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【研究題目】
家蚕絹糸腺抽出液を利用した転写・翻訳共役型無細胞タンパク質合成系の開発

【研究目的】
大規模高速 DNA 解析技術や長鎖 DNA の化学合成技術の発展とサービスの低価格化に伴い、
生物種に関係なくタンパク質をコードする遺伝子の入手は容易なものとなった。そのため、
急速に、タンパク質に関する解析・応用研究の中心は、元々の配列や、それを改変した遺伝
子配列から人工的に発現・合成したタンパク質を用いる形態へと移行していっている。それ
故に、さまざまな外来遺伝子発現によるタンパク質合成法も盛んに開発・提案されている。
本研究では、生細胞から抽出したタンパク質合成（翻訳反応）に必要な諸因子（リボソーム、
伸長因子など）に、反応基質類（エネルギー源、アミノ酸など）を加えた反応液に任意の「RNA」
を添加することでタンパク質合成を可能とする無細胞タンパク質合成系を取り上げる。この
系は、多種類のタンパク質を同時に、短時間で翻訳合成できる点が大いに期待される技術で
ある。高いタンパク質合成と翻訳後修飾能力をもつカイコガ絹糸腺から調整した抽出液を利
用することで、市販されている反応系よりも安価でかつタンパク質種類を選ばない（特に、
他のタンパク質合成系で合成が難しいものを解決でき）、高収量な合成系の提供を目指し、か
つ、近年、タンパク質をコードする核酸配列が DNA の形で容易に提供されることを踏まえ、
転写・翻訳共役型による簡便化（「DNA」添加によるタンパク質合成）系の構築を目指す。

【研究内容及び成果】
I. モデルタンパク質を用いた合成量増加のための反応系の改善
合成モデルタンパク質として、ホタルルシフェラーゼおよび大腸菌
ゼを用いて、合成量増加のための反応系改善方法の探索を行った。
1. 反応系の検討
1-1.

組織抽出液調製方法の検討
組織破砕法は、前年の結果を踏まえ、ダ

ウンスホモジナイザー (Loose) を採用
し、抽出液（第 1 表）を基礎に検討した。
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-ガラクトシダー

抽出緩衝液に含まれる 20 % (v/v) glycerol を絹糸タンパク質の安定的な可溶化を意識
して 150 mM hydroxypropyl-β-cyclodextrin で置換した緩衝液を用いて調製した
Lysate ならびに、MgOAc と KOAc を Magnesium diglutamate と Potassiun glutamate に
置換した反応系、計 4 種類の組み合わせについて反応時間に伴うタンパク質合成量を調
査した。抽出緩衝液に関係なく glutamate を添加すると合成量は著しく減少した。ま
た、hydroxypropyl-β-cyclodextrin を含む抽出緩衝液により調製した Lysate を用いる
と、glycerol を含む抽出緩衝液により調製した Lysate を用いたときよりも合成量は減
少した。すなわち、抽出液には、glycerol を添加することが望ましく、反応系のマグ
ネシウム、カリウムについては、酢酸塩を用いる方が良いと判断した。
1-2.

Nucleotide の添加条件検討
タンパク質合成において、ペプチド結合の形成に、エネルギー源となる ATP が主に利

用され、ADP、AMP と変化する。また、ATP は RNA 合成にも利用される。そのため、ATP vs
ADP, AMP の量比を一定に保つための Creatine phosphate (CP)、Creatine kinase(CK)
が必要であり、さらに、そのバランスが UTP、GTP、CTP の添加量に影響する可能性が予
想される。そこで、ATP、UTP、GTP、CTP の濃度を 0.2–0.8 mM の範囲で変化させ、タンパ
ク質合成量を検討した。タンパク質合成の反応持続時間は、濃度に関係なく反応開始後
4-6 時間であり、それぞれ 0.4 mM まで添加量に伴って合成量を急激に増加させたが、そ
れ以上を添加すると合成量は低下した。現段階では、CP は 10 mM，CK は 20

g/ml,に変

化はなく ATP, UTP, GTP, CTP の濃度を 0.4 mM 添加により合成が安定的に進むことが判
明した。
1-3.

T7 RNA polymerase
T7 RNA polymerase について、Promega、NEB、富士フイルム和光純薬社を 0.76–3.8 U/µl

の範囲で変化させ、タンパク質合成量を検討した。タンパク質合成の反応持続時間は、T7
RNApolymerase 量に関係なく反応開始後 3-6 時間であり、いずれのベンダーであっても
2.28 U/µl の添加で最大合成量をとった。また、RNAase inhibitor の添加はまったく合
成量の増加に寄与しなかった。現在、T7 RNA polymerase の大腸菌発現系の譲渡を受け、
自前での合成を試みていると同時に、低濃度 Mg2+ (翻訳) 条件下でも機能する T7 RNA
polymerase の創成を準備している。
1-4.

反応液に含まれる DTT 濃度
T7 RNA polymerase の活性発現には、DTT が必要であるが、タンパク質の立体構造形

成には DTT の存在は悪影響をもつものと推定される。無添加に比較して、0.2 mM 添加で
少し合成量は増加したが、あまり大きな影響は見られなかった。よって、合成タンパク
質の種類に応じて、反応系に DTT を添加するか、しないかを検討する必要があるものと
考えた。
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1-5.

Tris-acetic acid buffer の添加とその pH
反応系 pH 安定と、T7 RNA polymerase の反応条件の改良を目指し、終濃度 3.3 mM に
なるように Tris-acetic acid を添加し、反応系 pH を 7.4–8.0 の範囲で変化させ、タン
パク質合成量を検討した。pH 8.0 にすることで、僅か
ではあるが合成量の増加が観察されたもの、基本的に
は、反応系 pH の変更は必要ないものと判断した。

1-6.

反応温度
反応温度を 25, 28, 30°C に設定し、タンパク質
合成量を検討したが、28°C のときに最も合成量が高
かった。

※ここまでに得られた反応系の組成は、第 2 表に掲載する。
2. 添加 DNA 構造 (ABPV-IRES) の最適化に向けた検討
現時点の試作系（第 2 表）は、転写部分を T7 RNA polymerase によりまかなっている
ので、合成される RNA の 5’には Cap 構造が存在していない。このことは、リボソーム
の RNA への参入効率を低くし、結果、十分なタンパク質合成が確保できない原因となる。
この問題を解決するには、Cap 構造を人工的に附加するか、Cap 類似の機能を持つ配列
を附加するかのいずれかを採用する必要がある。Cap 構造付加反応には、5’-m7GpppG を
用いるが、これが残留すると翻訳に対して阻害的に働くので、タンパク質合成量はむし
ろ悪くなるとされている。一方で、一部の RNA ゲノムをもつピコルナウイルスには、宿
主細胞内翻訳活性を有する IRES (internal ribosome entry site; 配列内部のリボソ
ーム参入部位)が知られている (Holcik et al., 2000)。実際、ウサギ網状赤血球由来
の市販翻訳単独型無細胞タンパク質合成系では、Picornavirales 目 Picornaviridae 属
に属する脳心筋炎ウイルス (encephalomyocarditis virus, EMCV) の 5’非コード配列
IRES が利用されている。この点を踏まえ、本反応系において有効な Cap 非依存的な翻
訳を可能とする internal ribosome entry site (IRES) 配列を探索したところ、

Dicistroviridae 属 Aparavirus から Acute bee paralysis virus (ABPV; Genbank
accession No. AF150629)の intergenic region (IGR)-IRES およびその近傍配列が極
めて有効であることが、昨年度までの研究により見出された。
2-1. 変異種配列に含まれる有効配列の探索
Acute bee paralysis virus (ABPV; Genbank accession
No. AF150629)の IGR-IRES 配列をもとにデータベースに
登録されている配列を探索すると、Acute bee paralysis
virus isolate ABPV/144I (No. MN565031), Acute bee
paralysis virus isolate GF-f1ab (No. HM228893),
Acute

bee

paralysis

virus

isolate

TM-f1ab

(HM228890), Kashmir bee virus isolate TM-f32kb
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(No. HM228885), Acute bee paralysis virus strain ABPV CR-026 (No. MN510868)と
類似する配列が見出されたので、これらについて検討した。144I (No. MN565031)およ
び GF-f1ab (No. HM228893)については、従来用いてきた配列 (No. AF150629) と比べ
て、合成量には有意な差が認められなかった。今後、より効率の良い配列の探索に資す
るものと考えられる。
2-2. 開始コドンの制御
用いてきた ABPV IGR-IRES および近傍配列は、キャプシド
タンパク質遺伝子の 5’端を含んでいるから、その開始コドン
(AUG; D1) およびその近傍に（インフレームではない）AUG 配
列 (D2) が存在しており、これらが合成量に影響している可
能性が予想された。そこで、それぞれの U を A に改変したも
の (D1, D2)、さらには、両変異を同時にもつものを作成し
(D1&2)、これについてタンパク質合成能を評価した。結果、反
応持続時間、合成量には概ね影響を与えなかった。
2-3. 有効配列の決定
当初より用いてきた ABPV の IGR-IRES 配列およびその近傍
配列 (6,301–6,569) を中心に、
5’側あるいは 3’側を 3 base
ずつ欠損もしくは附加していき、タンパク質合成量に与える
影響を検討した。この結果、6,301–6,560 の範囲が適当である
が明らかとなった。但し、IGR-IRES 配列およびその近傍配列
と合成タンパク質をコードする遺伝子の開始コドンの距離
は、合成量に影響する場合があることも見出された。この知
見は、次項における「難合成タンパク質の合成」に役立った。
3. 総括
昨年に比して、本年度の研究検討から導き出された反応系の組成・反応条件は大きな
変化はなく、合成量も飛躍的に上昇することはなかった。しかしながら、ルシフェラー
ゼタンパク質を合成させた場合、最大合成量が得られる時間は 4 時間、反応系 1 ml あ
たり 20–30

g 程度が再現性良く合成されるようになった。市販の転写・翻訳共役型無

細胞タンパク質合成系のカタログ値よりも優れたものである。

II. 難合成タンパク質の合成
他のタンパク質合成系との差別化と優位性を提示する目的から、以下のタンパク質の
合成を試み、同時に、合成方法の更なる検討を行った。
1．バキュロウイルス－昆虫細胞発現系で発現が難しい哺乳動物タンパク質の合成
バキュロウイルス－カイコガ個体を用いた各種タンパク質の合成を行っている九
4

州大大学院農学研究院の日下部宜宏 教授の研究において、合成がうまくいっていない

Homo sapiens R-spondin 1 (RSPO1; NCBI No. XM_006710583.4), Homo sapiens Wnt
family member 3A (WNT3A; NCBI No. NM_033131.3), Pan troglodytes bone
morphogenetic protein 4 (BMP4; NCBI No. XM_003314330.4)の 3 種について、上記
で得られた条件で合成を試みた（昨年度に合成には成功したものの、反応条件が今年
度の研究により改善したため）。合成に当たり、合成タンパク質の N 末端または C 末端
に His-tag または Strep-tag を附加させ、それぞれの tag に対する抗体による
western blotting でその合成を確認した。位置に関係なく、Strep-tag をつけたもの
は，His-tag よりも合成量は多くなる傾向にあり、全体として昨年と比して、western
blotting のシグナルから判断すると、合成量は増加していた。また、DTT を含まない
反応系でも合成量には変化が認められなかった。合成タンパク質が生理活性を十分に
持っているかについての検討は、現在再度準備を行っている。
2．大腸菌発現系で発現が難しい昆虫由来タンパク質の合成
大腸菌を用いた各種タンパク質発現・合成を行っている九州大大学院農学研究院の山
本幸治 助教の研究において、発現・合成が出来ない Bombyx mori strain Dazao RR1type cuticular protein (LCP17; Genbank accession No. KF672849)，Nilaparvata

lugens extracellular Cu/Zn superoxide dismutase (nlSOD; Genbank accession No.
MH169600)について、N 末端または C 末端に His-tag または Strep-tag を附加して合成
を試みた。合成タンパク質の状況は、それぞれの tag に対する抗体を用い western
blotting で確認した。N 末端、C 末端に His-tag を附加した場合、両タンパク質の合成
は確認されたが、Strep-tag については、nlSOD について N 末端、C 末端での発現が確
認され、LCP17 ではまったく合成が確認されなかった。しかし、合成量が確認されたも
のでも、その量は、極めて少なかった。そこで、前項の結果を参考に、ABPV IGR-IRES
配列に対して発現タンパク質開始コドンの位置を、6 base 下げることで再検討を行っ
た。その結果、 LCP17 については、C 末端に His-tag、nlSOD については、C 末端に Streptag をつけた状態で合成量は飛躍的に増加した。今後、合成スケールを拡張し、精製し
たものを生化学的な検討に資する予定である。
3．総括
合成タンパク質の簡易精製を目的に公知の tag 配列を用いる場合、複数種について検
討する必要であることが認識された。また、例数が少ないので断定は出来ないものの、
今回採り上げたタンパク質においては、概ね C 末端側に tag 配列を附加した方が合成量
の確保の観点からは望ましかった。ただし、合成量とともに合成タンパク質の機能性と
の関連性については不明で有り、さらに検討を要するものと考える。

【今後の課題】
1. 合成量の増加に資する ABPV-IRES の最適領域条件の検討はかなり進んだので、合成遺伝
子をもったプラスミドが容易に構築出来るようにベクターを構築する。
5

2. 本研究で取り上げた難合成タンパク質については合成が可能となったので、反応系の規
模を拡大し、精製した後、生物化学的な方法でタンパク質の評価を進める。
3. 高分子、膜、多量体形成，翻訳後修飾（リン酸化、ユビキチン化、プレニル化や糖鎖附加）
といったタンパク質の合成に関する検討の準備をしてきたので今後行う。
4. コロナ禍の影響で、企業との共同研究締結まで至らなかったので、再度、系の優位性を確
認する観点からも、対応を進めていく。

【発表論文等】
（特許）
1. 特開 2017-131171（国立大学法人京都工芸繊維大学）特許出願審査請求中
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【研究目的】
本研究では、カイコの広食性系統「沢 J」の広食性に関与する複数の遺伝子を同定し、そ
の情報を利用することで、実用品種に広食性を短期間で付与するための技術開発を行うこと
を目的とした。
沢 J はキャベツへの摂食性を指標に 10 世代以上をかけて選抜された広食性系統であり、ク
ワ以外の植物やリンゴなどの果実に対し、高い摂食性を示す（横山、1975）
。沢 J の広食性は、
3 番染色体に座乗する劣性の主働遺伝子 pph（polyphagous）といくつかの修飾遺伝子により
支配されることが示されている（神田ら、1988; Iizuka et al., 2007）
。放射線を用いた変
異誘発により作出された Np（Non-preference）変異体などの原因遺伝子も広食性に関与する
が、これらは劣性の致死性を伴うため実用に向かない。一方、沢 J の高い広食性を担う pph
やいくつかの修飾遺伝子は致死性を伴わないため、より実用的だと考えられるが、劣性の遺
伝子であることに加え原因遺伝子が未知であることから、実用品種への導入に困難を要する。
1970 年頃から 1990 年頃にかけて、繭の低コスト生産を目的として、組成中に畜産用飼料
素材を含み桑葉粉末含量が少ない低コスト人工飼料が開発されている（新村、1973; 堀江ら、
1980; 柳川ら、1988、1991）。さらに近年、有用物質生産を遺伝子組換えカイコを用いて行う
産業が活発化しているなか、有用物質の単価を抑えるために低コスト人工飼料の利用が再び
注目されている。一方、低コスト人工飼料に適合するような広食性品種「はばたき」や「ひ
たちさんし」などが育成され、細繊度・広食性品種「ほのぼの」のように実用品種に広食性
を付与する育成も行われてきた。しかし、これら広食性品種の育成には多大な労力と月日を
要する。そのため、実用品種に広食性を短期間で付与する育成法を提案できれば、今後の蚕
糸業の発展に大きく貢献しうる。
平成 29 年度の本助成により、pph が味覚受容体遺伝子 Gr66 であることを突き止め、その
領域に分子マーカーを設計することに成功した。しかし、標準系統である p50T 系統において

Gr66 遺伝子をゲノム編集技術によりノックアウトしたところ、確かに広食性を向上させるこ
とはできたが、沢 J のような極端な広食性を付与するまでには至らなかった。おそらく、沢
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J のような極端な広食性を実用品種に付与するためには、pph 以外の広食性に関わる修飾遺伝
子も同時に導入する必要があると考えられる。このような背景のもと、本研究では沢 J の広
食性に関わる pph 以外の遺伝子座の同定とその分子マーカーの設計を目指した。さらに、ゲ
ノム編集技術を用いて実際に実用品種に広食性を付与できるかどうかを検証した。

【研究内容及び成果】
以下の 2 つの課題に取り組むことで、本申請の目的達成を目指した。
課題 1.沢 J の広食性に関わる pph 以外の遺伝子座を順遺伝学的なアプローチにより同定し、
その分子マーカーを設計する。
１）沢 J には pph 遺伝子以外に広食性に関与する遺伝子がいくつあるか、またそれぞれの
遺伝子の広食性への寄与がどの程度なのかは不明である。そこで、平成 29 年度の本助成
研究において pph 遺伝子の絞り込みにも使用した、食性が正常な系統である C108T と沢
J を交配し、その雑種第二代（F2）を用いて QTL マッピングを行った。雑種第一代（F1）
の雄の配偶子では相同染色体間の組換えが起こるため、 F2 においては様々な染色体構成
をもつ個体が混在している。これら F2 個体のうち、広食性を示す個体と示さない個体の
ゲノム配列を染色体全域に渡って比較することで、広食性に関与するゲノム領域を特定
することができる。
F2 の 400 頭に桑葉無配合の人工飼料（蚕業技術研究所から分譲を受けた）を与えて摂
食性試験を行い、人工飼料を積極的に食べた個体を 80 頭（摂食個体群）
、全く食べなか
った個体を 80 頭（非摂食個体群）回収した。各群からそれぞれゲノム DNA を抽出し、次
世代シークエンサーを用いてゲノムのカバレッジが個体あたり約 4×になるように 4×
460 Mb×80 個体 =約 150 Gb の配列データを取得した。データ量が膨大なため、まずはこ
れらの配列データの一部を用いて解析を行った。配列データをカイコゲノムの参照配列
（p50T 系統）にマッピングし、バリアントコールを行うことで一塩基多型（SNPs）情報
を得た。この情報をもとに QTL 解析を行った結果、3 番染色体上にあるすでに同定済みの

pph 遺伝子領域近傍とともに、25 番染色体上の特定の遺伝子座が広食性に関与すると推
定された（図 1）。本研究室では、沢 J に加えて 20 系統以上のゲノム情報を保有している
ため、新たに発見された 25 番染色体上の遺伝子座に沢 J 特異的な分子マーカーを設計す
ることができる。
２）標準系統である p50T 系統において pph の原因遺伝である Gr66 遺伝子をゲノム編集技
術によりノックアウトすると広食性は向上するが、沢 J ほどの摂食性を付与することは
できない。一方、p50T において Gr66 をノックアウトした系統（Gr66Δ）と沢 J（Gr66 が
欠失）を交配して得られた F1 は桑葉無配合の人工飼料を沢 J と比較してほとんど遜色な
く摂食した。この結果は pph 以外に沢 J の染色体に優性（不完全優性の可能性も残す）
に作用する広食性遺伝子（修飾遺伝子）が存在することを示唆する。そこで、F1 の雄に
さらに Gr66Δの雌を戻し交雑しながら桑葉無配合の人工飼料への高い摂食性を残すもの
を維持することで、摂食性に関与するゲノム領域以外を p50T 型に置き換えるような交配
を続けた。戻し交雑個体において維持されている沢 J 由来のゲノム領域を調査すること
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で、広食性に関与する遺伝子座が特定できると期待される。
戻し交雑を続けることで得られた BC6 の 2 系統を用いて人工飼料摂食性試験を行い、各
系統においてよく摂食した個体 16 頭ずつからゲノム DNA を抽出した。次世代シークエン
ス解析により、2 系統から得られたそれぞれのゲノム DNA から 4×460 Mb×16 個体 = 約
30 Gb の配列データを取得した。得られた配列データを p50T ゲノムにマッピングしたの
ち、バリアントコールを行った。この情報を用いて、ヘテロとカウントされた SNPs の数
を算出することで沢 J 型の染色体領域を調査したところ、2 系統で共通して維持されてお
り広食性に関わると推定されるのは 18 番染色体の半分程度の領域であることが判明し
た（図 2）。
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課題 2. 実用品種に広食性を付与する。
平成 29 年度の本助成により、pph が味覚受容体遺伝子 Gr66 であることを突き止めた。標
準系統にゲノム編集を行い、Gr66 をノックアウトすることで広食性を付与することにも成
功したが、実用品種においても同様に広食性を付与できるかどうかはわからない。遺伝的
背景が異なることで、Gr66 遺伝子単独のゲノム編集では実用に十分な広食性を付与できな
い可能性もある。実用品種「いろどり」の原種として用いられている中国種 2 系統は、人
工飼料を与えたときの毛振い率が好ましくないという問題を抱えている。そこで、これら
中国種原種 2 系統に対し Gr66 遺伝子のゲノム編集を行うことで、広食性系統作出技術の実
用性を評価した。

Gr66 を標的とするガイド RNA を 2 種類設計し、合成を委託した。ゲノム編集を行うため
には非休眠卵にマイクロインジェクションを行う必要がある。 蚕業技術研究所から上記中
国種原種 2 系統の分譲を受け、卵を低温暗催青することで非休眠卵を得ようとした。ほと
んどの蛾は休眠卵を産下したが、一部の蛾が非休眠卵を産んだため、合成した 2 種類のガ
イド RNA を混合し、Cas9 タンパク質とともに卵にマイクロインジェクションした。いずれ
の系統においても孵化幼虫が得られたが、片方の系統でのみインジェクションをしていな
い個体との交配により次世代（G1）を得ることに成功した。 G1 の一部の卵から抽出した DNA
を用いて調べたところ、 Gr66 遺伝子への高効率な変異導入が確認されたため、蛾まで育て
て変異をヘテロにもつ個体同士を交配して G2 の卵を得た。この G2 の卵から孵化した幼虫を
用いて、 桑葉無配合の人工飼料への摂食性を評価したところ、もとの系統ではこの人工飼
料をほとんど摂食しないが、人工飼料をよく摂食する個体が確認された（図 3）
。桑葉無配
合の人工飼料をよく摂食した幼虫は Gr66 遺伝子における変異をホモにもつと推定される。
現在、
「いろどり」中国種原種の Gr66 ノックアウト系統を樹立するために、飼育と交配を
続けている。
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【今後の課題】
課題 1 における F2 個体を用いた食性試験とゲノム情報解析により、3 番染色体上に座乗す
る pph 遺伝子（Gr66）に加え、25 番染色体上にも広食性に関与する遺伝子座が存在すること
が示唆された（図 1）
。データ量が膨大なため、本助成期間内では一部のデータを用いた解析
しか行うことができなかったが、今後、すべての配列データを用いて再解析を行うことで、
さらに候補領域を絞り込み、原因遺伝子を同定することができると予想する。一方、BC6 個体
を用いた食性試験とゲノム情報解析からは、18 番染色体上に広食性に関与する遺伝子座が存
在することを示唆する結果が得られた（図 2）
。F2 個体を用いた QTL 解析では、18 番染色体上
に広食性への関与を示すピークは認められないため、遺伝的背景によって広食性に関与する
遺伝子が異なる可能性がある。いずれにしても、現在も食性試験を行いながら戻し交雑を続
けている系統を用いて、さらなる候補領域の絞り込みと原因遺伝子の同定を目指す予定であ
る。
課題 2 では、Gr66 遺伝子のノックアウトにより実用品種「いろどり」の中国種原種に広食
性を付与できることを示唆する結果が得られた。今後、ノックアウト系統を樹立することで、
どの程度の広食性が付与されているかをしっかりと評価する必要がある。中国種は人工飼料
摂食性が乏しいことが知られているため、Gr66 遺伝子単独のゲノム編集で広食性を付与する
ことができれば、実用品種に短期間で広食性を付与できる技術として期待できる。

【発表論文等】
未発表
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【研究題目】
次世代型シルク素材創製に向けたシルク物性改変技術の確立

【研究目的】
シルクタンパク質は、高い生体適合性や生分解性を有していることから、人工血管等
の医療機器として期待されている一方で、その剛直性が課題となっている。そこで本研
究では、シルク繊維の有する凝集構造を化学的に改変することで、剛直なシルクタンパ
ク質を軟化させ、様々な医療機器への応用を可能とする次世代シルク素材の創製を試み
る。さらに得られたシルク素材は、
「全国シルクビジネス協議会」を活用し、医療分野の
みならず環境素材や衣料分野などの用途展開を推進することで、シルク新産業の創出を
図る。

【研究内容及び成果】
1. 緒言
シルクフィブロイン(SF)は家蚕から産生されるタンパク質の一種で、低炎症性とい
った生体適合性、調節可能な生体分解性、高強度な物性といった特徴を有することか
ら組織工学材料として注目されている。この SF に対し物性や熱特性のさらなる改変を
行うことで、組織工学材料として応用範囲の拡大や新たな加工成形法の創出の可能性
が期待できる。SF は一次構造に(GAGAGS)の 6 残基から構成される繰り返し配列を有し
ており、この部分は一般に結晶領域と呼ばれている。この領域が β シート構造を主と
する二次構造を形成し、さらに β シート同士がパッキングして結晶構造を形成するこ
とで高強度な物性や高い融点などの熱特性に寄与している。
本研究では SF の物性や熱特性を変化させることを目的に下記３点について試みた。
① 高分子化合物を混合した SF の最適化
② SF 製シートの作製方法に関する手法開発
③ SF 結晶領域に化学的な修飾
研究項目①および②に関しては本年 11 月に学会発表を行っている。また本研究におい
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て特に重点的に実施した③については、結晶領域内に存在する Ser 残基に着目し、エ
ステル化反応を用いた化学修飾により側鎖の導入を行うことで、が可能ではないかと
考えた。下記に、エステル化シルクフィブロインの作成と示差走査熱量測定を用いた
熱特性の変化について報告する。
2．具体的研究方法
SF フィルムに対し、酢酸無水物を反応させ
エステル化 SF(ESF-A)フィルムを作製した。

Table 1 エステル化に用いたカルボン酸無水物

この 4 種類のフィルムを 1,1,1,3,3,3-ヘキサ
フルオロ-2-プロパノール(HFIP)で溶解し、
1.0 (w/v)%の ESF-A 溶液を調整した。同様に
無処理の SF フィルムも HFIP に溶解すること
で 1.0 (w/v) %の非エステル化 SF(NSF)溶液を
得た。ESF-A 溶液と NSF 溶液をそれぞれ体積
比 10:0, 70:30, 50:50, 30:70, 0:100 の割合
で混合し、ポリスチレン製シャーレにキャストすることで再生エステル化
SF(NSF-ESF-A)フィルムを作製した。このフィルムに対し、昇温速度 10 ℃/min、測定
温度範囲 0 ℃～350 ℃の条件で示差走査熱量測定(DSC)を行った。また、Table 1 に示
されたカルボン酸無水物による ESF-P、B、isoB と NSF-ESF-P、B、isoB の作製につい
ても同様の手法で実施した。
3．現時点での研究成果
Fig. 1 は酢酸無水物を用いて作製した
NSF-ESF-A フィルムの DSC 測定結果を示す。
ESF-A:NSF = 100:0 のフィルム(赤)では融点
が 291.2 ℃、ESF-A:NSF = 0:100 フィルム(青)
で は 280.6 ℃ と エ ス テ ル 化 後 は 融 点 が
10.6 ℃上昇した。また、フィルムの融点は
ESF-A のブレンド比が増加するに従い上昇し、
融点ピークの分裂が見られなかったことか
ら ESF-A のブレンド比を調節することで熱
物性を制御することが可能であると考えら
れる。また、赤外分光法により NSF-ESF-A フ
ィルムでは β シート構造の割合増加がみら
れたことからエステル化による二次構造の
変化と融点上昇に関連性があると考えられ
る。そして、NSF-ESF-P、B、isoB において
も NSF-ESF-A と同様なブレンド比に依存し

Fig. 1 NSF-ESF-A フィルムの DSC 測定結果

た融点の変化がみられた。また、ESF:NSF =

(250 ℃～320 ℃の拡あ大図)
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100:0 のフィルムでは NSF-ESF-isoB の融点が最も低くなった。
以上より SF のエステル化に成功し、NSF-ESF フィルムの融点の上昇が確認できた。
また、ESF と NSF のブレンド比を変化させることにより、熱物性に影響を与えることが
示された。今後は、導入する側鎖を変化させることやブレンド比を調節することで SF
単体での熱物性の制御手法を見出し、SF の新規加工成形法の創出を目指す。

【今後の課題】
当初研究計画で示した、各種酸無水物の修飾を行う事ができ、また、未修飾のシルク
フィブロインとの混合によりその熱的性質を制御することができたため、計画通りの
成果を得ることができた。今後は、今年度実施が未達となった、カイコの品種を変え、
エステル化シルクの作製を試みると共に、未修飾とのシルク混合、各種物性評価を実
施し、新規素材の創出に繋げる。
現段階での課題は下記のとおり。
（1）調整法について
シルク水溶液を用いたエステル化反応が難しいため、現段階では、フィルム用い
た手法を採用している。本手法においてエステル化は成功しているが、今後スケ
ールアップするには手法の改良が必要不可欠である。
（2）社会実装について
当初計画では、2 年目以降に社会実装に向けた取り組みを予定していた。当初計
画は順調に達成していると考えているが、バイオプラスチックとしての最適化を
行うには、更なる基礎的な知見集積が必要であるため、
（1）の課題達成も含めた
最適化検討を継続的な実施が必要であると判断した。

【発表論文等】
学会発表
1. シルクフィブロインを基盤とした組織再生型傾斜材料の開発と人工血管への応用、
小柳英里、太良修平、中澤靖元
第 58 回日本人工臓器学会（2020 年 11 月 12～14 日）【優秀ポスター賞受賞】
2. 心血管修復シートを目指したシルクフィブロイン-ポリウレタン複合化シートの
創製
吉田安里、本田惟克、島田亮、島田香寿美、根本慎太郎、中澤千香子、中澤靖元
第 58 回日本人工臓器学会、2020 年 11 月 12～14 日
※学会発表 1、2 については、現在論文投稿に向けた執筆を続けている。また、研究項
目③については、特許性について調査を実施しており、特許申請後に論文投稿を行う
ことを予定している。
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【研究題目】
蚕室に流入する微胞子虫の屋外における発生源の解明

【研究目的】
かつて微粒子病は防止しなければならない重要な感染菌であったが、現在では母蛾検査に
よる目視の的確な実施により発生を未然に防がれている。しかしながら母蛾検査により毎年
一定数の微胞子虫が検出されている。これは屋外より何らかの原因によって微胞子虫が蚕室
内に流入し、育成中の蚕に感染しているものと思われる。しかしながらこの屋外環境から蚕
室への微胞子虫流入経路は未だに解明されておらず、微粒子病の発生リスクは常にある。本
申請では桑園近傍の畑に飛来するモンシロチョウにおける微胞子虫感染状況を調査し、母蛾
検査の結果と照合することで蚕室への流入経路を調査した。以下本研究の目的を項目に分け
て説明する。
⚫

カイコ微粒子病の拡散防止は健全な育蚕を実施する上で必須である。

⚫

これまで集団母蛾検査で検出された微胞子虫はすべて廃棄されてきている。

⚫

桑園の近傍には畑があり、その畑作物を加害するヤガにも微胞子虫は感染している。

⚫

これまで流入源の推定のためにヤガを中心に調査を実施してきた。

⚫

しかしながら、蚕室で検出される微胞子虫との間に差異が発生する場合が見られた。

⚫

この問題を解決し、かつ抜本的な微粒子病発生防止対策を講じるためには対象昆虫の種
類を増やして調査範囲を拡大する必要がでてきた。

⚫

そこで令和 2 年度では、これまで対象としていなかったモンシロチョウやこれまで未調
査であったヤガなどのチョウ目害虫おける微胞子虫感染調査と母蛾検査の結果を照合し
て流入源推定と微胞子虫の動向を調査した。

次に今年度の研究実施および得られた成果について次頁以降で説明する。
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【研究内容及び成果】
モンシロチョウの捕獲および微胞子虫感染状況の調査
令和 2 年度におけるモンシロチョウの微胞子虫感染状況を調査するために、モンシロチョ
ウを捕獲し、蚕微粒子病の調査と同様に磨砕・検鏡により微胞子虫感染の有無を調査した。
調査地として日本大学生物資源科学部（神奈川県藤沢市）に併設されている農場を選定した。
調査ほ場には、通常モンシロチョウの餌となるアブラナ科植物がほぼ年間を通じて多数植え
られており、また近接する場所には桑園もある。しかしながら令和 2 年度では新型コロナウ
イルス感染症の蔓延防止に関する緊急事態宣言発令の影響もあり、通常は春先に行われる野
菜の植え付けが大幅に遅れたため、捕獲調査は令和 2 年 9 月から 12 月の秋季に実施した。そ
の結果、合計 307 頭(オス 183 頭、メス 124 頭)を捕獲した。捕獲個体の性比を見てみると、令和
2 年度はオスが 59.6％、メスが 40.4％となった(表１)。
表1

モンシロチョウの捕獲数と感染数および感染率

調査年

捕獲数（頭）

令和 2 年
9 月～12 月

感染数（頭）

重度感染数（頭） 感染率（％）

重度感染率（％）

307

79

68

25.7

86.1

(183,124)

(51,28)

(49,19)

(27.9,22.6)

(96.1,67.9)

()内の数字は左がオス、右がメスを表す

モンシロチョウ感染調査
乳鉢に捕獲調査によって得たモンシロチョウ 1 個体と 0.85%(w/v)生理食塩水 1ml を加え、乳棒
で腹部を磨砕した。磨砕液をスライドガラスに滴下し、カバーガラスを被せ、プレパラートを作
成した。作成したプレパラートをシステム生物顕微鏡 BX53(オリンパス株式会社)(×400)で任意の
5 視野を検鏡し、微胞子虫感染の有無を確認した。胞子を確認した場合はカウンターを用いて 5
視野の胞子数を計測し、1 視野あたりの平均胞子数から感染程度の判定を行った。感染程度は胞
子数が 0 の場合を－、1～10 を＋、11～100 を＋＋、101 以上を＋＋＋とし、＋＋以上を重度感
染とした。
その結果捕獲頭数 307 頭中、感染頭数は 79 頭(オス 51 頭、メス 28 頭)だった(表 1)。感染個体
のうち、感染程度が＋＋以上の重度感染個体は 68 頭(オス 49 頭、メス 19 頭)だった。感染率は
25.7％(オス 27.9％、メス 22.6％)、重度感染率は 86.1％(オス 96.1％、メス 67.9％)となった。ま
た令和 2 年度で検出された感染個体の感染程度は＋が 11 頭、＋＋が 25 頭、＋＋＋が 43 頭だっ
た(表 2)。また感染程度のうち＋＋＋の個体が最も多い結果となった(表 2)。

表2

2020 年度モンシロチョウ感染個体内訳

感染程度
検出数
重度感染頭数

1~10

11~100

101~

(+)

(++)

(+++)

11

25

43

-

68
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胞子サイズ測定
分離した微胞子虫株のおおよその属を推定するために、感染程度が＋＋＋だった 43 株の胞子サ
イズを測定した。測定の際には、胞子液の入った遠心管を攪拌機により攪拌し、プレパラートを
作成し検鏡・測定した。測定は任意の 100 胞子対象とし、倍率 1,000 倍に設定したシステム生物
顕微鏡に装着したイメージングソフトウェア CellSensStandard で胞子を撮影し、胞子の長径と
短径を計測した。なお、1 株中で胞子の長径が 0.5～1.0µm 異なる胞子が混在している株は複数種
の微胞子虫に感染していると判断し混合株とした。計測後、計測値より平均と標準偏差を算出し、
平面分布図を作製した。
平面分布図上で指標株(図 1 右側)と比較し各株の属の推定を行った(図１)。

図１モンシロチョウより分離された微胞子虫の胞子サイズ
指標とした標準株には右側の物を使用した。

指標株には Nosema bombycis NIS-001、
Vairimorpha sp. NIS-M11、Vairimorpha sp. NIS-M12、

Nosema sp. NIS-M14、Microsporidium sp. NIS-M25、Pleistophora sp. NIS-M27 Thelohania
sp. NIS-M32 を使用した。また、本研究における分離株の属の推定の基準として、分離株の長径・
短径両方の標準偏差内に指標株が存在した場合、その指標株の付近に株が分布したと判断した。
分離株の長径・短径両方の標準偏差が 2 つの指標株の間に位置した場合、2 つの指標株間に分布
したと判断した。標準偏差内に指標株が存在しない場合は不明と判断。
また 43 株の内訳を見てみると 43 株中 79％にあたる 34 株が混合株、9 株が単一株であった。

N. bombycis 付近に分布した株は 43 株中 20 株確認された。また M14 付近に分布した株は 43 株
中 20 株確認された。Nb-M14 に分布した株は 43 株中 22 株確認された。M11- M14、M14-M12、
M27-M32 および不明に分布した株はそれぞれ 43 株中 1 株確認された。また、分離株 43 株中

Nosema 属付近に分布した株は 41 株であった（表 3）。
43 株中 79％にあたる 34 株が混合株、9 株が単一株であった。分離株の胞子サイズは N.

bombycis NIS-001(長径：3.6、短径：2.2)付近(以後 Nb と省略)、Nosema sp. NIS-M14(長径：4.2、
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短径：2.4)付近(以後 M14 と省略)、N. bombycis NIS-001～Nosema sp. NIS-M14 中間(長径：3.6
～4.1、
短径：2.2～2.39)(以後 Nb と M14 中間と省略)、
Nosema sp. NIS- M14 間～Microsporidium
sp. NIS- M25 間(長径：4.3～4.8、短径：2.4～2.6)(以後 M14 と M25 間と省略)、Vairimorpha sp.
NIS-M11～Nosema sp. NIS-M14 間(長径：3.9～4.2

短径：1.7～2.4)(以後 M11 と M14 中間と

省略)、Nosema sp. NIS-M14～Vairimorpha sp. NIS-M12 間(長径： 4.2～5.1、短径：2.1～2.4)(以
後 M14 と M12 中間と省略)、Pleistophora sp. NIS-M27～Thelohania sp. NIS-M32 間(長径：2.5
～3.5、短径：1.3～1.7)(以後 M27 と M32 中間と省略)、周辺に指標株が無い領域(以後不明と省略)
の 7 か所に分布した(図 1)。
Nb 付近に分布した株は 43 株中 20 株確認された(図 1)。M14 付近に分布した株は 43 株中 30
株確認された。Nb と M14 中間に分布した株は 43 株中 22 株確認された。M11 と M14 中間、
M14 と M12 中間、
M27 と M32 中間および不明に分布した株はそれぞれ 43 株中 1 株確認された。
また、分離株 43 株中 Nosema 属付近に分布した株は 41 株だった。
表 3 胞子サイズにより分類された微胞子虫分類群一覧
株型

単一株

2 種混合

3 種混合

株数

Nb

1

M14

1

Nb と M14 中間

5

単一株

M14 と M12 中間

1

21％

M27 と M32 中間

1

M14 および Nb と M14 中間

13

M14 および M14 と M25 中間

1

Nb および標準株ではないもの大型株

1

Nb および M14

12

Nb および M14 および M14 と M25 中間

1

混合株

Nb および Nb と M14 中間 2 種

2

79％

Nb および M11 と M14 中間 2 種

1

Nb および M14 および M14 と M25 中間

1

Nb および Nb-M14 および M14 と M25 中間

1

M14 および Nb-M14 および M14 と M25 中間

1
43

合計

-

蚕や複数のヤガへの感染性試験
モンシロチョウから分離された微胞子虫が、蚕に対して感染性を有するのかを調査するた
めに、蚕および複数のヤガに対して簡易接種実験を実施した。分離された重度感染株である
43 株中より単一株の N.bombycis 系統を含む 9 株を蚕およびオオタバコガとハスモンヨトウに
対して接種した。その結果、検出された 1 株の N.bombycis 系統を含む複数系統で蚕に感染性
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を示した。またオオタバコガ及びハスモンヨトウにも弱い感染性を示した。
大日本蚕糸会蚕業技術研究所にて母蛾検査により検出された微胞子虫の性状調査
協力研究員である野澤瑞佳氏から蚕業技術研究所の母蛾検査によって分離された微胞子虫
の分与を受け、
性状の調査を実施した。その結果、
検出された全 139 サンプルのうち N.bombycis
の検出は 17 件であり全体の 12.2％であったのに対し、複数の微胞子虫の混合サンプルは 69
件であり検出数のほぼ半数の 49％であった(表 4)。この結果は例年にはあまり見られない傾
向であり、屋外の流入源での微胞子虫感染状況に何らかの変化があったことを示唆するもの
であった。
表 4 蚕業技術研究所で検出された微胞子虫の内訳一覧
系統

Nb

M11

M14

検出数

17

1

31

検出率

12.2

0.7

22.3

M27

12

8

M29

Nb,

Nb,

M14,

M27,

Nb, M11

Nb, M11.

M11

M14

M27

M29

M14

M12

9

50

13

2

2

1

1

6.4

36

0.14

0.14

0.7

0.7

9.4

（％）
単一株 50.4%

混合株 49.6%

【今後の課題】
令和 2 年度のモンシロチョウにおける単一株の検出比率は 21％であり、混合サンプルの検
出率は 79％であった。令和 2 年度モンシロチョウの捕獲調査と同時期に捕獲されたヤガの検
査結果を見てみると、ほとんどが単一株の感染であった。この結果を見ると微胞子虫の混合
株が多く検出されたのはモンシロチョウであり、他のヤガとは検出状況が大きく異なってい
た。一般的に N.bombycis は蚕に対して強い感染性を有するが、モンシロチョウや他のヤガで
は感染力も弱い。そのため年によっては全体に占める検出率が上がる傾向も見られる。また
モンシロチョウから分離された N.bombycis は 20 株でありの検出頻度は 47％程度であった。
このうち単一株のものを蚕に接種したところ感染性を示した。混合サンプルの検出率、およ
び N.bombycis の感染性を考慮すれば他のヤガと比べてモンシロチョウが屋外における蚕感染
性微胞子虫の宿主である可能性が高いといえる。しかしながら令和 2 年度の調査ではモンシ
ロチョウの捕獲数が少なく得られた微胞子虫株も 43 株と非常に少なかった。そのため全体像
を確認するためには、最低でも 200 株程度の微胞子虫を確保する必要があると考えている。
令和 2 年度のモンシロチョウの捕獲調査は緊急事態宣言の影響もあり野菜の作付けの影響
もあったが、問題なく遂行され、複数の微胞子虫を分離した。しかしながら、野菜類の作付
け状況が例年よりも小規模となったため、通常のモンシロチョウ発生環境とは異なっていた
可能性もある。そのため令和 2 年度の実施結果がそのまま正しいものであるのか、特例的な
ものであるのかを判断できなかった。そこで当初は単年度での研究を計画していたが、複数
年での調査が必要であると判断し、令和 3 年度も調査を継続して実施することとし、研究の
延長を申請した。次年度も引き続きモンシロチョウと母蛾検査結果との関連性を調査したい。
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研究成果報告書

【申請者氏名】
菊池

加代子

【所属機関】
公立大学法人 長岡造形大学

【研究題目】
栃尾紬アーカイブの構築

【研究目的】
本研究では、長岡市文化財「栃尾紬標本」のデジタルアーカイブ作成と並行して栃尾
紬資料（布と道具、雪国における養蚕と製織、それらが行われた背景等）を収集し、「デ
ザイン」「生産方法」「絹文化」の記録と資料保存を目的とする。

【研究内容及び成果】
長岡市文化財「栃尾紬標本」のデジタルアーカイブ作成（江戸時代・４０枚８０頁７
９７点）を大学内撮影スタジオに於いて２億画素のデジタルカメラにて撮影。そのデジ
タルデータを元にテキスタイルデザインとして利用しやすいようにリピートをつけた資
料を試作した。（下記写真 左＝撮影の様子 右＝テキスタイルデザイン資料）
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長岡市栃尾美術館にて特別企画
「栃尾の手織物と絹文化」
展を第一期 2020/8/18〜9/27、
第二期 2020/10/6〜11/23 の日程で行った。情報収集を目的とした展示で、会期中に多く
の情報が美術館に寄せられ、美術館の工作室をお借りして資料調査やインタビューを行
った。 長岡市指定有形民族文化財「栃尾紬標本」と有形文化財「一之貝百二十・十の
字絣」も展示する事ができた。
（下記写真 左＝郷土史研究家、栃尾紬研究会、栃尾紬業者に聞き取り。右＝タンスの
着物を調査。栃尾美術館工作室に於いて）

長岡市が保管し未調査の資料がある事がわかり、今後の研究対象となった。養蚕から
機織りまでの道具が中心に保管されていたが、その中には端切れもあり、地域ごとのデ
ザインを確認するために貴重な資料である。
（下記写真 左＝長岡市が保管する道具 右＝長岡市が保管する道具と端切れ）
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多くの証言から養蚕が栃尾地域の重要な副業であった事が再確認できた。繭で出荷、
糸繰りも行い糸で出荷、家内使用として糸は自家製、織は外注、養蚕から糸繰り織、仕
立てまでを一貫して行い家内使用だけではなく業者に納める家庭など、養蚕を中心とし
て絹製品が生産された土地であるという事がわかった。
現在９０歳代で栃尾紬を製織していた剣持トシさんの資料（道具、布、糸、映像、季
刊誌の記事）を発掘し、道具類は調査の為に大学に移動済みで今後はインタビューと調
査を続ける。
もう一人９０歳代で栃尾紬を製織していた中野タケノさんにも出会う事ができ、調査
にご協力をいただく事になっている。
（下部写真 左＝剣持トシさん調査

右＝剣持トシさん製織端切れ）

（下部写真 左＝一之貝、三本家道具 右＝西中野又、金内家着物）
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【今後の課題】
栃尾紬を持っている人、栃尾紬を商っていた人、養蚕や糸作り、織を家族が行ってい
た事を知っている人から話を聞く事ができたが、どなたも高齢でその先の調査が急がれ
る事を改めて知る事となった。
情報が芋づる式につながって行く事がわかり、広がった情報網の整理と調査を急がね
ばならない。栃尾美術館での展示が情報収集のきっかけとして功を奏したので、来年度
も同様に栃尾美術館の協力を仰ぐ事にしており日程も決定した。次回は、養蚕に注目し
て夏休み期間でもあるので、子供向けに糸繰りや真綿作りのワークショップを行うなど、
幅広い年齢に栃尾紬を認識してもらうことを検討している。
調査の対象者が高齢のために調査が急がれるが、雪国でなお且つ今年は豪雪であるた
めに調査期間が短い事に合わせて、コロナ禍での注意は怠る事ができずに、現在も学内
に学外者の入校制限があり、計画していた調査の進行ができずに遅れている現実がある。
本研究は、３年計画で今年度は１年目である。２年目は、学内の特別研究費を受給す
ることが決まっているが、３年目の研究費の目処が立っていない。３年目は、調査を継
続しながら、まとめとして印刷物に研究成果を残し、資料展示と研究発表会を計画して
いる。

【発表論文等】
新聞掲載
２０２０年１０月１５日

朝日新聞

栃尾紬

記録と記憶を後世に

栃尾紬の資料を研究者

が収集
https://www.asahi.com/articles/ASNBG7767N9KUOHB00Q.html
２０２０年１０月１５日

新潟日報

そいがあて１０月号

長岡歴史散歩「栃尾の手織物と

絹文化」寄稿
２０２０年１０月３１日 新潟日報

「栃尾紬」の技術保存へ 造形大教授ら研究会設立

https://www.niigata-nippo.co.jp/news/local/20201102578670.html
２０２０年１１月１１日 新潟日報おとなプラス 特集記事として「栃尾紬手仕事の文化」
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研究成果報告書
【申請者氏名】
寺本 英敏

【所属機関】
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

生物機能利用研究部門

【研究題目】
クリッカブルシルク実用生産系統の育成

【研究目的】
申請者らはこれまでに、結合の手（アジド基）を組み込んだ新しいシルク素材「クリッカ
ブルシルク」を開発してきた。クリッカブルシルクは、繊維・フィルム・スポンジ等の所望
の形状に加工した後に、クリック（click）反応を用いて機能分子を簡単に結合させることが
できる。したがって、クリッカブルシルクから様々な高機能シルク素材が作出できる。この
技術により、服飾・医療・産業・電子等の多様な分野で有用な機能をもつシルク素材の開発
が容易となった。しかし、現有のクリッカブルシルク生産系統は小型の実験用品種をホスト
としているため、そのまま実用生産に利用するのは困難である。そこで本研究では、実用生
産に適したクリッカブルシルク生産改良系統を育成し、クリッカブルシルクの実用化に向け
た課題を解決する。

【研究内容及び成果】
本研究で実施した下記①～③の計画ついて現時点までに得られた成果を報告する。
① クリッカブルシルク生産改良系統の育成
クリッカブルシルクは、アジド基（-N=N+=N-）をもつ人工アミノ酸（4-アジドフェニルアラ
ニン，AzPhe）をフィブロインの一次構造中に直接導入することによって得られる。AzPhe は
タンパク質を構成するアミノ酸ではないため、通常はタンパク質合成には利用できない。そ
こで、AzPhe を認識できる酵素（フェニルアラニル-tRNA 合成酵素の変異体）を遺伝子組換え
（TG）カイコの後部絹糸腺で発現させることで、AzPhe がタンパク質合成に利用されるよう
にした。TG カイコの 5 齢幼虫に AzPhe 含有人工飼料を与えると、フェニルアラニン（Phe）
の一部が AzPhe に置き換わったフィブロインが得られる。これまでに作出したうち最良の系
統（H06 系統）では、フィブロイン中の Phe の約 7%が AzPhe に置換される。フィブロイン 1
分子あたりでは、約 2.5 個の AzPhe が導入される。
現有のクリッカブルシルク生産系統（H06 系統）では、1 頭あたりのクリッカブルシルク生
産量は約 100 mg と少ない。これは、小型の実験品種（白/CS）をホストとする TG カイコであ
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るためである。そこで、白/CS と同じ中国種で、かつ、組換え体の識別に適した白眼をもつ
実用品種（MCS4：支 146 号の白眼系統）と交配し、F1 交雑種を得た。この F1 交雑種を MCS4
に 5 回戻し交雑することにより、系統の改良を行った。組換え体の選抜は、蛾での眼色マー
カーの発現確認により行った。5 回の戻し交雑を行った後、組換え遺伝子をホモでもつ系統
（H06-MCS4）を確立した（図１）
。

図１．戻し交雑による系統改良の経過
H06、戻し交雑 1、3、5 回後（それぞれ BC1、BC3、BC5 と略記）、H06-MCS4、MCS4 それぞれ
の系統の 5 齢 3～6 日の成長曲線を図２に示す。戻し交雑によって中体が大型化し、5 回の戻
し交雑後では MCS4 と同等の大きさとなった。

図２．乾燥重量で 0.05 wt%の AzPhe を添加した人工飼料で飼育した各系統 5 齢 3～6 日の成
長曲線（7 日目以降は営繭を開始する個体が現れるためグラフには加えず）
25

② 改良系統により生産したクリッカブルシルクの特性解析
1、3、5 の戻し交雑を行った各系統および H06-MCS4 の 5 齢幼虫を AzPhe 含有人工飼料（乾
燥重量で 0.05%の AzPhe を添加）で飼育し、1 頭あたりのクリッカブルシルク生産量を調べた
（図３）
。その結果、系統育成によってクリッカブルシルクの生産量が増加し、H06-MCS4 で
は H06 の約 2.3 倍のクリッカブルシルク生産量が達成された。また、クリッカブルシルクへ
の AzPhe 導入量を精密質量分析法により解析した（図４）
。H06-MCS4 においても AzPhe のフ
ィブロインへの導入が確認され、その導入量は H06 と顕著な違いが見られなかった。

図３．AzPhe 添加人工飼料で飼育した各系統のクリッカブルシルク生産量（ただし MCS4 では
AzPhe のフィブロインへの導入は起こらない）
*系統毎に各 3 回の反復実験を実施しており、上記データはその途中経過

図４．クリッカブルシルクへの AzPhe 導入量の目安となる質量分析ピーク強度比の比較
*系統毎に各 3 回の反復実験を実施しており、上記データはその途中経過
次に、H06、H06-MCS4、MCS4 それぞれについてスケールアップ飼育を実施し、生糸繰製用
の繭を得た。現在生糸の繰製と生糸物性（強度，伸度，弾性率）の解析を順次進めている。
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③ クリッカブルシルクのテスト生産に向けた準備
5,000 頭程度のスケールでクリッカブルシルクをテスト生産するための準備として、
H06-MCS4 と MN2（日 137 号の白眼系統）との F1 交雑種の蚕種（卵）を製造した。申請者らが
所属する農研機構では 5,000 頭スケールでの全齢人工飼料育が困難なため、大日本蚕糸会蚕
業技術研究所において飼育テストを行う可能性について情報交換を行った。

【今後の課題】
クリッカブルシルクは任意の機能性を後付けでシルクに付加することができ、機能性繊維
やバイオマテリアル等への利用展開が期待できる。しかし、従来の系統は小型で生産性が低
く生糸品質も不十分であった。そこで本研究によってクリッカブルシルク生産改良系統を育
成することができた。今後は改良系統と通常品種との交雑種について性状調査および実証飼
育を実施することにより、クリッカブルシルクの普及促進のための試作品（反物）を製作す
るとともに、カルタヘナ法に基づく産業二種使用申請のためのデータを整備する必要がある。

【発表論文等】
［発表予定］
田 雅茜，坪井弘美，伊賀正年，中島健一，寺本英敏
Breeding of a transgenic silkworm line for large scale production of clickable silk”
令和 3 年度蚕糸・昆虫機能利用学術講演会（日本蚕糸学会第 91 回大会）
2021 年 3 月 19～20 日オンライン開催
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【研究題目】
構造色遺伝子のカイコへの導入：構造色を帯びたカイコ、絹糸作出の試み

【研究目的】
生物、なかでも昆虫は構造色の宝庫である。構造色は光の波長程度のサイズの微細
構造が作り出す色であり、染料・顔料に比べて退色しづらく、毒性や環境負荷が小さ
いという優れた特性を持つ。そのため、生物の構造色を生み出す物理構造を明らかに
して産業利用しようという生物模倣（バイオミメティクス）研究が盛んに行われてい
る。モルフォチョウ（南米に生息するメタリック・ブルーをした蝶）の翅の色を模倣
した繊維や塗料が開発されたことはその好例である。しかし、構造色を作り出す分子
生物学的機構、すなわちどんな遺伝子やタンパク質がどのような機能を発揮すること
により発色するかは、いずれの生物でもほとんどわかっていない。
このような中、研究代表者の神村は、コガネムシから構造色発色に必須の遺伝子

LCP1 を発見した。この遺伝子の発現を抑えると、どのコガネムシでも構造色が消えて
しまうことから（図 1）
、この遺伝子はコガネムシが構造色を発色する上で鍵となる機
能を担っていると考えられる。これは世界で初めて発見され昆虫の構造色遺伝子であ
り、産業利用を含めて様々な方向に展開可能な研究の芽になるものと考えている。
そこで、本研究では、このコガネムシの構造色遺伝子をカイコに導入ことにより、
構造色による色彩を発現マーカーなどの分子遺伝学的ツールとして利用する可能性を
検討するとともに、新たな衣料素材として利用可能な構造色を帯びた絹糸を作り出せ
ないか調べた

図 1 ３種のコガネムシにおける構造色遺伝子 LCP1 の発現抑制実験
LCP1 遺伝子の RNAi により 3 種全てのコガネムシで構造色が消えて真っ黒になった。写真は左
から、ナミハナムグリ、キョウトアオハナムグリ、リュウキュウツヤハナムグリ。
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【研究内容及び成果】
本研究では、緑色と赤銅色の構造色を持つコガネムシの 1 種ナミハナムグリ Cetonia

pilifera の LCP1 cDNA のコード領域全長を導入したトランスジェニック・カイコ系統
を作出し、GAL4-UAS バイナリー発現システムを使って表皮を含む全身および後部絹糸
腺のみで発現することを試みた（図 2）
。ただ、令和 3 年 2 月末時点では、作出した LCP1
遺伝子発現カイコのステージが 4 齢幼虫期にとどまるため、蛹と成虫の組織の観察と
繭の色彩の観察は間に合わなかった。ここでは、行った実験内容と得られた成果を項
目ごとにまとめ、予定していたが間に合わなかった解析については、次の【今後の課
題】で述べる。

図 2 カイコに構造色を付与する実験のスキーム
①コガネムシの構造色発色の鍵となる遺伝子 LCP1 遺伝子を導入した UAS-LCP1 トランスジェ
ニック・カイコ系統を作出し、GAL4-UAS バイナリー発現システムを使って表皮を含む全身もし
くは後部絹糸腺のみで発現させて、②体表クチクラに構造色を付与できないか、また、構造色
を帯びた絹糸を作り出せないかを調べた。

① コガネムシの構造色遺伝子 LCP1 を発現するカイコ系統の作出
ナ ミ ハ ナ ム グ リ の 構 造 色 遺 伝 子 LCP1 を piggyBac プ ラ ス ミ ド
(1-3)pBacMCS[UAS-SV40,3xP3-egfp] に サ ブ ク ロ ー ニ ン グ し た 。
(1-3)pBacMCS[UAS-SV40,3xP3-egfp]は、UAS プロモーターの下流に目的の遺伝子を挿
入でき、また、眼で強く発現する 3xP3 プロモーターにより GFP 遺伝子が発現するカセ
ットを持つため、piggyBac プラスミドの注射後に目的の遺伝子がカイコゲノムに組み
込まれたかどうかを、幼虫単眼が緑色蛍光を持つかどうかで判別できるようになった

piggyBac プラスミドである。また、まだ LCP1 タンパク質の抗体を作成できていない
ため、タンパク質の発現確認用に、LCP1 タンパク質の C 末端にヘルペスウイルス
（herpes simplex virus）由来の HSV タグと x6 ヒスチジンタグを結合させた融合タ
ンパク質として発現させた。
得られたプラスミドのシークエンスを確認した後、w1-pnd 系統の初期胚に、トラン
スポザーゼを発現するヘルパーDNA ベクター及びヘルパーRNA とともに顕微注入した。
そして、組換え当代を sib 交配して取得した T1 世代において、産卵の 1 週間後（気管
螺旋糸発生期）に単眼の緑色蛍光の有無により遺伝子導入の有無を確認した。9 蛾区
の導入系統が得られたが、最終的に 4 系統に絞り込んだ。
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次に、このようにして得られた UAS-LCP1 系統と actin A3 遺伝子プロモーターによ
り GAL4 転写因子を発現誘導する A3-GAL4 系統、もしくは fibroin heavy-chain (FibH)
遺伝子プロモーターにより GAL4 転写因子を発現誘導する FibH-GAL4 系統と交配させ、
F1 個体で GAL4/UAS のバイナリー発現システムを使って、全身（actin A3 遺伝子プロ
モーターにより発現誘導）もしくは後部絹糸腺のみ（FibH 遺伝子プロモーターにより
発現誘導）で LCP1 遺伝子を発現させた。それぞれの交配には異なるロットの UAS-LCP1
系統を用いた。両 GAL4 ドライバー系統は 3xP3 プロモーターにより dsRed 遺伝子が発
現するために眼が赤い蛍光を発する。そこで、緑色と赤色の両方の蛍光を発する個体
を選んでその後の実験に用いた。
② LCP1 遺伝子発現カイコの構造色の有無の確認
作出した FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統および A3-GAL4/UAS-LCP1 系統が令和 3 年 2 月末
時点で 4 齢幼虫であるため、このステージで体表における構造色の有無を確認すると
ともに、解剖して絹糸腺が構造色発色しているかを調べた。
体表における構造色の有無を、UAS-LCP1 系統、FibH-GAL4 系統、FibH-GAL4/UAS-LCP1
系統および A3-GAL4/UAS-LCP1 系統の間で比較したが、表皮に構造色が発現することが
期待される A3-GAL4/UAS-LCP1 系統を含めて構造色が観察できた系統は無かった（図
３）。

図3
LCP1 遺伝子を導入したトランスジェニックカイコの体色
A)各系統の体色の比較。いずれの個体でも構造色は確認できなかった。B) A3-GAL4/UAS-LCP1
の体側面の拡大図。体表で LCP1 遺伝子を強く発現していた A3-GAL4/UAS-LCP1 系統でも構造色
は確認できなかった。
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次に、絹糸腺が構造色を帯びているかを、絹糸腺を摘出して観察した。UAS-LCP1 系
統、FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統および A3-GAL4/UAS-LCP1 系統の間で比較したが、絹糸
腺についても、構造色が強く発現することが期待される FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統を含
めて構造色が観察できた系統は無かった（図 4）
。

図 4 LCP1 遺伝子を導入したトランスジェニックカイコの絹糸腺の色彩
いずれの系統でも色彩の変化は認められなかった。

最後に、各系統への LCP1 遺伝子の導入の有無と発現レベルを、それぞれゲノム DNA
と各組織由来の cDNA を鋳型に使った PCR で確認した（図 5）
。A3-GAL4/UAS-LCP1 系統
ではゲノムへの LCP1 遺伝子の導入、真皮と後部絹糸腺での LCP1 mRNA の発現ともに確
認できた。一方、FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統では、ゲノム DNA を鋳型に使った PCR では
微弱なシグナルしか確認できず、RT-PCR ではまったくシグナルを確認できなかった。
眼の赤色蛍光は確認できているので、ゲノムへの組換えは起こっていると考えられる
が、交配に使った UAS-LCP1 系統（A3-GAL4/UAS-LCP1 系統の作出とは異なるロットを
使用）では予想外のことが起こっているのかもしれない。また、別のロットの UAS-LCP1
系統ではゲノムへの LCP1 遺伝子の導入を確認すると共に、後部絹糸腺でのリーキーな
発現も確認した。以上の結果から、FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統では、交配に使った親の

UAS-LCP1 系統に問題がある可能性が示唆された。

図5

PCR によるゲノムへの LCP1 遺伝子の挿入と組織での LCP1 mRNA の発現の確認

以上、4 齢幼虫では、体表、絹糸腺共に、LCP1 発現カイコで構造色の発現は確認
できなかった。
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【今後の課題】
飼育が間に合わなかったため、今回の報告では、4 齢幼虫期での体組織の色彩への
影響までしか調べられなかったが、今後さらに飼育を続け、当初計画に沿って 5 齢幼
虫や蛹、成虫の色彩、さらに繭の色彩を調べる必要がある。特に、この研究の主要な
目的である、絹糸に構造色を付与できるかどうかについては、今飼育している系統は
問題がある可能性があるので、別ロットで交配を行い最優先で調べたい。
全身での発現誘導に使った actin A3 遺伝子プロモーターは全ステージを通して強い
発現を誘導できるので、4 齢期幼虫でも十分量の LCP1 mRNA を発現できているはずで
あ る 。 実 際 、 RT-PCR で 強 い 発 現 を 確 認 で き て い る 。 そ れ に も 関 わ ら ず 、

A3-GAL4/UAS-LCP1 系統で構造色が見られないことから、LCP1 タンパク質単独では構造
色が作り出せないのかも知れない。コガネムシの仲間でも、構造色は成虫期だけで見
られ、幼虫期には見られない。もしかしたら、成虫の皮膚形成に関わる他の因子が構
造色の発色に必要なのかも知れない。この点は、飼育を続け成虫での色彩を観察する
ことである程度は検証可能と考えている。
もしくは、発現した LCP1 mRNA からうまくタンパク質が翻訳できていないか、翻訳
されてもすぐに分解されたのかもしれない。これまで、大腸菌の系とバキュロウイル
ス＆昆虫培養細胞の系で LCP1 タンパク質の発現を試しているが、前者では全長タンパ
ク質がうまく発現できず、後者では発現できるものの、収量が非常に少なく、また、
精製の過程で非常に分解しやすい。これらの結果は、LCP1 タンパク質がコガネムシの
表皮以外で不安定なことを示唆しており、カイコの表皮でもうまく発現できていない
可能性が考えられる。今後、C 末端に結合させている HSV タグや his タグに対する抗
体を使った western blotting で LCP1 タンパク質の発現の有無を確認したい。
LCP1 タンパク質が発現については、FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統の 5 齢幼虫期の中部絹
糸腺における発現（蓄積）の有無についても注目している。上述したように、これま
で大腸菌の系とバキュロウイルス＆昆虫培養細胞の系で

LCP1 タンパク質の発現を

試しているが、うまくいっていない。FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統の絹糸腺で LCP1 タン
パク質を大量に発現させることができれば、このカイコを組換え LCP1 タンパク質の供
給元として使うことも可能になり、LCP1 タンパク質を使った様々な生化学的解析が可
能になる。このような展望も視野に入れて、FibH-GAL4/UAS-LCP1 系統の絹糸腺での
LCP1 タンパク質の発現についても調べていきたい。

【発表論文等】
神村学 (2021) 「昆虫の構造色の研究：発色機構の解明と利用を目指して」
令和 3 年度蚕糸・昆虫機能利用学術講演会

日本蚕糸学会第 91 回大会 特別シンポジウム

「データ解析を駆使した新しい昆虫研究展開」で得られた成果の一部を紹介する予定
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【研究題目】
同一の生分解性と広範囲に異なる硬さを示すシルクフィブロインゲルを用いた心筋梗塞ゲ
ル注入療法の治療メカニズム解明

【研究目的】
心疾患は、心臓移植を根治療法としてきたが、ドナー不足の問題がある。国内では細胞シ
ート移植による再生医療の臨床例が報じられたが、そのリスク管理は容易ではない。近年、
心筋梗塞部にハイドロゲルを注入することで、
梗塞部の線維化に起因する心拡大、心機能低下
の悪循環（「心筋リモデリング」と呼ばれる）が
抑制されることが示されている（図 1）。米国や
欧州では、コンブ由来の天然高分子であるアル
ギネートから成るゲルを用いた治験が進められ
ている。また、心筋梗塞ゲル注入療法に関する
年間論文数もここ数年で倍増しており、天然お
よび合成高分子由来の多種多様なゲル化材料が
用いられている。しかし、ゲルの注入から心筋
リモデリング抑制に至るメカニズムを探る研究
はほとんど行われておらず、最適なゲルの物性
は未解明である。
本療法の治療効果には、ゲルの硬さ（圧縮弾
性率）と生分解性（分解速度）が影響するとさ
れているが、どれくらいの硬さのゲルが、どれ
くらいの期間、心筋内に存在すべきか定かでは
ない。これらの最適値の発見および心筋リモデ
リング抑制メカニズムの解明には、化学組成が
同一であって、広範囲にかつ独立して硬さと生
33

図 1：心機能の低下を伴う心筋リモデ
リング(A)とゲル注入による抑制(B)

分解性を変化させられるゲルが有用である。しかし、一般的に、ある材料パラメーターの変
化は、別のパラメーターの変化も意図せず伴う。例えば、ゲルの硬さを強めるためにゲル化
材料の濃度や架橋密度を上げると、生分解性も変化する。このため、心筋梗塞ゲル注入療法
に対するゲルの一物性のみの効果を評価することは非常に困難である。
申請者らは、家蚕が産生するシルクフィブロイン（SF）タンパクから成るゲルの物性改変
により、同一の硬さを示すも、生分解性が 1.5 倍異なる SF ゲルを作製し、心筋梗塞ゲル注入
療法におけるゲルの生分解性の重要性を報告してきた（Y Kambe and T Yamaoka, Biomater
Sci 2019;7:4153-4165）
。また、同一の化学組成・生分解性を示すも、硬さが 3～15 倍も異な
る SF ゲルのシリーズの開発に成功した。
この特長的な性質を示す SF ゲルシリーズを活用し、
本研究では、心筋梗塞ゲル注入療法におけるゲルの硬さの最適値の発見と治療メカニズムの
一端を解明することを目的とした。

【研究内容及び成果】
SF 水溶液の調整：家蚕の繭（吉川商事より購入）を炭酸精練し、SF を得た。SF を 9 M 臭化
リチウム水溶液に溶解後、逆浸透水中で透析（> 12 時間/回、透析外液交換 6 回）することで
SF 水溶液を得た。透析後、透析チューブに入った SF 水溶液に風を当てて濃縮し、遠心分離
（40,000×g、4℃、30 分）によって不溶成分を除いた。得られた SF 水溶液の一部を凍結乾
燥することで、SF 水溶液の濃度を求めた。

SF ゲルの作製：申請者らがこれまでに確立してきた条件を基に、①SF 水溶液の濃度、②高
温・高圧水蒸気（オートクレーブ；121℃、15 分）処理回数、③超音波ホモジナイザー（出
力 750 W、周波数 20 kHz、増幅幅 21%；VCX-750、Sonics & Materials 製）による超音波
照 射 時 間 、 ④ SF 分 子 中 の グ リ シ ン － ア ラ ニ ン 繰 返 し 領 域 由 来 ペ プ チ ド
（NH2-SGAASGAGAGAGAGAG-COOH、純度>90%、スクラム製）
（以下 GA ペプチド）に
よる修飾、の 4 条件を変化させ、同一の生分解性（1 mm 厚のゲルが分解されるのに約 35 週）
を示し、異なる硬さ（13、53、170 kPa）を示す SF ゲル 3 種類を作製した（表 1）
。

心筋梗塞モデルラットへの SF ゲル注入と心機能・左室径評価：ラット（Sprague Dawley、
7 週齢、
雄；日本 SLC 製）
を 2～3%イソフルランで導入麻酔し、
超音波心エコー装置（ProSound
SSD-6500 SV；日立アロカメディカル製）を用いて処置前の心機能（左室短縮率（LVFS）、
左室駆出率（LVEF）
）と左室径（左室拡張末期径（LVDd）
、左室収縮末期径（LVDs））を計
測した。16G サーフロー針の外筒を気管挿管し、ベンチレーター（70 bpm、4～5 mL/拍；
夏目製作所製）を用いて呼吸および麻酔を維持した。開胸後、心臓の冠動脈（左前下行枝）

表 1：同一の生分解性と異なる硬さを示す SF ゲルシリーズの作製条件と硬さ
サンプル名

① SF ②オートクレ ③ 超 音 波 照 ④GA ペプチ ゲルの硬さ
濃度

ーブ処理回数

射時間

ド修飾（濃度）

3.2%AC1US20+GA 3.2%

1

20 秒

+（0.32%）

~13 kPa

4%AC2US20

4%

2

20 秒

–

~53 kPa

6%AC2US25

6%

2

25 秒

–

~170 kPa
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を 7-0 ネスピレン糸（アルフレッサファーマ製）で結紮し、閉胸した。結紮後 1 週で、心機
能と左室径を計測し、LVFS が 30%以下のラットを心筋梗塞モデルとして採用した。心筋梗
塞モデルラットに気管挿管し、ベンチレーターを用いて呼吸および麻酔を維持しながら開胸
した。30G 針付きシリンジを用いて、心筋梗塞部（左室壁の白色になった部分）に、
3.2%AC1US20+GA、4%AC2US20 もしくは 6%AC2US25 ゲルを 100 µL 注入した後、閉胸
した。SF ゲル注入後 1、2、3、4、5、6 週に超音波心エコー装置を用いて、心機能と左室径
を計測した。

SF ゲル注入心筋梗塞モデルラットの心臓の組織学的評価：ゲル注入後 6 週において、SF ゲ
ル注入心筋梗塞モデルラットに気管挿管し、ベンチレーターを用いて呼吸および麻酔を維持
しながら開胸した。心臓を回収し、生理食塩水で洗浄後、結紮部より 5～6 mm 心尖側の短軸
断面を出し、写真撮影を行った。また、得られた心臓組織を 10%中性緩衝ホルマリンで固定
し、ヘマトキシリン&エオシン（H&E）による組織染色（アプライドメディカルリサーチ社
に委託）を行った。

SF ゲ ル 上 で の 心 筋 細 胞 の 増 殖 評 価 ： 96 穴 組 織 培 養 用 プ レ ー ト （ 旭 硝 子 製 ） 中 に
3.2%AC1US20+GA、4%AC2US20 もしくは 6%AC2US25 ゲルを作製した（100 µL/well）。
ラット（Sprague Dawley、哺乳 3 日齢、雄；日本 SLC 製）を 2～3%イソフルランで導入麻
酔し、心臓を回収した。その後、キット（Neonatal Cardiomyocyte Isolation System、
Washington 製）を用いて、回収した心臓から心筋細胞を単離した。得られた心筋細胞を 4
×104 cells/well の密度で SF ゲル上に播種し、37℃、湿度 100%、5%CO2 の雰囲気で培養し
た。なお、培地には MEM（10%牛胎児血清、1%抗生物質カクテル含有）を用い、1、2 日
毎に交換した（100 µL/well）。播種後 1、3、5、7 日に WST-1 試薬（Roche 製）を 10 µL 加
え、2 時間培養した後、上清 100 µL 回収し、プレートリーダー（Varioskan、Thermo Fisher
Scientific 製）を用いて 450 nm の吸光度を計測した。

SF ゲルを注入した心筋梗塞モデルラットの心機能・左室径：同一の化学組成と生分解性を示
すも、硬さが異なる（13、53、170 kPa）SF ゲル（3.2%AC1US20+GA、4%AC2US20、
6%AC2US25）を注入した心筋梗塞モデルラットの心機能と左室径の経時変化を図 3 に示す。
いずれの群も、冠動脈結紮によって心機能、左室径がそれぞれ大きく低下、増大した（－1
週→0 週）。一方、SF ゲル注入により、注入後 1 週では心機能が改善する傾向が認められた。
特に、3.2%AC1US20+GA、6%AC2US25 群では、改善傾向が顕著であり、LVDs も減少し
た。しかしながら、2 週では、心機能は低下し、ゲル注入前（0 週）と同程度になった。その
後、心機能はほぼ一定となり、心機能の悪化は認められなかった。一方、左室径は、2 週以
降。徐々に増大した。注入後 6 週の心機能、左室径ともに、群間における顕著な差は認めら
れなかった。これらの結果より、心筋梗塞ゲル注入療法において、ゲルの硬さは治療効果の
発揮に重要な因子ではないことが示唆された。

SF ゲ ル を 注 入 し た 心 筋 梗 塞 モ デ ル ラ ッ ト の 心 臓 の 組 織 染 色 ： 3.2%AC1US20+GA 、
4%AC2US20、6%AC2US25 ゲル注入後 6 週における心筋梗塞モデルラットの心臓短軸断面
像、また、その H&E 染色像をそれぞれ図 4、5 に示す。いずれの群の左室壁も白色であり、
H&E 染色像から線維化していることが分かった。3.2%AC1US20+GA 群に比べ、4%AC2US2、
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図 3：SF ゲル注入心筋梗塞モデルラットの心機能（LVFS、LVEF）と左室径（LVDd、LVDs）
の経時変化

6%AC2US25 両群の左室壁は厚い傾向が認められた。すなわち、53 kPa 以上の硬さを示すゲ
ルの注入により、左室壁が肥厚することが分かった。心筋梗塞ゲル注入療法の治療メカニズ
ムは、ラプラスの法則に基づき、ゲル注入により左室壁の肥厚化し、左室内腔面に負荷され
るせん断応力が軽減されることによるとも言われてきた（ST Wall, et al., Circulation
2006;114:2627-2635）
。一方で、それとは矛盾した、すなわち、左室壁の肥厚化は無関係であ
るとの知見も得られてきた（AA Rane, et al., PLoS One 2011;6:e21571）
。本研究により、SF
ゲル注入による心筋梗塞後の心機能悪化の抑制効果は、ラプラスの法則に依らないことが示
唆された。

SF ゲル上での心筋細胞の増殖：3.2%AC1US20+GA、4%AC2US20、6%AC2US25 ゲル上で
培養した心筋細胞の増殖評価結果を図 6 に示す。3.2%AC1US20+GA 群に比べ、4%AC2US20、
6%AC2US25 両群は、高い細胞増殖性を示したことから、53 kPa 以上の硬さを示すゲル上で
は細胞が増殖し易いことが分かった。細胞増殖性の結果は、左室壁厚のそれ（図 5）と相関
したが、ゲル注入による心筋梗塞後の心機能悪化の抑制効果とは、明らかな関係性は認めら
れなかった。
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図 4：SF ゲル注入後 6 週での心筋梗塞モデルラットの心臓の短軸断面。矢印は左室壁を示す

図 5：SF ゲル注入後 6 週での心筋梗塞モデルラットの心臓の短軸断面の H&E 染色像。
矢印、
アスタリスクはそれぞれ左室壁、左室内腔を示す。スケールバー：1 mm

図 6 ： SF ゲ ル 上 で の 心 筋 細 胞 の 増 殖 性 。 *** ： p < 0.001 （ 3.2%AC1US20+GA vs.
4%AC2US20）,##：p < 0.01,###：p < 0.001（3.2%AC1US20+GA vs. 6%AC2US25）
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【今後の課題】
本研究により、SF ゲル中による心筋梗塞治療においては、SF ゲルの硬さが治療効果に及
ぼす影響は少ないことが示唆された。SF 材料は、コラーゲンをはじめとする他の天然由来材
料に比べて遅い生分解性を示すも（AE Thurber, et al., Biomaterials 2015;71:145-157）、慢
性炎症や抗体産生は引き起こさないことが知られている（GH Altman, et al., Biomaterials
2003;24:401-416, Y Kambe, et al., J Mater Chem B 2017;5:7557-7571）。SF ゲルが惹起す
る炎症反応が生体組織再生の鍵となると考えられるため、今後はこれに着目した研究を推進
したい。
末筆ではございますが、一般財団法人 大日本蚕糸会様からの貞明皇后研究助成によるご支
援に深く感謝申し上げます。
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