認するた
めに、単純化したモデルにおいて自由エネルギーの計算を行なった。形状変化にともなう
薄い排除体積の変化は極少量であることから（排除体積厚さ＝ポリマーの回転半径）、実
験的なデータから、排除体積の変化を評価することは、困難である。そのため、小胞の形
状を、数学的に定義可能な幾何学的形態に近似することによって、排除体積の変化を推定
した。我々の実験では、細長い形状から一対の（出芽した）形状への形態の変化が、出芽
の最終段階で観察された（図３ａ、ｂ）。これを球面円柱レンズ形状（末端に半球のキャ
ップを有する円柱）から２つの球の膜への変化としてモデル化し、排除体積および曲げエ
ネルギーにおける自由エネルギー（化学的ポテンシャル）を計算し、以下のとおり、系全
体の自由エネルギーの変化を求めた。
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【００８９】
排除体積効果が、出芽形状の形態変化をもたらすか否かを判断するために、化学的ポテ
ンシャルの変化と、曲げエネルギー変化を評価する。この手法においては、球面円柱レン
ズ形状（「ｓｃ」を付す）および２つの球（「ｔｓ」を付す）のそれぞれとして、形態変
化の前後の形状を近似する。球面円柱レンズ形状は、円柱についての２つの幾何学的パラ
メーターである半径Ｒｓｃおよび長さＬｓｃを有する。２つの球は、１つの幾何学的パラ
メーターである半径Ｒｔｓのみを有する。これら２つの球が同一体積および同一表面積を
有する場合、以下の関係が導き出される。
【００９０】
【数１９】

10

【００９１】
【数２０】

20

【００９２】
上記の両式において、左辺は球面円柱レンズ形状の量を、右辺は２つの球の量を、それぞ
れ、示す。上記（１）および（２）の式から、以下の式が導き出される。

30

【００９３】
【数２１】

【００９４】
【数２２】

40

【００９５】
次に、これら２つの形状の排除体積が、以下のとおり導き出される。
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【００９６】
【数２３】

【００９７】
【数２４】

10

【００９８】
上記の式（３）〜（６）から、球面円柱レンズ形状から、２つの球への形態変化に伴う排
除体積の変化を、以下のとおり、容易に得ることができる。

20

【００９９】
【数２５】

【０１００】
排除体積の減少による自由エネルギーの減少は、

30

【０１０１】
【数２６】

【０１０２】
となるため、以下の関係式を得ることができる。

40

【０１０３】
【数２７】

【０１０４】
次に、２つの球についての曲げエネルギーを得る。球面円柱レンズ形状の曲げエネルギー
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は、円柱部分と、２つの半球状のキャップ部分との寄与の総和であり、以下の式で表され
る。
【０１０５】
【数２８】

10
【０１０６】
ここで、２つの球は、単純に、以下の式で表される。
【０１０７】
【数２９】

20
【０１０８】
次に、形態変化に伴う曲げエネルギー変化は、上記の式（３）および式（４）を用いて導
き出される。
【０１０９】
【数３０】

30

【０１１０】
この値は、一定であり、かつ、小胞サイズとは独立している。上記にしたがって、曲げエ
ネルギーの獲得（ΔＥｂｅｎｄ）が求められる。
【０１１１】
上記の計算において、浸透圧ΔΠは、浸透圧測定から実験的に求めることが可能である
。また、膜の曲げ弾性定数κｂは、１０−１９［Ｊ］程度である。
【０１１２】
上記の式（８）を用いて、形状変化に伴う、これらの寄与からの自由エネルギー変化を
評価することができる。出芽形状の小胞の直径を５μｍとして計算したとき、ＰＥＧ４０
６２ｍＭの場合ΔＥｅｘは１．６ｘ１０−１８［Ｊ］であり、ＰＥＧ６０００

０

３ｍ

−１７

Ｍの場合ΔＥｅｘは１．４ｘ１０

［Ｊ］であった。

【０１１３】
これに対して、上記に従い算出されたΔＥbendは、８．０ｘ１０−１９［Ｊ］である。
そのため、
【０１１４】
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【数３１】

【０１１５】
の関係は、ＰＥＧ６０００

３ｍＭの場合は成り立つが、ＰＥＧ４００

６２ｍＭの場合

ほぼ等しくなり、成り立たない。この計算の結果は、ＰＥＧ６０００（旋回半径
３．２ｎｍ、Kawaguchi et al.,

ｒｇ＝

Aqueous solution properties of oligo‑and poly(et

hyleneoxide) by static light scattering and intrinsic viscosity
), 2885‑2891, 1997）

10

, Polymer,38(12

３ｍＭをポリマーとして利用した場合には自然にリポソームが分

裂するが、ＰＥＧ４００

６２ｍＭをポリマーとして利用した場合には自然にリポソーム

が分裂しないという観察と合致するものである。
【０１１６】
結果として、｜ΔＥｅｘ｜＞｜ΔＥｂｅｎｄ｜の関係が成り立つか否かが、自発的分裂
のために必要である。それゆえ、、ＰＥＧ６０００

３ｍＭを用いた場合には、上記の式

の関係が成立し（すなわち、｜ΔＥｅｘ｜＞｜ΔＥｂｅｎｄ｜）、自発的分裂が生じるが
、これに対して、ＰＥＧ４００
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６２ｍＭを用いた場合には、上記の式の関係が成立しな

い（すなわち、｜ΔＥｅｘ｜＜＝｜ΔＥｂｅｎｄ｜）ため、自発的分裂が生じない。
【０１１７】
この結果は、ＰＥＧ６０００

３ｍＭの場合、形状の変化が、熱力学的に安定であるこ

とを確認するものである（図３ｄ）。対照的に、この関係は、ＰＥＧ−４００濃度が６２
ｍＭ（同一の重量濃度、ｒｇ＝０．７ｎｍ）の場合には、逆であった。出芽形状の形態変
化は、デキストランの場合と比較して、ＰＥＧではより頻繁に観察された（分子量および
濃度が同じ場合）。その理由は、ＰＥＧは、より高い浸透圧活性を有し、その結果、実質
的により大きな排除相互作用を有するからである。
【０１１８】

30

（８．融合と出芽形状の形態変化の反復サイクル）
電気融合は、融合／分裂プロセスの反復サイクルのために理想的である。なぜなら、系
の成分に変化をもたらさないからである。実際、本実施例では、電気的シグナルを用いる
ことによって、融合プロセスと分裂プロセスを反復的に誘導することができた（図４）。
興味深いことに、再融合プロセスは、ＧＵＶの整列に使用した、交流１５０Ｖ／ｃｍによ
って誘導され、さらに高い電圧でのパルスは不要であった。
【０１１９】
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
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な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細
書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
本発明は、微小区画の融合と分裂を繰り返す方法を提供する。微小区画について、本発
明においては、代表的には、巨大単一膜小胞（ＧＵＶ）などのリポソームを用いることが
できる。
【０１２１】
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本発明においては、例えば、電気融合と、それに続く（または、それと同時の）、自発
的に生じる出芽形状を生じる形態変化を利用することによって、微小区画の融合と分裂を
繰り返すことが可能となった。

(21)
【図１】

【図２】

JP 2012‑165673 A 2012.9.6

(22)
【図３】

【図４】

JP 2012‑165673 A 2012.9.6

(23)
フロントページの続き
(72)発明者 寺沢 秀俊
大阪府吹田市山田丘１−５ 国立大学法人大阪大学内
Ｆターム(参考) 4B024 AA20 CA01 DA20 GA11 HA14
4B065 AA90X BB34 BB40 CA46

JP 2012‑165673 A 2012.9.6

