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インド美術における形而上学的シンボリズムの研究 

―細密画の叙情表現と宗教的シンボリズムの連関について― 

A Study of the Metaphysical Symbolism in Indian Art:  

The relation between lyrical expression in miniature paintings and its 

religious symbolism 

 

研究代表者 堤 博枝（文学研究科インド哲学仏教学専攻 博士後期課程 3 年） 

 

研究期間／平成 28 年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

キーワード／①インド美術 Indian art 

 ②細密画 Miniature paintings 

 ③メーワール派細密画 Miniature paintings of Mewār school 

 ④『ギータ・ゴーヴィンダ』 Gīta Govinda 

 ⑤ラサ理論 Rasa theory 

平成 28年度交付額／490,000円 

 

研究発表／（1）学会および口頭発表 

・第 17回東方学院・酬仏恩講合同講演会「インド細密画における信愛（バクティ）の表現―『ギー

タ・ゴーヴィンダ』17-18 世紀の写本を中心に―」（於法相宗大本山薬師寺まほろば会館、

2016 年 12 月 3日） 

・日本南アジア学会第 71 回月例懇話会「インド細密画に描かれる意匠と情趣―ウダイプル博物

館所蔵『ギータ・ゴーヴィンダ』の細密画を中心に―」（於東京大学東洋文化研究所、2017 年

1月 28日） 

・平成 28年度中村元東方研究所新春研究発表会「インド細密画に 

おけるバクティの表象―『ギータ・ゴーヴィンダ』写本を中心に―」（於ホテル東京ガーデンパレス、

2017 年 2 月 20日） 

・日本印度学仏教学会第68回学術大会発表「インド細密画に描かれる感情表現―ウダイプル博

物館所蔵『ギータ・ゴーヴィンダ』の細密画を中心に―」（於花園大学 2017 年 9月 2・3日）予

定 

（2）論文 

・ A Study of Emotional Expression in Indian Miniature Paintings: by mainly 
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Analyzing the Mniature Painting of Gīta Govinda in the Collection of the 

Government Museum, Udaipur 『印度學佛教學硏究』第 66巻 予定 

・「インド細密画に描かれる意匠と情趣―ウダイプル博物館所蔵『ギータ・ゴーヴィンダ』の細密画

を中心に―」『東洋大学大学院紀要第 54集』（2017年度） 予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 中世インドのヒンドゥー教美術は、神々の姿や神話の一場面を単に具象的に絵画やレリーフで表現す

るだけではなく、古代インドの演劇や文芸の理論書に説かれるラサ（情趣）理論といった文芸的かつ宗

教的な思想を背景に持つと考えられる。その中でも色彩豊かに表現された細密画は、宗教的叙情表現を

色濃く反映したものといえよう。 

 細密画の流派の一つメーワール派は、ラージプート画を描く流派の中でも初期に誕生した重要な流派

とされる。彼らの作品の中で、ウダイプル博物館所蔵の『ギータ・ゴーヴィンダ』の細密画は、詩の内

容を精緻かつ忠実に表現した作品であり、物語を絵画として表現する際の典型的な手法が使われている

が、登場人物の情調が画家によって表現されていると先行研究者の Vatsyayan 氏は述べる。そのため絵

画化されたラサ理論を研究する上での重要な資料となり得る。しかし、Vatsyayan 氏の研究は、サンス

クリット文学者 Miller 氏による『ギータ・ゴーヴィンダ』のサンスクリット語の英訳と作例とを対比さ

せた概説に留まっている。 

 また、ヒンドゥー教の造形美術とラサ理論の関係に関する研究は、B. N. Goswamy 氏によってなさ

れている。氏は、古代インドの詩論をもとに、絵画や彫刻といった様々な作品を年代問わず分類してい

る。しかし、分類の仕方や個々の作品の説明に曖昧さがあり、造形美術とラサ理論の関係性を明らかに

していない。 

 本研究は、『ギータ・ゴーヴィンダ』を題材とした細密画の作例をもとに、それらの中にラサ理論が

どのように表現されているのか解明を試みるものである。具体的には、絵画に描かれている内容を理解

するためにニルナヤサーガル版 Acharya, Narayan Ram, 1949, Gitagovindakavyam を底本とし、サン

スクリット原文を精査する。また、研究で用いるウダイプル博物館所蔵の作例はデジタルアーカイブ化

されていないため現地にて撮影を行い、撮影資料をもとに細密画上部の説明書きを読解する。この読解

によって、細密画に描かれている内容をより詳細に分析できると予想される。そして、ラサ理論の研究

は、古代インドの絵画論を示した『ヴィシュヌダルモーッタラ・プラーナ』を翻訳することで、絵画で

はラサがどのように描かれるべきか分析する。これら原典研究と作例研究の両輪によって造形美術とラ

サ理論の関係を解明する。 

２．研究経過および成果の概要 
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 2016 年 9 月 1～15 日のウダイプル博物館での現地調査によって、44 枚の細密画を撮影することがで

きた。現在は、撮影した細密画に描かれている場面の原典を翻訳し、細密画上部の説明書きの読解を行

っている。原典研究では、註釈書にラサ理論が説かれている箇所があることが確認できた。この注釈書

のラサ理論の記述と、『ヴィシュヌダルモーッタラ・プラーナ』で説かれるラサ理論の記述、さらに実

際の作例から、文学作品におけるラサを絵画で表現する場合、人物の動きや季節表現を簡潔に描くこと

によってラサを体験させていると考えられる。また、細密画上部に書かれている当時の口語による説明

書きは、サンスクリット語原典の内容とほぼ同じだが、原典には書かれていない表現も含まれているこ

とが確認できた。 

 この成果は、第 17 回東方学院・酬仏恩講合同講演会、日本南アジア学会第 71 回月例懇話会、平成 28

年度中村元東方研究所新春研究発表会にて中間報告を行った。これらの中間報告で指摘された点や新たな

問題点を検討し、そのまとめとして日本印度学仏教学会第 68 回学術大会にて発表と論文投稿、さらに『東

洋大学大学院紀要第 54 集』に論文を投稿する予定である。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 撮影した 44 枚の細密画のうち 2 枚に詩の内容とは関係のない絵が描かれていることが確認できた。

このうち 1 枚はプラーナ文献で説かれている神話であることが分かったが、残りの 1 枚については、今

後細密画が描かれた地方の伝承等も視野に入れ内容を分析していく。 

 また、研究会で発表した際に以下の指摘を受けた。①ラサ理論の絵画化を解明するには、同時代に描

かれた他の流派と比較検討する必要があるのではないか。②『ギータ・ゴーヴィンダ』以外の作品では、

季節がどのように絵画として描かれているか。③この作品の起源となる作品は存在しているか。以上 3

点の指摘も考慮しつつ、今後も造形美術とラサ理論の関係を解明していく。 

 

 

Summary 

 In the Hindu arts of medieval India are not only depicted the gods or scenes of the myths by 

figurative paintings and sculptures, but also behind of them we can recognize Rasa theory which 

regulates aesthetics described in the theory of ancient Indian drama and literature. Among the 

Hindu arts, miniature paintings drawn in rich colors can be considered  a strong reflection of 

lyrical expressions of Hindu religion. 

 Mewār school, one of the schools of miniature paintings, is regarded by the scholars as an 

important one which had formed its style at the earliest stage in Rajput paintings. A preceding 

famous researcher Dr. Vatsyayan says that among their works, the miniature painting of Gīta 

Gorvinda collected in the Udaipur Museum depicts the contents of the poetry most finely and 
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faithfully and also says that the work uses a typical method for describing the narrative and the 

tone of the characters is expressed by the artist. Therefore, I think the work can be an important 

material for studying Rasa theory expressed as a painting. However Dr. Vatsyayan’s research is 

limited one that only outlines the work by contrasting it with Dr. Miller’s English translation.  

 Relationship between Hindu arts and a Rasa theory is studied by B. N. Goswamy. His research 

based on the Rasa of Sāhitya Darpaṇa, the theory of ancient India poetry, is a classification of various 

works such as paintings and sculptures without regarding of their date. His research is, however, 

ambiguous about the classification method of works and the explanation of individual works, and 

does not clarify the relationship between Hindu art and Rasa theory.  

 My research will try to elucidate how Rasa theory is depicted in the miniature painting of Gīta 

Gorvinda. In order to understand the contents depicted in the painting, I will adopt the following 

research methods, 

I will scrutinize the Sanskrit original text of Gitagovindakavyam edited by Acharya,Narayan 

Ram, published by Nirnaya Sagar Press in 1949. Meanwhile I will take photographs of the 

miniature paintings at Udaipur museum because the paintings have not yet been digital-archived. 

Then, for further understanding of the details of the miniature paintings, I will try to decipher the 

captions written in the old Rājasthānī at the top of each miniature painting. Furthermore, by close 

reading of the theory of ancient Indian painting Viṣṇudharmottarapurāṇa, I will analyze how Rasa 

should be depicted in a Hindu art. In this way, as a result, I will be able to elucidate more 

systematically an aspect of the inseparable relation between Hindu art and Rasa theory.  

. 
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インド密教における五護陀羅尼について 

The Pañcarakṣā in Indian Esoteric Buddhism 

 

研究代表者 園田 沙弥佳（文学研究科インド哲学仏教学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①密教 Tantric Buddhism 

            ②五護陀羅尼 Pañcarakṣā 

      ③陀羅尼 dhāraṇī 

        ④『成就法の花環』 Sādhanamālā 

      ⑤『大寒林陀羅尼』 Mahāśītavatī 

平成 28 年度交付額／489,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・東洋大学大学院インド哲学仏教学専攻平成 28 年度春学期院生発表会（東洋大学） 

「『大寒林陀羅尼』Mahāśītavatī 異本について」（平成 28 年 6 月） 

・日本印度学仏教学会第 67 回学術大会（東京大学） 

「『大寒林陀羅尼』Mahāśītavatī 異本について」（平成 28 年 9 月） 

・『印度學佛教學研究 』第 65 巻第 1 号 

「『大寒林陀羅尼』Mahāśītavatī 異本について」（平成 28 年 12 月） 

・東洋大学東洋学研究所 研究発表例会（東洋大学） 

「２種の『大寒林陀羅尼』Mahāśītavatī について」（平成 28 年 12 月） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 4 月から資料収集および整理を中心に行った。ILL 等を使用して文献を取り寄せ、複写、ま

たは PDF 等のデータを入手した。7～9 月は主に春季に入手した文献の翻訳作業を行った。サ

ンスクリット写本等の一次文献をもとに、チベット訳、漢訳、テキスト版本を比較してサンス

クリット校訂および和訳研究を行い、五護陀羅尼経典とその神格化について考察を進めた。 

 特に『大寒林陀羅尼』についてはそれぞれ内容の異なる 2 つのバージョンが存在しており、

その内容の相違点等については、６月に東洋大学大学院インド哲学仏教学専攻平成 28 年度春

学期院生発表会、そして 9 月に行われた日本印度学仏教学会学術大会において口頭発表、およ
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び 10 月に『印度學佛教學研究』（査読有り）に論文を投稿し、11 月に博士論文を提出、12 月

に行われた東洋大学東洋学研究所研究発表例会において口頭発表を行った。12 月以降は本研究

期間の集大成として研究報告書の作成に着手し、これまで明らかになった五護陀羅尼経典から

神格化されるに至った経緯とその発展性についてまとめた。 

２．研究経過および成果の概要 

 インド密教における五護陀羅尼とは『大随求陀羅尼』Mahāpratisarā、『守護大千国土経』

Mahāsāhasrapramardanī、『孔雀王呪経』Mahāmāyūrī、『大寒林陀羅尼』Mahāśītavatī、そ

して『大護明陀羅尼』Mahāmantrānusāriṇī の 5 種の陀羅尼経典、もしくはそれらの経典が神

格化した尊格を指す。 

 五護陀羅尼経典の一つである『大寒林陀羅尼』には 2 種類のバージョンが存在することが先

行研究によって指摘されている。第一は、サンスクリット・テキスト、漢訳、およびチベット

語訳が存在するもの（ŚV-A 本）、第二はチベット語訳のみ存在するもの（ŚV-B 本）である。

先行研究によると、ŚV-A 本の原典成立は 4 世紀まで遡れるという。この ŚV-A 本はチベット

語訳のみ経題が異なっている（『聖持大杖陀羅尼』）が、その内容はサンスクリット・テキスト、

漢訳の『大寒林陀羅尼』と一致している。一方、ŚV-B 本は 8～9 世紀前半頃にチベットで編纂

された仏典目録『デンカルマ』『パンタンマ』等で「五大陀羅尼」に含まれていることから、9

世紀にはチベットで知られていたと推測できる。 

 本研究では 2 種の『大寒林陀羅尼』を比較検討し、問題点と内容構成の特色について明らか

にした。まず ŚV-A 本は、大寒林（屍林）において数々の障りを受けて苦しみ涙していたラー

フラに対し、世尊が諸々の障りを防ぐ陀羅尼を授ける。一方、ŚV-B 本は大寒林における世尊

と四天王の対話が中心となっており、ラーフラは登場しない。両者とも「大寒林」において説

かれ、様々な障りをなす者が列挙されていることは共通しているが、障りをなす者に関しては

異同があり、特に ŚV-A 本では、B 本には登場しない実在する動物（トラ、カラスなど）が説

かれている。また、ŚV-B 本には四天王より優れた陀羅尼呪を世尊が授ける場面が説かれてお

り、A 本よりもむしろ『守護大千国土経』との共通点が見られる。少なくとも分量の多い B 本

が広本、少ない A 本がその略本という関係とはいえないだろう。これまでの先行研究では ŚV-A、

B 本両者とも『大寒林陀羅尼』とみなされていたが、その内容に関しては両者の間で大きく異

なっていることが本研究によって明らかとなった。 

 また、五護陀羅尼経典は 7～8 世紀頃にそれぞれ神格化された。11～12 世紀頃に編纂された

密教諸尊の成就法集『成就法の花環』（No.194~201, 206）『完成せるヨーガの環』（No.18）

には五護陀羅尼各明妃、そして五護陀羅尼各明妃が一括されたマンダラの成就法が収録されて

おり、本研究においてその機能と特色を比較考察した。特に『成就法の花環』No.206 は比較
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的詳細に説かれており、行者がマンダラと合一した後、一切衆生の利益を目的としてマンダラ

を実際に描くことが特色といえる。五護陀羅尼各明妃のうち、孔雀明妃はあらゆる毒を浄化す

る女神であると説かれるが、これは『孔雀王呪経』に期待される機能や、蛇毒に侵されたスヴ

ァーティーを蘇生させた物語と類似している。さらに、『成就法の花環』No.206 に説かれて

いる大寒林明妃の特徴に、前述した ŚV-A 本に関する記述が見られる。その為、『成就法の花環』

が流布する 11～12 世紀には、ŚV-A 本の系統がインドでは主流なものとして残っていたことが

推測できる。このように五護陀羅尼経典が女神として神格化した際には、それぞれの陀羅尼経

典の持つ機能や性格が影響して各女尊の姿が形成されてきたと考えられる。 

 当初、初期密教における陀羅尼経典は、経典を読誦、保持することによって除毒や雨乞い、

病気の治癒等、主に自己の現世利益や除災を得るために用いられていた。それが『成就法の花

環』が編纂された後期密教の時代になると、行者が尊格と一体化し、自身が尊格となって他者

を救済する機能があらわれるようになった。「自己」から「他者」へ、その救済の目的および

対象が、元来持っていた五護陀羅尼経典から五護陀羅尼の女尊へと展開した際に付加したと推

測される。 

３．今後の研究における課題または問題点 

   今回取り上げた『大寒林陀羅尼』に関しては、おそらくインドでは ŚV-A 本、ŚV-B 本の原型

が存在し、そのうち、ŚV-A 本はネパールなどの写本や漢訳において『大寒林陀羅尼』として残

されたが、チベットの『デンカルマ』等では五大陀羅尼のグループに入らず別名（『聖持大杖陀

羅尼』）が与えられ、別個に大蔵経に入れられたと推測される。また、同様のことは五護陀羅尼

に属する『大護明陀羅尼』にも生じていることが指摘されている。前述した経題やチベット語

訳等の問題点に関して、なぜ『大寒林陀羅尼』や『大護明陀羅尼』がこのように 2 つの系統に

分かれて展開したのか、その背景については今後の考察の課題としたい。 

 

（２４７７字） 

 

Summary 

 The Pañcarakṣ ā in Indian Esoteric Buddhism is five kinds of dhāraṇ ī sūtra (Mahāpratisarā, 

Mahāsāhasrapramardanī, Mahāmāyūrī, Mahāśītavatī, and Mahāmantrānusāriṇ ī), or the 

goddess to whom the scriptures became visualized. In this research, I picked up the goddess 

Pañcaraksā and clarified the transition of the function of dhāraṇ ī when the scripture became 

visualized. 

 The Mahāśītavatī (ŚV) is a Buddhist scripture associated with the Pañcarakṣ ā, a unit of five 
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dhāraṇ ī. This dhāraṇ ī sūtra has two versions—an A version (ŚV-A) and a B version (ŚV-B). 

 In the ŚV-A, Buddha bestows the Mahāśītavatī to Rāhula, and in the ŚV-B, Buddha describes 

the ŚV to four great kings. The major common point of these two versions is preaching at the 

śītavana (of a cemetery). However, one of the many differences in the content is that Rāhula is 

a main character in ŚV-A, but he does not appear in ŚV-B.  

 In contrast, the ŚV-B is more similar to Mahāsāhasrapramardanī (SP) than the ŚV-A. SP is 

contained in the Pañcarakṣ ā. For example, after the "four great kings" cast a spell, Buddha 

preached about a better spell. 

 In prior studies, both ŚV-A and B were regarded as Mahāśītavatī, but the contents of both are 

clearly different in this research. 

 Additionally, Pañcaraksā was deified in the 7th to 8th centuries. I have dealt with 

Sādhanamālā and others compiled around the 11th or 12th century, and clarified the contents 

and features. 

 Sādhanamālā is one of the texts related to the visualization of images of Buddhist deities, 

which was compiled by Abhayākaragupta in the 11th or 12th century. It contains nine kinds of 

sādhana of the goddess Pañcaraksā. Among these, No.s 194–200 describe the visualization of 

the goddess Pañcaraksā. No.s 201 and 206 describe all of the five goddesses of Pañcaraksā 

maṇ ḍ ala. 

 The feature of ŚV in No. 206 has a description of the ŚV-A. For that reason, it can be inferred 

that in the 11th and 12th centuries the SM spread, and the ŚV-A series remained mainstream in 

India. 

 When Pañcaraksā became deified in this way, it seems that the figure of each goddess was 

formed by the influence of the function and personality of each dhāraṇ ī sūtra. Pañcaraksā as 

five dhāraṇ ī sūtras is deified as a goddess, while leaving a strong connection with spells 

expecting guardians. 

 In early Esoteric Buddhism, people recited or retained dhāraṇ ī sūtra mainly to gain their own 

benefits and avoid  disasters such as detoxification, rain pouring, and disease cures. 

 In the late Esoteric Bible where Sādhanamālā was compiled, the actors integrated with 

God and the function of relieving others as God appeared. From "self" to "others," it seems 

that the purpose and object of that relief was added when the Pañcaraksā as five dhāraṇ ī 

sūtras expanded to the deification of the goddess Pañcaraksā. 

(457words) 
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作り物語にみる「月」の表現史 

the expression history of "the moon" 

in Japanese creative stories  

     

研究代表者 市東あや（文学研究科国文学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①日本の中古文学 Heian literature 

            ②日本の中世文学 medieval literature in Japan 

      ③物語文学  Narrative literary work 

        ④表現  Expression 

      ⑤月  The moon 

平成 28 年度交付額／560,000 円 

  

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・「『更級日記』における死と月―「ゆゆし」き月影をめぐって―」古代文学研究会 

平成 28 年 11 月 

     (2)論文発表 

・平成 29 年度予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

平安から鎌倉・室町期に成立した作り物語の作品本文を丹念に読み込み、「月」という語の用

例を確認し、用いられる頻度、モチーフとしての要素などを検証する。また、それと同時に

蒐集した「月」の用例を整理・分類し、中古から中世の作り物語を中心とした「月」を用いた

表現の形式、また時代の推移による変化を分析し、長期的な表現史を作成する。作成した表

現史と検証済みの用例を踏まえた上で、作り物語作品を再度読み込み、新たな解釈の糸口と

することができないかを考察する。用例蒐集の手段としては、東洋大学附属図書館の所蔵書

籍の他、「古典文学ライブラリー」が新たにサービスを開始した「平安文学ライブラリー」、「凱

希メディアサービス」から刊行されている『全唐詩』『全唐文』などの CD-R、また他大学所

蔵の資料なども活用して、網羅的におこなっていく。 
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２．研究経過および成果の概要 

  上半期は計画通り、主要な作り物語の作品本文から「月」の用例を蒐集し、整理・分類をおこ

なった。一方で、作り物語という枠にとどまらず、作り物語の要素が色濃い文学作品として『更

級日記』に注目し、精力的に用例蒐集と考察をおこなった。成果は古代文学研究会にておこな

った「『更級日記』における死と月―「ゆゆし」き月影をめぐって―」の口頭発表である。『更

級日記』には、治安四年五月に作者菅原孝標女が姉を亡くした際、作者自身がその姉の遺児達

に月の光があたるのを「ゆゆし」と感じ、遺児達を自分の袖で覆い隠そうとする記述がある。

この行動の理由について、先行研究では多く月を不吉とする習俗があったとして、月に照らさ

れる児の姿に死の恐怖を感じたと解釈されてきた。しかし、『更級日記』本文中には近親者の

死が複数回記述されているにもかかわらず、「月」を不吉なものとして描いたり、何かを死の

予兆として「ゆゆし」く感じたりする用例は他に見当たらない。孝標女は、姉の死の記事で見

た月のみを「ゆゆし」としているのである。「ゆゆし」き「月」には、先行研究に指摘される

ような習俗によるものではない、別の理由があると考えることもできるのではないだろうかと

考えた。本稿では『更級日記』本文中における「月」の用例を中心に、『更級日記』における

姉の死の記事の位置づけと、その喪失に際して「月」が「ゆゆし」とされた意味を考察し、物

語憧憬の理解者であった姉を失うことによって、孝標女は物語や夢想の世界から目を逸らさざ

るを得なくなった。遺児の顔を照らす「月」は、夢想とかけ離れた厳しい世界を孝標女に想像

させる「ゆゆし」さを象徴していたのではないだろうかという結論に達した。 

一方で、年度下半期に体調を崩してしまい、十分な研究調査をおこなうことができなかった。

下半期は復調につとめると共に、上半期に引き続いて作り物語の作品本文から「月」の用例を

蒐集し、整理・分類をおこなった。中でも注目したのは、『松浦宮物語』や『浜松中納言物語』

など、「月」が主要なモチーフとして描かれている作品と、それらが踏まえているであろう『源

氏物語』『住吉物語』などとの比較である。こちらは体調の問題もあって年度中に十分な成果

を出すことができなかったため、研究発表などは未だおこなっていない。平成 29 年度を目標

に、引き続き研究につとめていく所存である。 

３．今後の研究における課題または問題点 

  述べたとおり、今年度の下半期に体調をくずしてしまい、現在も通院・療養中である。今後の

研究には自身の体調を鑑みて研究活動をおこなっていく必要があると痛感している。また、当

初の計画では散文のみならず和歌などの韻文についても調査をおこなう予定であったが、諸般

の事情により韻文については十分な調査がおこなえていない。今後は韻文についても調査をお

こなう必要があると考えている。 
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Summary 

I intended to peruse the Heian literatures and medieval literature in Japan, gather 

examples “the moon”, and sort out them for my new interpretion of the Heian literatures and 

medieval literature in Japan. For that reserch, I use “Heian Literatures Library” Japanese 

Literatures Library started in this year, “Quan Tangshi” Gaiki Media Service offers, and some 

materials of other universities. 

The first half of the year, I did the reserch in accordance with plans. A notable point is 

“Sarashina nikki” that has a major influence of Heian literatures, mainly “The Tale of Genji”. 

Then I reserched expressly, and had research publication. 

But, the second half of the year, I was afflicted with depression. Because of that, I couldn’t 

carry out the research satisfactorily. I think that I should pay attention to my physical 

condition and carry out the research more studiously hereafter. 
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戦国時代初頭における幕府・諸大名関係について 

Relationship between the Muromachi Bakufu (Shogun) and Daimyo 

 during early stage of Warring States period in Japan 

 

研究代表者 小池 辰典（文学研究科史学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード 

① 室町幕府  The Muromachi Bakufu 

② 戦国期  The Sengoku Period 

③ 諸大名  Behavior of "daimyo" 

④ 応仁・文明の乱 The Onin-Bunmei Wars 

⑤ 明応の政変  The Coup d'etat of "Meio" 

 

平成２８年度交付額／173.000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・小池辰典「鈎の陣再考 ―西軍大名の動向から―」戦国史研究会 例会報告 

 平成２８年１１月１２日 

・小池辰典「明応年間における足利義澄「政権」の構造に関する一考察」『十六世紀論叢』第７号 

 平成２８年９月付（実際の刊行は１２月） 

 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 日本中世の戦国時代における将軍と諸大名の関係について取り扱う。 

従来、諸大名は将軍から離れていき、将軍権力はそれを支えた細川京兆家によって傀儡・形骸にされ

ていくと捉えられてきた。しかし、近年になり、天文年間（1532―55）以後の時期を中心に、将軍は諸

大名からなお求められていた点が注目され始め、畿内の動静も、京兆家のみならず、諸大名を踏まえた

多角的な視覚からの再構築が求められている。 

 問題として、将軍権力崩壊の契機と目される応仁・文明の乱（1467-1477）（以後、大乱）以後の研究

が進んでおらず、天文年間以後の調査で判明した将軍権力が諸大名から注目されている状況とは、室町
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時代からの連続か、大乱による断絶後の新たな動きなのかが判然としない点があげられる。 

 以上の研究状況について、申請者は、大乱と共に将軍権力衰退の契機とされる、明応の政変（1493）

について着目し、京兆家と共に将軍をすげ替えたとされる諸大名について、実際はその動きに同調して

いない点を指摘した。それにより、この点からの見直しが可能と考え、以下のアプローチを行う。 

 

２，研究経過および成果の概要 

 既に、申請者は、大乱と共に幕府の根幹を揺るがした、明応の政変（1493）について、諸大名は将軍

権力打破ではなく、それへの諫言、幕府政治の正常化を求めていたことを提示している。 

 

（１）鈎
まがり

の陣（1487）の検証 

将軍が自身出馬したこの遠征に対する諸大名の反応から、彼等と将軍の関係を見直そうとした。 

この遠征は、大乱以後の将軍権力衰退を示す際の代表的事例として扱われている。将軍自身が出陣す

るのは百年前の足利義満以来であり、将軍足利義尚は、これによって、将軍権力を立て直しつつ、反抗

的な諸大名を圧迫しようとしたが、諸大名の反発で失敗したと捉えられている。 

しかし、多数が参陣したことも指摘されており、その点に注目して見直しを図った。それにつき、特

に幕府と敵対的と捉えられている大名たち、即ち、大乱で西軍に所属した者達に注目した。 

結果、西軍盟主の山名宗家やその主力であった大内家が、積極的に将軍のもとへ集おうとし、土岐家

（西軍擁立の足利義視を大乱以後も擁立して幕府の脅威となっていたとされる）も、これを契機に在京

を再開し、年貢納入の再開を行っている様を提示することで、将軍と諸大名の結合を提示した。 

以上につき、上記の報告にて、西軍系のみならず、東軍系も含めた包括的な像や、諸大名間の動きの 

提示を求められ、それを進めているところである。 

 

（２）足利義澄政権の検証 

 足利義澄政権は、明応の政変（1493）で成立したクーデター政権であり、大名権力としては、政変を

主導した細川京兆家の関与以外は、注目されていない。この政権を見直すことで、政変以降、将軍・幕

府からより離れるとされる大名たちが、如何にこれと関わるかを捉え直そうとした。 

 その材料として、明応三（1494）年に足利義澄「政権」が行った近江国の六角家に対する家督干渉・

遠征に注目した。それにより、この政策において、細川京兆家の関与は極めて限定的であり、その推進

主体の一つとして、近江の利権保護を求める、赤松家の存在を提示した。 

 以上から、政変以降も、赤松といった諸大名は、幕府の政策と関わりを持っていたことを提示した。

これにより、当該期の政局を考える上で、諸大名の存在に注目する必要性を提示した。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 天文年間（1532―55）の直前まで検討を進める予定であり、先ずは、明応の政変以降の政局（1493-1508）

に注目する。それにつき、上記の「２―（２）」で、当該期は、クーデター政権と将軍足利義材の対立

が発生した点を述べたが、そのような状況下にあって、諸大名はこの問題へ如何に向き合ったかに注目

する。それに際して、赤松家・大内家の動向を中心に検証していく。 

 また、史料的な問題として、永正四（1507）年までは、『大乗院寺社雑事記』を始めとする豊富な日

次記があり、それを中心に検討してきたが、これ以後は日次記の記述も乏しくなり、文書探索が重要に

なってくる。今回の研究助成の御陰で幕府文書の収集を大きく進められたので、引き続き、諸地域の文

書収集に尽力していく。 

 

Summary 

I studied on relationship between the Shogun and several Daimyos during Warring States 

period of Japan Middle Ages. We had considered that governance of the Shogun was regarded as if 

it were a puppet by the Hosokawa-keicho family and many Daimyos had left from the Shogun. 

However, I suggest that we should reconsider multi-faced roles of the Shogun in the relationship 

among many Daimyos in movements of Kinai (near Kyoto) as well as behaviour of Hosokawa-keicho 

because many Daimyos declared requests to the Shogun after the Tenbun-Era (1532―55）.  

This proposal is based on the evidence: very few studies were carried out on the Shogun and 

Daimyos after The Onin-Bunmei Wars (1467-1477). I studied on the period between Onin-Bunmei 

Wars and The Tenbu-nen-kan when almost no studies were available. I focused on two political 

occasions, namely The Onin-Bunmei Wars and The Coup of “Meio” (1493), and pointed out 

inconsistency of the action for change of the Shogun by many Daimyos as well as Hosokawa-Keicho 

family. With this evidence, I made reconsideration on the relationship between The Shogun and 

Daimyos.  

 

    From my study on The Coup of “Meio,” I declared that actions by Daimyos against the authority 

of The Shogun was not overthrow of the power at the time, instead, they criticized the manner of 

the Shogun. I examined The “Magari no Jin” whether authority of the Shogun was already ignored 

by most Daimyos or it was still alive after “The Onin no Ran.” Battle of “The Magari no Jin” leaded 

by Yoshihisa Ashikaga, the Shogun tried to normalize Rokkaku family in Ohmi district 

(Shiga-Prefecture). 

Until now, many studies have informed us that most Daimyos did not obey orders of the 
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Shogun, however, many of Daimyos had participated “Magari no Jin” from my survey, For this, I 

showed some evidences, such as positive support activities to the Shogun by Yamana Family, Ouchi 

Family, even in Toki Family (the representative family of west group against the Shogun). For 

example, Toki family had moved to live in Kyoto and they started to recovery of delivery of the 

annual tribute.  

I outlined next question originated from the “political power” of the Shogun of Yoshizumi  

Ashikaga after The Coup of “Meio.” Here I use the word of “political power” but not the 

administration, because the Shogunate was divided by the other Shogun Yoshiki Ashikaga and the 

Government-in-exile is created by him. The former studies suggest that most of Daimyos had left 

from the Shogunate of Ashikaga, except Hosokawa-Keicho Family leading The Coup of “Meio.”  Is 

this understanding reasonable? 

To propose a new understanding, I employed the evidence of policy (1494) of Shogun, Yoshizumi 

Ashikaga; i.e. his invasion and interference against the successor of Rokkaku family. From my 

studies, I found the Yoshizumi’s policy was suggested by Hosokawa-keicho family as well as many 

Daimyos, such as Akamatsu family.  

In my conclusion, I may suggest that most Daimyos surely had big interested in the Shogun 

family through several evidences of my findings. Therefore, we should study on the relationship 

between the Shogun and Daimyos after The Coup of “Meio.” 

 

Future perspectives 

    I would like to study more on the after-effects of The Coup of “Meio”on about 30 year of a state 

in which a chaotic period before Tenmon era when many of Daimyo again had tried to make contact 

with the Shogun, i.e. Ashikaga family. I will confirm my consideration on the actions of the 

Akamatsu family and the Ouchi family as my research materials. 

 

I am deeply appreciating the academic support by the “Inoue Enryo” scholarship on my study and 

also teaching staff of our department, especially Prof. Chisato Kanda as my supervisor.  
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日本古代の王権と近臣 

Kings and their entourages in Ancient Japan 

研究代表者  上村 正裕（文学研究科史学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①王権 kingship 

      ②近臣 entourages 

      ③官僚編成原理 the composition principles of the bureaucracy 

      ④「選ばれた四位官人」 the chosen fourth-rank officials 

      ⑤遣使 envoys 

 

平成 28 年度交付額／266,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・歴史学研究会日本古代史部会主催「関東・名古屋・関西研究交流会」 

 上村正裕「日本古代官僚制の発展過程―遣使・臨時官司を手がかりに―」 

 平成 29 年 4 月 8 日（予定） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 日本古代の近臣について、平安時代については殿上侍臣の検討から具体像が明らかにされてきている

のに対し、奈良時代についてはそうした機運が乏しい状況であった。私は奈良時代の官人の中に弁官に

任じられることで議政官に昇進していく「選ばれた四位官人」が存在し、まだ何世代にもわたってその

ような現象が看取されることから「貴族官人の再生産」が果たされていたとの見解を呈示したことがあ

り（拙稿「大伴古麻呂と奈良時代政治史の展開」『古代文化』67－2、2015 年）、その具体像の解明を目

的とした学会報告（2015 年 8 月 22 日開催の第 43 回古代史サマーセミナー分科会「葬司からみた奈良

時代の近臣」）を行うことで、研究の深化を図ってきた。 

本研究は以上の成果を継承しつつ、奈良時代の近臣体制が日本にも大きな影響を与えた『貞観政要』

でも知られる唐の太宗のもとでの近臣体制を参考に作られたものであるとの視点のもと、成果の公表を

目指すものである。論点としては、①唐の太宗の近臣体制との相違、②奈良時代の政治史の展開や藤原

氏の動向との関連、③近臣と関係を持ちつつ王権を後見する太上天皇や皇太后のあり方などに集約され、

これらの検討を行うことで上記研究課題への解明を目指した。 
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２．研究経過および成果の概要 

 近臣の具体像についての検討は既に論文や学会報告で済ませているということもあり、その成果を研

究論文としてまとめ、外部雑誌に投稿することに取り組んだ。それによれば、葬司などの臨時官司に散

見する「選ばれた四位官人」は聖武・孝謙朝（天平年間後半から天平勝宝年間まで）に多く見られ、彼

らの多くは橘奈良麻呂の乱に関与したことにより、一掃される結果となった。ただ、権力基盤の脆弱な

光仁天皇の即位により、再度彼らの政治的地位が着目され、光仁・桓武朝でその地位を回復するという

ものである。彼らは従来近臣とされてきた内臣・侍従・少納言とは異なった立場であり、前漢の待制・

唐の待詔といった人材プール制度を遣唐使の吉備真備が日本に持ち込んだことによって導入されたも

のではないかと、その論文上では位置づけた。ただ、「選ばれた四位官人」という枠組みが曖昧である

という意見とともに、残念ながら不採用という結果になった。現在は「選ばれた四位官人」という概念

の再構成を図るとともに、奈良時代と平安時代の官僚編成原理の相違といった点に着目し、遣使や臨時

官司の人的構成から、より説得的な論の構成を図っている段階である。 

また、皇太后のあり方については、皇后立后に際しての立后宣命に注目し、皇后に王権を後見する政

治的権力が付与されるか否かは、立后宣命における「しりへの政」の有無によって左右され、それが定

型化するのは平安時代の橘嘉智子の立后時であるとする内容の論文をまとめ、現在外部雑誌に投稿・査

読中である。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 「選ばれた四位官人」についてまとめた原稿が不採用になった以上、どのようにすれば私見に賛同が

得られるのかという方向での論点整理や再構成が求められる。その一つの対応策として、奈良時代と平

安時代における官僚編成原理の相違という視点から、学会報告を行う予定である（平成 29 年 4 月 8 日、

歴史学研究会日本古代史部会主催「関東・名古屋・関西研究交流会」）。その中で一つの鍵となるのが、

奈良時代においては嫡子が正官を中心に昇進していくのに対し、庶子は臨時官司などが主という実態で

ある。そうした点は葬司以外にも、山陵や神社・神宮などに派遣される使者、造営官司などからうかが

え、藤原氏も例外ではない。そうした遣使や臨時官司に起用される官人は四位官人が多く、奈良時代に

おいて四位が固有の地位を占めていたことは間違いない。しかし、平安時代になると、そもそも造営事

業自体があまり行われなくなり、遣使も議政官を中心とした構成となることから、そこから奈良時代と

平安時代の質的相違を読み取る事が可能である。そうした点に留意しつつ、学会報告の活字化に取り組

みつつ、不採用となった論文についても再構成した上での再投稿を期したい。 

 王権に関する検討について、皇后（皇太后）については一定の成果を挙げることができたと思われる

が、太上天皇についてはまだ残された課題が多い。清和天皇の譲位宣命が摂政制の一つの画期となった
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とされるが、その後宇多太上天皇が幼帝醍醐天皇のもとで国政関与した点は、摂関政治の過渡期的状況

を示していると思われる。従来太政大臣との兼任が通例であった摂関制にとって、史上初の大臣非兼帯

の摂政となった藤原兼家は、もう一つの画期であったと思われる。兼家が摂政であった時期の太上天皇

は円融であるが、この時円融の政治的要求が必ずしも受け入れられなかったことは、この時点での太上

天皇の地位に質的相違が生まれていたことが想定される。とすると、宇多太上天皇の時期が太上天皇制

の一つの画期と考えることができ、今後はこの点の総括も行っていきたいと考える所存である。 

 

 

 

 

Summary 

Although studies on court attendants in the Heian Period have provided detailed 

information of vassals in ancient Japan, such information regarding the Nara Period was 

previously scarce. Based on my concept of “the chosen fourth-rank officials,” who were promoted to 

legislative officers by being appointed as supervisory officials in the Nara Period, this study aims to 

examine the following points: (1) contrast with the vassal system of Tang Dynasty’s Emperor 

Taizong, (2) links with the political developments of the Nara Period and the actions of the Fujiwara 

clan, and (3) the situation around the abdicated Emperor and the Empress Dowager, who retained 

imperial authority while maintaining relationships with vassals. I submitted an article with 

detailed information on vassals to another journal describing my view that some of “the chosen 

fourth-rank officials” were temporary officials such as funerary officers, and they were of a different 

class than the household officials and chamberlains who served as vassals. However, I received 

feedback that the framework of “the chosen fourth-rank officials” was ambiguous, and, 

unfortunately, the article was not selected for publication. Therefore, I am currently attempting to 

reconstruct the concept of “the chosen fourth-rank officials” by focusing on the contrast between the 

composition principles of the bureaucracy of the Nara Period and the Heian Period. Currently, I am 

attempting to develop a more persuasive and argumentative framework on the human composition 

of envoys and temporary officials. 

 Regarding imperial authority, the presence or absence of an imperial edict on the Queen 

Dowager assisting the Emperor’s governance determines whether the Queen Dowager has imperial 

political authority. This pattern was established with Tachibana no Kachiko in the Heian Period. I 

summarized this in an essay I submitted for review to another journal. However, while some degree 
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of progress has been made regarding the Empress Dowager, many points remain to be clarified 

regarding the abdicated Emperor. Emperor Seiwa’s abdication edict is seen as marking a new era in 

the regency system; however, the fact that abdicated Emperor Uda subsequently participated in the 

national government under young Emperor Daigo seems to indicate a transition period in regency 

government. While examining how the regency government was established through developments 

in the system of the abdicated Emperor under Seiwa, Uda, and the time after them, it is essential to 

examine the structure of imperial authority in the 9th and 10th centuries. I hope to review this 

aspect in the future. 
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キリスト教会を移動する在日コリアンの信仰―地域間比較を通して― 

The Faith of Old Korean immigrants shifting the Christian Church: Regional comparison 

     

研究代表者 荻 翔一（社会学研究科社会学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①エスニック・チャーチ Ethnic Church 

            ②韓国系キリスト教会  Korean Churches in Japan 

      ③在日コリアン  Old Korean immigrants 

      ④教会間移動  Shifting Church 

 

平成 28 年度交付額／560,000 円 

 

研究発表／論文投稿 

・荻翔一、「エスニック・チャーチとしての存続と葛藤―戦後期における在日大韓基督

教会を事例に―」『東洋大学大学院紀要』53 集、平成 29 年 3 月 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究の目的は、キリスト教会（以下、教会とする）を移動する在日コリアンの信仰に関す

る実態を明らかにすることである。具体的には、在日コリアンが何を求めて別の教会に移動す

るのか、さらに移動した教会においてどのような信仰生活を送っているのかを明らかにする。

その際、大阪府大阪市生野区と東京都荒川区を対象とし、地域間比較を行う予定であったが、

対象となる事例がほとんどなく適宜、他地域も対象に加えたため、地域間比較は行っていない。 

本研究の方法としては、文献調査、インタビュー調査、参与観察法を併用した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

   10 近くの教会を調査したが、在日コリアンの教会間移動は特定の状況下で生じていたことが

わかった。その結果の概要は次のとおりである。 

 

事例①広島第一教会：広島市には、戦前、在日コリアンが中心となる教会があったが、戦後、

教派の違いから二つ（在日大韓基督教広島教会と広島第一教会）に分裂した。広島教会、広島
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第一教会の文献や広島第一教会の現在の担任牧師への聞き取り調査から、上記分裂の過程で在

日コリアン信者の教会間移動があったことがわかった。しかし、分裂後の広島第一教会では、

牧師が不在（無牧）となったため、ほとんど信者は広島教会に戻っていった。 

 

事例②京都南部教会：京都では戦前、京都教会と京都南部教会が存在していた。京都教会や京

都南部教会の文献や、京都南部教会の現在の担任牧師、長老への聞き取り調査から、京都南部

教会は戦時中に解散させられ、京都教会へと在日コリアン信者が移動したこと、戦後に京都南

部教会が再建されると、ふたたび在日コリアン信者の移動がみられたことがわかった。 

 

これまでの事例から、大規模な在日コリアンの教会間移動は、教会の危機的な状況や同地域

での新たな教会設立（あるいは再建）といった出来事が一つの引き金になっていることがわか

った。逆に言えば、多くの在日コリアンが別の教会に行くというのは、そうそう起きないもの

であるといえる。 

では、信仰生活はどのように営まれているのだろうか。事例①②では、個々人への聞き取り

調査は戦後の出来事であったこともあり、該当する人物と出会うことができなかった。そこで、

以下では都内で出会った教会間移動する在日コリアン女性（A さん）への聞き取り調査から、

その信仰生活の一端をみていく。 

 

事例③A さん：A さんは都内に在住する在日コリアン二世であり、日本語が母語である。2008

年ごろ夫とともに設立当初からかかわっていた韓国系キリスト教会（Ⅰ）で洗礼を受けた。し

かしその教会での人間関係が原因で、教会を離れた。日本人が運営する教会（Ⅱ）の聖書勉強

会にも出入りしていたが、別の韓国系キリスト教会（Ⅲ）の礼拝に参加し、そちらに通うよう

になった。2015 年、Ⅲの教会に来るきっかけとなった日本語礼拝担当の副牧師が辞任したこ

とで、日本人が運営する別の教会（Ⅳ）の礼拝に参加するようになっている。A さんはこれま

で日本語での礼拝を求めて教会を選択している。しかし、教会とは距離をとるように心がけて

いるという。その理由は、あまり深くコミットしすぎると、その教会に愛着がわいたり、人間

関係が形成されるからであり、そのため A さんは、日曜礼拝のみ参加するようにしている。 

 

A さんの教会間移動は、教会の出来事を一つの契機とするケース（Ⅲ→Ⅳ）もあったが、基

本的には教会内での人間関係や自分に合った礼拝に出会ったことが移動の主な要因だといえ

る。A さんの信仰生活をみると教会へは日曜礼拝だけの参与であり、教会への帰属意識はなる

べく無くそうとしていることがわかる。また地域にこだわっているわけではなく、教会が立地
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する土地もバラバラである。Ⅰ～Ⅳまでの教会も何かつながりがあるわけではない。 

以上から、在日コリアンの教会間移動は特定の地域、教会間で生じる大規模なものと、様々

な地域や関係を持たない教会間で生じる個人的なものの二つのパターンが少なくともあるこ

とが指摘できるだろう。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

   今後の課題としては、今回あまり行うことができなかった教会間移動する在日コリアン信者

の信仰生活をより詳細に聞き取ることがあげられる。そのためには、より多くの対象を見つけ

なければならないだろう。だが、A さんのような教会間移動する人びとは、個人で動き、かつ

ほとんど教会に参与することがない。また地域や教会も一見すると脈絡がないように思える。

教会を軸とした調査ではみえにくい対象だといえよう。よって、調査の方法を再検討する必要

があると考える。 

 

Summary 

This study is to clarify the actual situation on the faith of Old Korean immigrant shifting 

the Christ Church. This study clarified the following two points. 

 

1. Old Korean immigrants make large-scale movements in the local community by 

church events such as dissolution and reconstruction. 

2. There are Old Korean immigrants who shift church individually. However, it is not 

based on specific areas or cults. 

 

From the above, it can be considered that there are at least two patterns of movement 

among churches in Old Korean immigrants. In other words, it is (1) large scale occurred 

between specific regional churches, (2) personalities arising in areas and churches where 

relationships are not observed. 
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男性は短期配偶志向が強いというのは本当か 

―評判と男性の短期配偶との関連― 

Is it true that men are more likely than woman to engage in short term mating? 

 

 

研究代表者 新井田 恵美（社会学研究科 社会心理学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①短期配偶  short-term mating 

            ②配偶者選択 mate selection   

      ③評判    reputation 

      ④性差    sex differences 

平成 28 年度交付額／560,000 円 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・新井田恵美「男性は短期配偶志向が強いというのは本当か」日本社会心理学会 

 第 58 回大会 平成 29 年 10 月（予定） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 ヒトは利益の異なる他者と生活するため，誰が協力的であり，誰が協力的ではないのか，といった他

者に関する情報を交換・共有している（Dunbar, 2004）。また他者からの悪評は集団からの排斥につな

がるため（Williams, 2007），他者からの評判に対して非常に敏感である（Bateson et al., 2006）。こう

した他者からの評判に対する敏感さは，配偶行動にも影響を及ぼすと考えられる。たとえば，一時の感

情から短期配偶をおこない，その評判がたてられると，男性は望ましい女性と長期的な関係を築けなく

なる恐れがある（Buss, 2012）。 

 こうした観点から新井田・堀毛(2016)，新井田・堀毛(2017)は，（1）評判の顕現化が男性の短期配偶

志向に及ぼす影響（2）評判の伝わりやすさが男性の配偶者選択に及ぼす影響，について検討し，（1）

評判が顕現化したときには男性の短期配偶志向が弱まること（2）短期配偶の評判がたつ恐れのある相

手（たとえば，内集団成員）の場合にはたとえ美人であっても選ばず，容姿が普通であっても外集団成

員を選ぶこと，を複数の実験を通じて示している。しかし，こうした成果はいずれも大学生を対象とし

たものであり，大学生以外の成人においても同様の傾向がみられるかといった，外的妥当性の検証はお

こなわれていない。 
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 本研究では，幅広い年齢層の参加者に調査に参加してもらい，これまでの申請者の研究知見の一般化

可能性を検証した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 研究 1 では，前者（1）評判の顕現化が男性の短期配偶志向に及ぼす影響についての一般化可能

性を検討した。ただし，一般市民，とくに既婚者についてはこれまでと同様の傾向が得られるか定

かではない。その理由はいくつか考えられるが，最大の理由は短期配偶をした際のリスクが（大学

生を含む）未婚者とは大きく異なるということである。そのため，本研究では未婚者のみを分析の

対象とした。未婚者の仮説はこれまでと同様，（1）男性は女性に比べて短期配偶志向が強いだろう，

（2）評判が顕現化した際にはこの性差が消失するだろう，(3)ただし，(2)の交互作用効果は付き

合っている相手のいる人に限られるだろう。 

 分析対象者は回答者全 443 名のうち，203 名（男性 121 名: 平均年齢 34.45 歳 SD=10.63）であ

った。未婚者のうち，現在付き合っている人がいる人（以下，付合いあり群）が 58 名，いない人

（以下，付合いなし群）が 145名であった。実験計画は 2(性別)×2(条件: 評判の顕現化有無)×2(付

合い有無)の参加者間計画であった。評判の顕現化の操作には，これまで同様、目の写真を用いた

（e.g., Haley & Fessler, 2005）。また，短期配偶傾向は社会適性志向尺度（SOI: Simpson & 

Gangestad, 1991）を尋ねることで測定した（7 件法）。2(性別)×2(条件: 評判の顕現化有無)×2(付

合い有無)の分散分析をおこなったところ，性別の主効果が有意で（F(1,112)=14.16, p<.01），男

性の方が女性よりも短期配偶傾向が高かった。この結果は仮説(1)を支持するものであった。また

条件の主効果が有意で（F(1,112)=9.76, p<.01），評判が顕現化しているときの方がしていないと

きに比べて短期配偶傾向が低かった。また付合いの有無の主効果が有意傾向で（F(1,112)=3.91, 

p=.051），付合いあり群の方が付合いなし群よりも短期配偶傾向が高かった。さらに付合いの有無

×条件の交互作用が有意であり（F(1,112)=8.85, p<.01），付合いあり群では評判が顕現化してい

るとき（M=3.28）のほうがしていないとき（M=5.44）よりも短期配偶傾向が低かった。付合いな

し群では評判が顕現化しているとき（M=3.62）としていないとき（M=3.67）で差は見られなかっ

た。予測した 2(性別)×2(条件: 評判の顕現化有無)×2(付合い有無)の交互作用はみられなかった

（F(1,112)=.79, ns.）。以上をまとめると，付合いあり群においては，評判が顕現化したときには

短期配偶傾向が低くなっていた一方で，付合いなし群は評判の顕現化の影響を受けておらず，短期

配偶傾向が低かった。これらの結果は，本研究の仮説を一部支持するものであった。 

 研究 2・3では，後者（2）評判の伝わりやすさが男性の配偶者選択に及ぼす影響についての一般

化可能性を検討した。具体的には、これまで頑健に示されてきた男性の，外見に対する選好（Kenrick 

et al., 1990; Li & Kenrick, 2006）を利用し，評判の伝わりやすさと外見の良し悪しを組み合わせる
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ことで，他者に知られることがコストとなる可能性を 2 つの調査から検討した。評判の伝わりやす

さは，共通の知人の有無をターゲット女性のプロフィールとして提示することで操作した。 

 研究 2 の仮説は，男性は短期配偶相手として「見た目が良い・評判が伝わりにくい」女性，「見

た目が普通・評判が伝わりにくい」女性，「見た目が良い・評判が伝わりやすい」女性，「見た目が

普通・評判が伝わりやすい」女性の順で好まれるだろうということであった。提示した女性のプロ

フィールは，「C・T さん（28歳）星座：牡牛座，見た目：可愛い，共通の知人がいる」「M・W さ

ん（28 歳）星座：天秤座，見た目：普通，共通の知人がいない」「N・S さん（28 歳）星座：水瓶

座，見た目：可愛い，共通の知人がいない」「R・N さん（28 歳）星座：射手座，見た目：普通，

共通の知人がいる」であり，各女性をどのくらい魅力的だと思うかを 7件法で尋ねた。 

 参加者は 214 名（平均年齢: 39.98 歳 SD=11.47）であった。参加者内要因の一元配置の分散分

析をおこなったところ，「見た目が良い・評判が伝わりにくい」女性（M=4.80），「見た目が良い・

評判が伝わりやすい」女性（M=4.50），「見た目が普通・評判が伝わりにくい」女性（M=4.31），「見

た目が普通・評判が伝わりやすい」女性（M=4.10）の順で魅力的であると評価されていた。この

結果は，見た目が同程度の場合には評判を重視するものの，見た目の良さもまた重視するというこ

とを示唆するものであった。 

 研究 3では，さらに口の堅さをプロフィールに提示し，評判の伝わりやすさを気にしているとい

うことを再度検討した。仮説は，「可愛い・共通の知人がいる・口が堅い」女性，「普通・共通の知

人がいない・口が堅い」女性，「可愛い・共通の知人がいる・口が軽い」女性の順で好まれるだろ

うということであった。提示した女性のプロフィールは，「C・T さん（28 歳）星座：牡牛座，見た

目：可愛い，共通の知人がいる，口が軽い」「M・W さん（28 歳）星座：天秤座，見た目：普通，

共通の知人がいない，口が堅い」「N・S さん（28 歳）星座：水瓶座，見た目：可愛い，共通の知

人がいる」であり，各女性をどのくらい魅力的だと思うかを 7件法で尋ねた。参加者内要因の一元

配置の分散分析をおこなったところ，「可愛い・共通の友達がいる・口が堅い」女性（M=5.28）, 「普

通・共通の友達がいない・口が堅い」女性（M=4.96），「可愛い・共通の友達がいる・口が軽い」女

性（M=3.49）の順で魅力的であると評価されていた。この結果は見た目よりも評判を重視するとい

う研究 3 の仮説（および、これまで得られた結果）と合致するものであった。 

 研究 2と 3の結果から，男性は短期配偶相手を選ぶ際には，評判の伝わりにくい女性を選ぶこと

が示唆された。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 研究 1 と 2 の結果から，評判が男性の短期配偶に影響を与えることが概ね示唆された。しかし，

これまで大学生を対象に同様の研究をおこなったときには見られなかったような結果が見られた

箇所もあった。この点に関しては，本研究では参加者人数が少なく，詳しい分析をすることができ

なかったため，参加者人数を増やし，再度分析をおこなう必要があるだろう。また，研究 2 につい

ては男性のみを調査の対象としていたため，女性においても同様のパターンが見られるかどうかは

明らかではない。この点についても，今後検討していく必要があるだろう。 

 

 

Summary 

Men are more oriented toward short-term mating than women. This tendency is known to be one 

of the most robust phenomena in social psychology. We (Niida & Horike, 2016, 2017) reported that 

this phenomenon is not always robust, but it occurs when men are not sensitive to social reputation. 

The purpose of this study is exploring whether our findings have external validity. Our hypothesis 

is that, (1) men are not oriented toward short-term mating than woman when men are sensitive to 

their reputation, (2) men prefer out-group woman more than in-group woman. We conducted three 

web-based surveys. 

 In Study 1(N=203), in the eye condition, eyes were shown on computer display, whereas in the 

control condition, flowers were shown. Then participants rated SOI (Simpson & Gangestad, 1991). 

Men have a significantly higher SOI score than women, and participants in the eye condition have a 

significantly lower SOI score than those in the control condition. In Study2(N=214), men were more 

likely to choose out-group woman than in-group woman as a short-term mate. Study3(N=213), men 

were more likely to choose out-group woman than in-group woman as a short-term mate, even if the 

in-group woman is more beautiful than the out-group woman. 

Our hypotheses were partially supported. We discussed the effect of sensitivity to social reputation 

on men’s short-term mating orientation 
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情報探索が情動持続に及ぼす影響 

Investigation for the duration of emotional experience: Reexamining the AREA model. 

 

研究代表者 金子迪大 （社会学研究科社会学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①情動持続  Duration of emotion 

            ②情報探索  Information seeking 

      ③好奇心   Curiosity 

平成 28 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／(1)学会発表（ポスター発表） 

・ Kaneko, M., Kutsuzawa, G., & Horike, K. (2016). The effect of uncertainty and curiosity on 

duration of negative emotional experience, The 31st International Congress of Psychology, 

Yokohama, Japan. 2016 年 7 月 26 日 

／(2)論文発表 

・ 金子迪大・堀毛一也 (2016). ポジティブ情動喚起刺激の不確実性と重要性が情動持続に与える

影響 感情心理学研究，24，33-41． 

・ 金子迪大・沓澤岳 (2016). ネガティブ情動喚起刺激の不確実性と好奇心が情動持続に与える影

響, 『東洋大学大学院紀要』、第 53 集、印刷中 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 先行研究では、情動喚起刺激に伴う不確実性が情動を持続させることが主張されてきた(Wilson 

and Gilbert, 2008, for review)。この主張では、不確実性が伴う事象に対して人は注意を向け続け

るが、その刺激が情動を喚起するような刺激であった場合は、情動喚起刺激に対するアクセスが高

い状態で維持されるために情動喚起状態が持続するというプロセスが仮定されている。しかし、

Loewenstein (1994)の提言および Litman, Hutchins, and Russon (2005)の実証研究によると、不

確実性が高いからと言って必ずしも注意が向くとは限らない。またこれまで報告者の研究において

も Wiilson and Gilbert (2008)が想定していたようなプロセスは検出されなかった。この原因は、

注意の持続を導くのが不確実性では無く、好奇心であり、不確実性と好奇心の関係は逆 U 字である

という可能性によるものだと考えられる。そこで本年度はこのプロセスの検討の試みと、今後の研
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究のための尺度作成を行った。 

 

【研究 1】 

これまでの感情持続研究は記憶バイアスに弱い方法であった。具体的には、先行研究では、一日

の終わりにその日の感情経験を思い出す、あるいは数日から数年前の感情経験を思い出すという方

法で測定が行われてきた。これらの方法ではどうしても記憶バイアスが正確な感情持続時間の推定

を妨げてしまう。先行研究の方法論に則りながら完全に記憶バイアスを取り除くことは難しいが、

記憶バイアスがより少なくなるような方法として、研究 1 では経験サンプリング法を用いた。経験

サンプリング法は 1 日に複数回参加者に質問に回答してもらうことにより、日々の生活の中で起き

ている事象や経験について調査をする方法であり、回答時点あるいは回答の直前に何が起きていた

かを検討することができるため記憶バイアスを抑えることができるとされている。 

研究 1 では paco という経験サンプリング用のアプリを用い、回答時点での感情経験や回答の少

し前の時点での感情経験、およびその感情がどの程度持続したか、あるいは今でも持続しているか

など、最大でも過去数時間程度の感情経験について測定した。その他、感情を喚起したような刺激

に対してどの程度注意を向けたかや、感情喚起刺激に対して経験した不確実さおよび好奇心の程度

についても測定した。 

 

【研究 2】 

 今後の研究のために、好奇心尺度の日本語版作成を試みた。今回日本語版作成を試みた尺度は

Litman (2008)の Interest typeとDeprivation typeの好奇心を測定するパーソナリティ尺度である。

この尺度は以前報告者の別の研究で日本語訳して測定し、情動持続を予測することを確認している。

その際は本格的な尺度翻訳のステップは踏まなかったが、今回は丁寧な和訳を試みた。 

 最初に原著者の許諾を得、同一項目に対して複数の日本語翻訳を作成したのち、翻訳会社に依頼

し再度英語に翻訳をした。それを原著者がチェックをし、どの日本語訳を用いるかを検討し、必要

があれば日本語訳の修正も行った。このプロセスを 2 回行い原著者が了承したところで調査会社を

通して一般サンプルに対して因子構造および妥当性確認のための調査を行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

【研究 1】 

 研究 1 は 11 月にプレ調査を行い 12 月に本調査を実施したが、本調査においてアプリトラブルが

発生し緊急中止をせざるを得なかった。その後アプリの担当者とコンタクトをとりアプリの修正を

依頼したが、現時点で修正が完了したとの報告は入っていない。 
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 データは十分な量が取れたわけではないが、合計 200 データ程度は測定できた。このデータはま

だ分析中であり十分な結果が出たわけではないが、一部の結果について報告する。ここで報告する

結果は情動持続のパターンである。本調査では情動持続について、すでに終了した情動と現在も続

いている情動に分けた。もし情動強度が時間と共に一定の速度で減少するのであれば情動強度の減

少率は、修了した情動と継続中の情動で差はないはずである。しかし本調査の結果からは、ふたつ

のケースの情動には、その減少率に差が存在していることが明らかとなった。具体的には、現在も

継続している情動の方が、情動強度の減少の仕方が緩やかであった。なぜこのような事が生じてい

るかについては複数の可能性が存在するが、その示唆するところとしては、情動強度はある時点で

急に減少するというものである。これは情動持続研究の基礎に対して大きな提言をするものであろ

う。 

 

【研究 2】 

調査によって日本語版尺度項目として用いるものの絞り込みができた。しかし原著者との協議の

上、さらに複数の調査を行ったうえで項目の確定を行うことで合意した。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 研究 1 において、アプリトラブルにより十分なデータ数を確保できなかった。この点は今後の課題で

あり、再度調査を行いたいと考えている。また、今回のデータは予定よりもかなり少ないデータ数とな

ったが、報告者の知る限りこのような手法で感情持続を検討した先行研究は存在しないため、丁寧な分

析を行えば感情持続についてより詳細なプロセスを明らかにすることができるであろう。今後も分析を

続けていきたい。 

 また研究 2に関しては日本語版を確定し妥当性を確認するまでにさらにいくつかのステップを要する。

そして日本語版が確定できた後はそれを用いて感情持続プロセスの検討を行うことにより、好奇心の個

人差が日々の感情経験の違いにどのように結びついているかを詳細に検討することができるようにな

るであろう。 

 

 

Summary 

In previous studies, uncertainty with emotion eliciting stimuli prolongs duration of emotional 

experience (Wilson and Gilbert, 2008, for review). In the studies, it is assumed that people pay 

attention to emotion eliciting stimuli with uncertainty and long accessibility to the stimuli keep 

emotion lasting long. However, as Loewenstein (1994) suggested and Litman, Hutchins, and Russon 
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(2005) empirically proposed, uncertainty does not always prolong the duration of attention. Indeed, 

studies that I conducted before did not support the results by Wilson and Gilbert. The cause of the 

conflict may lie in a fact that predictor of attention is not uncertainty but curiosity and the 

relationship between uncertainty and curiosity is inverted U-shape. I tested the process and tried to 

translate a scale for future research. 

  In study 1, I conducted an experience sampling survey. In the previous study about daily duration 

of emotion, researchers ask participants recall their past emotional experience up to several years 

ago. But this method cannot avoid memory bias. Then it is important to decrease memory bias. 

Although previous study with the least memory bias is a way that participants report their 

emotional experience at the end of the day, I tried to decrease memory bias smaller. I think 

experience sampling survey is one of the most appropriate methods. In experience sampling survey, 

participants report their experiences several times in a day for several days. Then researchers can 

investigate participants’ daily experiences. In the present study, participants were asked to report 

their emotional experience including how strong emotions they experience at reported time, when it 

started, and how long lasted. They also reported questions about uncertainty, curiosity and 

attention. However, in spite of repeated pretests, experience sampling survey application had 

trouble in the survey and I had to stop the survey. Although the data size is not so large, I could 

conduct some analyses and found some results. I will present the results in conference this year. 

  Second, I started to translate personality curiosity scale. Because curiosity can be understood in 

some ways, it is important to investigate effects of curiosity as a personality on duration of 

emotional experience. I first translated English version of curiosity scale into Japanese version and 

tested validation with some scales which are assumed to be related to curiosity scale. Although the 

tentative items candidates are selected, I will try to conduct survey again and again, which will 

result in more valid scale. After that I will test the effect of personality curiosity on duration of 

emotion with survey. 
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異種糸状菌の生合成経路を利用した非天然型 A 型トリコテセンの 

創成とその生理活性評価 

Production of unnatural A-type trichothecenes by utilizing different 

species of Fusarium and evaluation of their biological activities 

 

研究代表者 佐藤 弘基（理工学研究科応用化学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日~平成 29 年 3 月 31 日 

キ－ワード／①A 型トリコテセン A-type trichothecene 

       ②毒性評価  Evaluation of toxicity 

       ③新規物質 Novel compounds 

       ④創薬 Drug discovery 

平成 28 年度交付額／559,000 円 

 

研究発表／（1）学会および口頭発表 

      ・非天然型新規 A 型トリコテセンの生産方法と毒性評価 

       第 16 回糸状菌分子生物コンファレンス（ポスター発表）、平成 28 年 11 月 

・Production of an unnatural trichothecene by incorporating a shunt trichothecene 

intermediate of Fusarium graminearum into the T-2 toxin biosynthetic pathway: 

identification and characterization of 7-hydroxyT-2 toxin. （共著）Journal of Natural 

Product．平成 29 年度予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 本研究では、食の安全を脅かすカビ毒トリコテセン類の薬理効果に着目し、新たなトリコテセンの創

成とその生理活性の評価を目的とした。中でも毒性が強い A-型トリコテセンの新規非天然型の化合物の

創成を目指すこととし、そのために、A 型トリコテセン生産菌と B 型トリコテセン生産菌の生合成経路

を利用することを試みた。 

 トリコテセン中間体の生産と精製は以下のようにおこなれた。まず、F. g. MAFF111233 の生合成遺

伝子 Tri11 を破壊した株（F. g. ΔTri11）を酸性条件下で培養し、生合成中間体である

7-hydroxyisotrichodermin (7-HIT)を生産・精製した。同時に F. g. JCM9873 生合成遺伝子 Tri8 破壊株

(F. g. ΔTri8)から 7,8-dihydroxycalonectrin (DHC)を生産させることを試み、最適培養条件を検討し、

精製した。精製した中間体は LC-MSMS にて解析した。 

 次に、異種の生合成経路を用いた新規トリコテセンの生産と精製は以下のように行った。まず、F. 

sporotrichioides (F. s.)NBRC9955（T-2 toxin生産菌）の生合成遺伝子 Tri5を破壊された株（F. s. ΔTri5）

に 7-HIT を基質として添加することで新規トリコテセンの 7-hydroxy T-2 toxin (7-H T-2)を生産させた

（Fig. 1）。7-H T-2 を LC-MS/MS で解析を行った。また、F. s.生合成遺伝子 Tri13 破壊株（F. s. ΔTri13）

に精製した 7-HIT、または DHC を添加し、7-hydroxy 4-deoxy T-2 toxin (7-H 4-de T-2)の生産を試みる
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各種官能基 R1 R2 R3

T-2 ‐OH ‐OAc ‐H

4-de T-2 ‐OH ‐H ‐H

7-H T-2 ‐OH ‐OAc ‐OH

3-A 7-H T-2 ‐OAc ‐OAc ‐OH

7-H HT-2 ‐OH ‐OH ‐OH

3-A 7-H HT-2 ‐OAc ‐OH ‐OH

とともに、本来の生産物である 4-deoxy T-2 toxin (4-de T-2)の生産確認を LC-MS/MS で解析した。 

 トリコテセンの酵素反応による側鎖改変には土壌微生物の酵素とトリコテセン生合成酵素を利用し

た。まず、7-H T-2 に土壌微生物由来の C-4 位脱アセチル化酵素により 7-hydroxy HT-2 toxin (7-H HT-2)

を生産した。また、C-3 位アセチル化酵素 TRI101 を用い、7-H T-2 を 3-acetyl 7-hydroxy T-2 toxin (3-A 

7-H T-2)へ、7-H HT-2 を 3-acetyl 7-hydroxy HT-2 toxin (3-A 7-H HT-2)に変換させた。精製した新規

トリコテセンを LC-MS/MS で解析した。7-H HT-2 は NMR で構造決定し、検量線を作成した。 

 トリコテセンの毒性と薬理効果の評価は、CCK-8 を用いた MTT assay によって、HL-60 細胞にトリ

コテセンを加えた時の増殖阻害率を算出し、評価した。また、各トリコテセンを細胞に添加、培養後

DNA を抽出し、アガロース電気泳動で DNA の断片化を観察した。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 各トリコテセン構造式 

 

 

２．研究経過および成果の概要 

 F. g. ΔTri11 と F. g. ΔTri8 によってそれぞれ 7-HITと DHCを生産させた。DHC の培養条件は DIFCO

製酵母エキス入り SYEP 培地 100 ml に F. g. ΔTri8 の菌体を入れ、室温 20℃で 2 週間培養が最適であ

った。得られた DHC は順相クロマトグラフィーと HPLC で分取することで精製することができた。 

 約 300 mg の 7-HIT を F. s. ΔTri5 に添加することで、約 150 mg の 7-H T-2 を生産する事が出来た。

精製した 7-HIT または DHC を F. s. ΔTri13 に添加し、TLC 解析した結果、7-HIT を加えたフラスコか

ら基質無添加のフラスコにはないスポットが確認できた（Fig. 2）。培養液を酢酸エチルで抽出し、順相

クロマトグラフィーで分取した。現在、得られた物質についてその同定を試みているが、LC-MS/MS

での解析によると、目的の 4-dexoy 7-hydroxy T-2 toxin は得られていなかった。 

土壌微生物から得られた粗酵素によって、約 20 mg の 7-H T-2 を 4.7 mg の 7-H HT-2 に変換するこ

とができ、NMR によって構造を決定した。qNMR にて定量後、HPLC によって検量線を作成した結果、

以下の係数が得られた（Table 1）。精製した 7-H HT-2 は HPLC 解析によって、2 つのピークが確認で

きた。それぞれ分取し、解析を行ったところ、再び 2 つに分かれたことから、互いに変換されやすい立

体配座異性体であることが示唆された。この異性体の存在比は約 1：7.83 で平衡に達していた。 

TRI101 によって約 20 mg の 7-H T-2 から約 4 mg の 3-A 7-H T-2 を生産することができ、10 mg の

7-H HT-2 から約 7 mg の 3-A 7-H HT-2 を生産する事が出来た。3-A 7-H T-2 は HPLC のピークから異

性体の存在が確認され、その面積比は 1：6.61 であった。3-A 7-H HT-2 に関しても HPLC のピークか

ら異性体の存在が確認され、その面積比は 1：5.70 であった。また、濃度定量用の係数はアセチル化体

が同一のモル吸光係数を持つと仮定し、算出した結果を採用した（Table 1）。  

 免疫細胞で毒性評価とアポトーシス誘導能の検証によると、毒性の順と誘導能の高さはともに T-2 > 

7-H T-2 > 7-H HT-2> 3-A 7-H T-2 > 3-A 7-H HT-2 > 7-HIT の順となった（Fig. 3）。よってこれらのト

リコテセンの毒性はアポトーシス誘導によるものと示唆された。 
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トリコテセン 分子量 保持時間 係数 付加体 m/z 保持時間
7-HIT 308.4 17.9 6.38×10

-7
H

+ 309.1697 3.970

8-HIT 308.4 15.9 6.21×10
-7

H
+ 309.1697 3.514

DHC 382.4 18.8 - H
+ 383.1704 3.372

T-2 466.5 23.1 4.93×10
-7 NH4

+ 484.2541 4.404

4-de T-2 408.5 22.7 - NH4
+ 426.2486 4.276

7-H T-2 482.5 20.9 7.09×10
-7 NH4

+ 500.2490 4.018

3-A 7-H T-2 524.5 24.8 1.05×10
-6 NH4

+ 542.2569 4.641

7-H HT-2 440.5 17.6 8.18×10
-7 NH4

+ 458.2385 3.277

3-A 7-H HT-2 482.5 21.6 8.80×10
-7 NH4

+ 500.2490 4.101

LC-MS/MSHPLC
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Table 1. 各種トリコテセンのクロマトグラフィーの情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

                          Fig. 3. MTT assay による毒性評価 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究では、当初の目標の一つであった C-4 位の無修飾の C-7 位水酸化 A 型トリコテセン

（4-deoxy 7-hydroxy T-2 toxin）の生合成を確認することが出来なかった。そのため、培養条件を

変え、更なる検討を行い、この新規トリコテセンの生合成を目指す。今後、天然型、希少天然型、

非天然型のトリコテセンライブラリーを作製し、その生理活性を調べることで、トリコテセンとそ

の生理活性の構造活性相関について新たな知見を得ていく予定である。その成果は、薬剤に利用で

きるトリコテセンの構造をあらかじめデザインすることにつながり、創薬に向けた研究の基盤にな

ると考えられる。 

 

 

 

 

1     2      3    4    5     6 

1：菌糸のみ_1 

2：菌糸のみ_2 

3：4-deT-2 std 

4：菌糸+7-HIT_1 

5：菌糸+7-HIT_2 

6：7-HIT std 

新スポット 

Fig. 2. F. s. Tri13 への 

feeding assay 
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Summary 

 Trichothecenes are a group of mycotoxins produced by several molds such as Fusarium 

graminearum, and cause serious health problems in human and livestock exposed to 

contaminated important crops. Trichothecenes have common trichothecene skeleton in their 

structures, and bind to 60S subunit and cause inhibition of protein synthesis and DNA 

synthesis. Although these compounds can cause serious health problems, they have potentials 

as novel medications since they are specifically toxic to rapidly dividing cells.  

 In this study, we utilized two Fusaria, F. graminearum and F. sporotrichioides to produce 

novel unnatural type A trichothecenes. We first obtained 7-hydroxyisotrichodermin (7-HIT) and 

7,8-dihydroxycalonectrin (DHC) by incubating F. graminearum ΔTri11 (F.g. ΔTri11) and ΔTri8 

(F.g. ΔTri8), respectively. We added 7-HIT to F. sporotrichioides, which lacks the first enzyme to 

produce trichothecene, and obtained 7-hydroxy T-2 toxin (7-H T-2 toxin). We also added 7-HIT 

or DHC to F. sporotrichioides ΔTri13  (F.g. ΔTri13), however, we did not succeed to obtain the 

compound we expected, 4-deoxy 7-hydroxy T-2 toxin (4-de 7-H T-2 toxin). We also obtained 

7-hydroxy HT-2 toxin (7-H HT-2 toxin) by incubation of 7-H T-2 toxin with the microbial C-4 

deacetylase. Then we obtained 3-acetyl 7-hydroxy T-2 toxin (3-A 7-H T-2 toxin) and 3-acetyl 

7-hydroxy HT-2 toxin (3-A 7-H HT-2 toxin) by incubation of 7-H T-2 toxin and 7-H HT-2 toxin 

with TRI101, trichothecene acetylase at C-3 position. We confirmed the chemical structures of 

7-HIT, DHC, 7-H T-2 toxin, 7-H HT-2 toxin, 3-A 7-H T-2 toxin, and 3-A 7-H HT-2 toxin by 

LC-MS/MS and/or NMR analysis. We also made standard curve to measure concentration of 

each trichothecene by HPLC.  

 The viability of HL-60 cells exposed to T-2 toxin, 7-HIT, 7-H T-2 toxin, 7-H HT-2 toxin, 3-A 7-H T-2 

toxin, and 3-A 7-H HT-2 toxin was determined using MTT assay. The order of the calculated IC50 value of 

trichothecenes were T-2 toxin > 7-H T-2 toxin > 7-H HT-2 toxin > 3-A 7-H T-2 > 3-A 7-H HT-2 > 

7-HIT. Since it is generally accepted that trichothecene mycotoxins induce apoptosis, we also performed 

assays for DNA ladder formation, an early indicator of apoptosis in mammalian cells. We obtained the 

consistent result between MTT assay and DNA ladder formation assay, thus, it is indicated that toxicity of 

trichothecenes is attributed to apoptotic effect of them. 
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Nivalenol 系トリコテセン代謝酵素を持つ微生物の探索 

Screening of microorganisms which have acetylases for nivalenol 

trichothecenes 

 

研究代表者 杉江 雄太（理工学部研究科 応用化学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①トリコテセン trichothecen 

      ②アセチル化酵素 acetylase 

      ③脱アセチル化酵素 deacetylase 

      ④スクリーニング screening 

      ⑤基質特異性 substrate specificity 

平成 28 年度交付額／489,000 円 

 

研究発表／(1)学会及び口頭発表 

     ・杉江雄太、島村拓実、才川翔平、田中彰、木村真、安藤直子 

      「nivalenol 系カビ毒の一括検出法の構築」 

日本食品衛生学会 第 101 回学術講演会（口頭発表）東京（2016 年 5 月） 

     ・杉江雄太、島村拓実、小川雅義、田中彰、木村真、安藤直子 

「トリコテセン C-4 位アセチル化酵素 TRI7 の安定性の検証と発現解析」 

      糸状菌分子生物学研究会 第 16 回糸状菌分子生物学コンファレンス（ポスター発表） 

京都（2016 年 11 月） 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

 nivalenol (NIV)系トリコテセンは、Fusarium graminearum 等の糸状菌によって生産されるカビ毒

であり、類縁体の deoxynivalenol (DON)とは異なり、未だに解毒微生物が見つかっていない。また、

NIV 系トリコテセンのほとんどは感度の高い抗体が存在しないため、DON とは異なり、ELISA による

簡易検出系が構築されていない。そのため本研究では、NIV 系トリコテセンを変換する土壌微生物を探

索し、それらを利用することで、上記の問題に対応することを試みた。 
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1-1) NIV 系トリコテセンを解毒する土壌微生物の探索 

 本研究では全国各地から採取した土から土壌微生物を採取し、nivalenol (NIV), 4-acetylnivalenol 

(4-ANIV)、4,15-diacetylnivalenol (4,15-diANIV)、3,15-diacetylnivaloenol (3,15-diANIV)を添加し培

養した。一定期間後、培養液を酢酸エチルで抽出して、TLC にアプライし、NBP-TEPA 法でトリコテ

センを検出した。もし、この検出法で検出されなければ、毒性に最も寄与するエポキシ環が開環されて

いる可能性があると考えた。生産物は HPLC と LC-MS/MS により、同定を試みた。 

1-2) アセチル化酵素を有する土壌微生物の探索  

 NIV 系トリコテセンを一括で 3,4,15-triANIV に変換するためには、C-3 位、C-4 位、C-15 位のアセ

チル化し、ELISA で検出する方法が望ましい(Fig. 1)。そのうち、C-3 位のアセチル化酵素である TRI101

は基質特異性が広く、recombinant TRI101 の調整もたやすい。しかし、C-15 位アセチル化酵素である

TRI3 は、4 位にアセチル基があると、その基質特異性故に反応を起こしにくい。そこで、基質特異性

が広く、4-ANIV に対しても C-15 位にアセチル基を付加できる微生物を探索した。さらに、非常に不

安定で大量生産が難しい TRI7 に代わり、3,15-diANIV の C-4 位にアセチル基を付加できる微生物を探

索した。上記１）の実験と同様の基質（4-ANIV, 3,15-diANIV）を用いて、同様の方法で並行して実験

を行った。 

   

 

2. 研究経過および成果の概要 

2-1) NIV 系トリコテセンを解毒する土壌微生物の探索 

 本実験では計 1000 菌体を超える土壌微生物について、スクリーニングを行った。その結果、NV, 

4-ANIV, 3,15-diANIV, 4,15-diANIV の 4 種類のトリコテセンすべてのスポットが消失する菌体を得る

ことはできなかった。しかし、それぞれのトリコテセンについて、スポットが消失する菌体を計 5 種類

得ることができた。今回の実験では培養液を酢酸エチルで抽出したため、これらのスポットの消失は、

目的の通りエポキシ環の開環によるものなのか、あるいは、グリコシド結合や硫酸抱合により水溶性が

上がったことに寄るものなのかはわからなかった。 
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2-2) アセチル化酵素を有する土壌微生物の探索  

 本実験では、4-ANIV を 4,15-diANIV へ変換する C-15 位アセチラーゼと 3,15-diANIV を

3,4,15-triANIV への変換する C-4 位アセチラーゼを有する土壌微生物の探索を行った。 

 その結果、4-ANIV のアセチル化については、645 菌体について調べたところ、9 菌体にアセチル化

活性を認めた。そこで、これらの菌体を単コロニー化し、再度 4-ANIV を添加し、その変換物を HPLC

にアプライした。その結果、1 菌体のみが活性を保持していた。その後、この変換物を LC-MS/MS に

アプライしたところ、その MS/MS のパターンから目的の 4,15-diANIV ではなく、3,4-ANIV であるこ

とが判明した。すなわち、目的の C-15 位のアセチル化ではなく、C-3 位のアセチル化が起こっている

ことがわかった。 

 また、3,15-diANIV のアセチル化については、434 菌体のうち、6 菌体にアセチル化活性を認めた。

そこで、これらの菌体を単コロニー化し、再度 3,15-diANIV を添加し、その変換物を HPLC にアプラ

イした。その結果、3 菌体のみが活性を保持していた。その後、この変換物を LC-MS/MS にアプライ

したところ、その MS/MS のパターンから目的の 3,4,15-diANIV であることがわかった。そのうち最も

高い活性を示した菌体について、その菌体の磨砕物を調製し、粗酵素とした。硫安分画を試みたが、活

性は非常に弱くなってしまったため、菌体磨砕物を 0.22 µm のフィルターにかけたものをサンプルとし

た。その酵素活性の至適条件を調べたところ、pH は中性域、温度は 40℃付近を至適温度とすることが

わかった(Fig. 2)。さらに、TRI7 とは異なり、30℃での安定性は非常に高く、24 時間後も活性を維持し

ていることが示された。 

 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

 本研究から、NIV 系トリコテセンを変換する土壌微生物を多く得ることができた。 

 その中には、土壌微生物にトリコテセンを添加し、培養した後、NBP-TEPA 法により発色しなくな

る菌体も存在した。それらの菌体は、エポキシ環の開環したものであるかはまだ判明しておらず、今後、

LC-MS/MS によって生産物の推定を行っていく予定である。 

 また、4-ANIV の C-15 位をアセチル化する菌体を探索したが、こちらは C-3 位をアセチル化する菌
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体しか得られなかった。これは、C-15 位アセチル化酵素 TRI3 と同様に、立体障害が起きやすいため、

そもそも反応が行きにくいためと思われる。ただし、基質へのアクセスの角度が変わることで触媒でき

る酵素も存在する可能性があるため、今後もこの菌体を探索する予定である。 

 3,15-diANIV の C-4 位をアセチル化する菌体については、数は少なかったが、単コロニー化すること

に成功し、その活性について調べることができた。ただ、これらの菌体の酵素活性は実用に耐えるほど

高くなかったため、今後、この酵素の濃縮、精製を試みると同時に、もっと高い活性を持つ土壌微生物

の探索を進めていく予定である。 

 以上の問題点を解決することで、NIV 系トリコテセンを解毒する系の構築や、NIV 系トリコテセンを

3,4,15-triANIV に変換し、一括検出する系の構築を行うことを目指す。これらの課題が解決されれば、

その研究成果はトリコテセンの防除に直接役立つものと考えられる。 

 

Summary 

  Nivalenol (NIV) is one of the trichothecene mycotoxins, and it is often found in important crops in 

Japan. Since no microorganisms which detoxify NIV have been found so far, we aimed to screen 

ones which open the epoxide ring of NIV. It is also a problem that effective antibody against NIV 

was unavailable unlike 3,4,15-triacetylnivalenol (3,4,15-triANIV), thus, ELISA was not available 

for this toxin. Thus, we aimed to screen bacterias which have C-15 acetylase and/or C-4 acetylase 

activities, (trichothecene C-3 acetylase, TRI101 is already available) and these three combined 

enzymes assumingly convert NIV to 3,4,15-triANIV, which can be easily detected by ELISA. 

  For the first experiment which aimed to screen detoxifying soil bacterias, we used NIV, 

4-acetylnivalenol (4-ANIV), 3,15-diacetylnivalneol (3,15-diANIV), and 4,15-diacetylnivalneol 

(4,15-diANIV) as substrates. We added each toxin to incubated medium of soil bacterias, incubated 

them for several days, and extracted with ethyl acetate. The extracts were concentrated and applied 

onto TLC and the trichothecenes were visualized by NBP-TEPA method. No bacterias were found 

effective to give no spots by addition of all of NIV, 4-ANIV, 3,15-diANIV and 4,15-diANIV. However, 

5 bacterias were found to give no spots visualized by NBP-TEPA method against one of 4 

trichothecenes. We are trying to find out what they were converted to.  

   For the second experiment which aimed to screen soil bacterias with acetylase activities, we 

used 4-ANIV or 3,15-diANIV to find ones with C-15 acetylase or C-4 acetylase, respectively. In the 

case of 4-ANIV, out of 434 bacterias, 9 showed acetylase activities. After isolation of each bacteria, 

only one bacteria kept acetylase activity. However, LC-MS/MS analysis indicated that this bacteria 

acetylated NIV at C-3 position instead of C-4 position which we aimed at.  
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   In the case of 3,15-diANIV, out of 434 bacterias, 6 showed acetylase activities. After isolation of 

each bacteria, 3 isolates kept acetylase activities. We chose the one with the highest activity, and 

characterized the crude enzyme of this bacteria. It was shown that optimal pH was around 6.5, and 

optimal temperature was around 40℃. Unlike TRI7, trichothecene acetylase at C-4 position, this 

enzyme was fairly stable after 24 h incubation at 30℃. 
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研究代表者  田中 希望 (理工学研究科応用化学専攻) 
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研究発表／ (1)学会および口頭発表 

・田中希望、佐藤弘基、田中彰、前田一行、木村真、安藤直子、「動物細胞における TRI101

の発現と isotrichodermol 耐性の獲得」 日本食品化学学会 第 22 回総会・学術大会（ポ
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研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

 本研究は、トリコテセン C3 位アセチル化酵素 TRI101 による解毒・自己耐性機能の解明を目的と

した。具体的には、C3 位アセチル化を担う Tri101 遺伝子を動物細胞に導入し、TRI101 の本来の基

質である ITDmol を用いて選抜を行った。また、動物細胞内に導入され発現した TRI101 による対ト

リコテセン耐性能について精査することとした。 

まず、リポフェクション法により、マウス乳癌細胞由来 FM3A へ Tri101 遺伝子を導入した。その

際、デキタメタゾン(DEX) 誘導性プロモーターの下流に Tri101 遺伝子を組み込み、ブラストサイジ

ン S(BS)耐性遺伝子 BSD をマーカー遺伝子としたプラスミドを使用した。培養に使用する FBS には

C-3 位デアセチラーゼの混入が確認されており、その失活のため、あらかじめ FBS を煮沸処理した。
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BS を用いてセレクションを行い、BS 濃度 250 µg/ml まで段階的に行った後、ITDmol によるセレク

ションを行った。セレクションで細胞の増殖が確認された場合、単一クローン化を行い、得られた細

胞株の粗酵素の TRI101 活性を測定した。得られた高活性株に DEX を添加し、4 日培養した細胞の

粗酵素を調製しアセチル化と脱アセチル化の in vitro 活性を HPLC で確認した。また、DEX を添加

した細胞に ITDmolまたは ITDを添加しアセチル化と脱アセチル化の変換の確認を in vivoで行った。

その後、WT と TRI101 高活性株について MTT assay を用いて半数阻害濃度(IC50)を求め、また生細

胞のセルカウントを行うことでこれらの細胞株の ITDmol と ITD 耐性を調べた。 

2. 研究経過および成果の概要 

 WT では毒性に差があるはずの ITD と ITDmol でほぼ毒性差が見られなかったため、FBS 中のデア

セチラーゼの混入が疑われた。実際、FBS 非加熱培地を使用した場合、ITD は約 95%以上の脱アセチ

ル化が起っていたが、FBS 煮沸培地を使用した場合、ITD の脱アセチル化は約 6.1%まで抑えることが

出来た。この FBS 煮沸培地と非加熱培地を使用し、WT における ITDmol と ITD の IC50を求めたとこ

ろ、ITD において煮沸と非加熱で約 10 倍の IC50の差が出た。そのためその後の実験では FBS 煮沸培

地を用いた。 

 ITDmol濃度 0.2 µg/mlで選抜した細胞の単一クローン化を行い、in vitro で活性測定を行ったところ、

高活性株が 4 株得られた。その中で最も高活性の G3 株を用いて実験を行った。WT と G3 株の粗酵素

のアセチル化と脱アセチル化を in vitro で調べたところ、WT には TRI101 活性はなく、G3 株において

は誘導剤の DEX を添加する事でアセチル化活性が強くなることが分かった(Fig. 1)。ITD の脱アセチル

化を確認したところ、G3 株に DEX を添加したものは WT よりも脱アセチル化が起らないことが分か

った。よって DEX の添加により TRI101 発現が強く誘導されていることが示唆された。in vivo でもア

セチル化と脱アセチル化活性を確認したところ、DEX を添加した G3 株のアセチル化は 0.5 µg/ml の

ITDmol を 100%ITD に変換し、脱アセチル化は 3.3 µg/ml の ITD を 8%まで ITDmol への変換を抑え

ることが出来た(Fig. 2)。 

 FBS 煮沸培地を用いて、DEX を添加した WTと G3株の IC50を求めたところ、WT と G3株の ITDmol

と ITD の IC50値は、ITDmol では 4.4 倍、ITD では 3.2 倍の差が確認でき、Tri101 遺伝子の導入によ

り、ITDmol と ITD 共に毒性が下がっていることが確認された(Fig. 3)。また、予め DEX を添加した

WT と G3 株を 24 well プレートに撒き、ITDmol を添加し、3,5,7 日培養後の生細胞数を数えた。WT

は 0.1 µg/ml で完全に死滅していたのに対し、G3 株は 0.4 µg/ml まで生細胞が確認出来た(Fig. 4)。こ

れにより TRI101 によって動物細胞にトリコテセン耐性を付与できることが強く示唆された。 
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3. 今後の研究における課題または問題点 

 本研究では、Tri101 遺伝子をヒト培養細胞に導入することで TRI101 が発現し、その結果、C-3 位水

酸化トリコテセンをアセチル化し弱毒化することで、細胞がトリコテセン耐性を獲得するようになるこ

とが示された。これまで動物細胞においてこういった報告はなく、初めての成功例である。この知見は、

トリコテセン生産菌の持つトリコテセン耐性の機構の傍証ともなり、微生物の自己耐性機能の獲得とい

う進化のステップの重要性を示すものとも言える。今後、この研究成果を踏まえ、例えば、TRI101 阻

害剤を使用し、トリコテセン防除に使用するという応用例も考えられる。また、TRI101 を発現しない

近縁種がトリコテセン生合成機能を有するかを調べ、トリコテセンを作らないものを見いだすことがで

きれば、今後そういった菌株との交配により、現在のトリコテセン生産菌を防除することにつなげるこ

とができるかもしれない。 

 

 

 

 

Fig. 3. WT と G3 の ITDmol/ITD の細胞阻害実験 Fig. 4. WT と G3 の ITDmol の日数別生細胞数 

Fig. 1. WT と G3 の in vitro 活性測定 (n=3) Fig. 2. WT と G3 の in vivo 活性測定 
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Summary 

 Trichothecenes are mycotoxins with 12,13-epoxytrichothec-9-ene (EPT) skeleton, produced by 

fungi (Fusarium etc.) which infect important crops such as wheat and corn. They cause severe 

health problems such as diarrhea, vomiting and alimentary toxic aleuki in humans and livestock 

exposed to them. The toxicity is attributed to their capability to bind to 60S subunit, which causes 

to inhibit protein and DNA synthesis in eukaryote.    

  Since Fusaria are eukaryote, there must be defense mechanisms against self-made toxins. 

Immediately after isotrichodermol (ITDmol), the first biosynthesized trichothecene, is produced, it 

is acetylated at C-3 position to isotrichodermin (ITD), which is much less toxic than ITDmol. Thus, 

TRI101 is expected to be a self-defense enzyme in trichothecene-producing Fusaria. In fact, yeasts 

and plants in which Tri101 is incorporated are more resistant to trichothecenes than their wild type 

(WT). However, in animal cells, such an observation has never been reported, thus, we tried to 

incorporate tri101 gene to FM3A, mouse breast cancer cell line, and evaluate their resistance to 

trichothecenes.  

  Fist, we determined the toxicity of ITDmol and ITD in WT, and surprisingly, there was almost no 

difference in toxicity. The reason of this unexpected result was found that FBS used in the medium 

contained potent deacetylase and catalyzed ITD to ITDmol. Thus, we decided to use FBS which was 

boiled beforehand in order to deactivate deacetylase. It might be one of the reason why Tri101 

incorporated animal cells did not show resistance to trichothecenes.  

  Then, we transformed FM3A with Tri101 and screened the transformed cells by blastcidin S, a 

selection marker, followed by ITDmol, a substrate of TRI101. Then, we cloned each cell with strong 

TRI101 activity, and obtained G3, which showed the strongest TRI101 activity. Then, ITDmol was 

added to G3 in vivo, and 100% of ITDmol was acetylated to ITD. Next, we measured IC50 (the half 

maximal inhibitory concentration) of ITDmol and ITD in WT and G3. IC50 values of ITDmol in WT 

and G3 were 0.23 and 1.00 µM (4.4-fold difference), while that of ITD in WT and G3 were 3.0 and 

9.6 µM (3.2-fold difference), respectively. This result strongly indicated that incorporation of Tri101 

to animal cells improve resistance of the host cells to trichothecenes. This is the first report to show 

this observation.  
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抗生物質曝露がメダカ孵化仔魚の生体恒常性維持機能に与える影響 

Effects of antibiotics exposure on homeostatic maintain function in 

medaka larvae 

 

研究代表者 清水 香里 (生命科学研究科 生命科学専攻 博士前期課程 2 年) 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①銀ナノコロイド   Silver nanocolloids 

      ②メダカ       Medaka 

      ③糖鎖関連遺伝子   Glycan relative genes 

      ④形態形成関連遺伝子 Embryogenesis relative genes 

平成 28 年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／学会ポスター発表 

Kaori Shimizu, Misato Fujita, Kensuke Fukao, Futaba Mogi, Yoshiriro Kagami, Nobumitsu 

Miyanishi, and Shosaku Kashiwada: Toxico-Glycobiology: Silver Nanocolloids effects on Medaka 

Embryogenesis through Glycosylation Disruption, Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry Asia/Pacific 2016 Conference, September 16-19, 2016, National University of Singapore, 

Singapore 

 

研究成果および成果の概要 

1. 研究背景および目的 

銀ナノマテリアルは，国際ナノマテリアル市場の約半数を占めており医薬・衛生用品に利用されてい

るが，生態リスクが危惧されている。銀ナノコロイド（silver nanocolloids: SNCs）がメダカ受精卵に

おいて血栓，心筋前膜水腫，管状心臓，眼球の矮小，胚の短縮，脊髄湾曲などの形態形成の異常を誘導

することが既に報告されており，形態形成関連遺伝子である ctsl，tpm1，rbp5，atp2a1 および hoxb6

の発現が変化することが明らかにされている。しかし，その毒性メカニズムの詳細については不明確で

ある。一方で，メダカの形態形成を担う要因の一つとして糖鎖関連遺伝子（b4galt2，b3gat1 および

b3gat2）の発現が挙げられる。また，予備検討として行った DNA マイクロアレイ解析の結果，ヒトの

疾患に関連する alg2および gnsの発現が SNCs曝露により抑制されることが明らかとなった。そこで，

本研究はSNCs曝露がメダカの形態形成関連遺伝子に与える影響を調査すると共に形態形成の一助を担

う糖鎖関連遺伝子の発現に与える影響を調査した。 
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2. 実験方法 

SNCs 曝露が形態形成関連遺伝子および糖鎖関連遺伝子の発現に与える影響を調査するために遺伝子

発現の時系列解析を行った。メダカ胚飼育液（Embryo rearing medium: ERM）中に SNCs 濃度が 0.05 

mg/L となるように溶解させたものを試験液として，stage 2 の受精卵を曝露した。孵化するまで毎日サ

ンプリングを行い，qRT-PCR に供した。対象とした遺伝子は形態形成関連遺伝子である ctsl，tpm1，

rbp5，atp2a1 および hoxb6，糖鎖関連遺伝子である alg2，gns，b4galt2，b3gat1 および b3gat2 の計

10 種類とした。また，各遺伝子がメダカ受精胚のどの部分において発現しているかを明らかにするため

に遺伝子発現部位の可視化を行った。qRT-PCR と同様の方法で曝露を行い，RNA in situ hybridization

へ供した。さらに，形態形成において特に重要であると予想される hoxb6，alg2 および b4galt2 の 3 遺

伝子を対象としてマイクロインジェクション法を用いて stage 2 の受精卵に合成 RNA を注入し，昨日

解析実験を行った。 

3. 研究経過および成果の概要 

 qRT-PCR の結果，alg2，gns および b3gat2 の発現は SNCs 曝露により抑制された。b4galt2 の発現

は 4 日目に抑制され，6 日目に亢進された。b3gat1 の発現は 4 日目において抑制され，6 日目および 7

日目において亢進された。ctsl の発現は対照区と比較して有意な差は認められなかった。rbp5 の発現は

抑制され，tpm1 および hoxb6 の発現は亢進された。atp2a1 の発現は 1 日目に亢進され，3 日目に抑制

された。 

先に述べた糖鎖関連遺伝子 5 遺伝子および tpm1 を除く形態形成関連遺伝子 4 遺伝子を対象として

RNA in situ hybridization を行った結果，alg2，gns，b4galt2 および b3gat1 の発現はそれぞれ頭部に

おいて観察された。また，SNCs 曝露区において alg2 および gns の発現は抑制され，b4galt2 および

b3gat1 の発現は亢進された。しかし，今回の研究において b3gat2 の発現部位を確認することはできな

かった。形態形成関連遺伝子について，対照区において ctsl は卵黄嚢，rbp5 は肝臓，atp2a1 は顎の筋

肉および胸鰭において発現が検出された。hoxb6 の発現は認められなかった。曝露区において，ctsl，

rbp5，atp2a1 の発現は対照区と比較して変化は認められなかったが，hoxb6 の発現は第七鰓弓におい

て検出された。 

alg2 および b4galt2 については RNA 濃度を 0 ng/µL，50 ng/µL，100 ng/µL および 200 ng/µL に設

定してインジェクションを行った。alg2 について， RNA 濃度を 200 ng/µL に設定したとき死亡する個

体の割合は 6.7%であった。b4galt2 について， RNA 濃度を 200 ng/µL に設定した際に死亡する個体の

割合は 3.3%であった。hoxb6 については，RNA 濃度を 0 ng/µL，10 ng/µL，100 ng/µL および 200 ng/µL

に設定してインジェクションを行った。RNA 濃度を 10 ng/µL，100 ng/µL および 200 ng/µL に設定し

てインジェクションを行った際，注入する RNA の濃度依存的に死亡率が増加し，誘導される形態異常
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症状も重篤化していた。また，インジェクションを行った結果，誘導された形態異常の症状はいずれも

体サイズ縮小，眼球矮小，血栓，虚血および管状心臓であった。 

4. 今後の研究における課題または問題点 

本研究より，SNCs 曝露がメダカの糖鎖関連遺伝子および形態形成関連遺伝子の発現を撹乱すること

が明らかになった。しかし，糖鎖発現への影響については不明確である。今後の課題として，SNCs 曝

露が糖鎖に与える影響について確認するために糖鎖分析を行う予定である。 

Summary 

 Silver nanomaterials such as silver nanocolloids (SNCs) are concerned about 

environmental pollution and ecological adverse effects on aquatic organisms. We revealed SNCs 

exposure induced morphological deformities in medaka embryos. And gene expression level of ctsl, 

tpm1, rbp5, atp2a1 and hoxb6 were changed by SNCs, however detail toxic mechanisms were 

unclear. Glycosylation relative genes b4galt2, b3gat1 and b3gat2 have been known to be essential 

for embryogenesis in medaka. Furthermore, from medaka DNA microarray analysis, we chosen gns 

and alg2 as target of SNCs toxicity. In order to investigate effects of SNCs on gene expression, 

triplicate of 15 medaka eggs at developmental stages 2 were exposed to SNCs (0.05 mg/L) in ERM 

(embryo rearing medium) until hatching. Three-eggs were harvested every 24 hours, and then were 

subjected to qRT-PCR analysis. Gene expression levels were altered by SNCs. Gene expression level 

of alg2, gns, b3gat2 and rbp5 were suppressed. Gene expression level of tpm1 and hoxb6 were 

enhanced. Gene expression level of b4galt2 and b3gat1 were suppressed and then enhanced. Gene 

expression level of atp2a1 was enhanced and then suppressed. To visualize gene expression regions, 

embryos were exposed to SNCs from stage 2 as same condition above, and then subjected to RNA in 

situ hybridization. alg2, gns, b4galt2 and b3gat1 were detected strongly in head of embryos at stage 

39, which means that these genes are relative to brain and central nerve system. Gene expression 

level of alg2 and gns were suppressed by SNCs exposure. And gene expression level of b4galt2 and 

b3gat1 were enhanced by SNCs exposure. Results of RNA in situ hybridization supported results of 

qRT-PCR analysis. Gene expression of ctsl was detected in yolk sac, rbp5 was detected in liver and 

atp2a1 was detected in jaw muscle at stage 39. Gene expression of hoxb6 was not detected at control. 

In exposure, gene expression level of ctsl, rbp5 and atp2a1 were not changed. Gene expression level 

of hoxb6 was enhanced and detected in 7th pharyngeal arch. To examine function of glycosylation 

relative genes and embryogenesis relative genes for morphogenesis, gain-of-function of alg2, 

b4galt2 and hoxb6 were performed using synthesized RNA injection. Enhancement of hoxb6 

induced dead. And ratio of dead embryos was dependent on RNA concentration. Enhanced alg2, 
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b4galt2 and hoxb6 induced morphological deformities such as shortened body, blood clots, ischemia 

and tubular heart as same as medaka eggs exposed to SNCs. This study revealed that SNCs 

exposure disrupted glycosylation and then leaded to malformation of medaka embryogenesis. 
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がん幹細胞発がん理論に基づく有効ながん予防食素材の 

スクリーニングシステムの構築 

 

Establishment of effective screening system for cancer prevention foods 

based on cancer stem cells theory 

 

研究代表者 塩澤 伸哉（生命科学研究科 生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①がん予防 Cancer Prevention 
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研究発表／ 学会および口頭発表 

○塩澤 伸哉、佐藤 知晶、佐藤 綾美、佐藤 洋美、矢野 友啓「がん幹細胞仮説に基づく前立腺がんの

TRF による根本的予防の検討」ビタミンＥ研究会、平成 29 年 1 月 

 

研究経過および成果の概要 

 

1. 研究方法 

①前立腺がん幹細胞が濃縮されたクローンの樹立 

ヒト前立腺がん細胞株を低接着性細胞培養プレートとがん幹細胞spheroid形成用培地を用いて、各

前立腺がん細胞株（LNCaP, PC-3, DU145）を約10日程度3次元培養する。また同時に、がん幹細胞

マーカーの発現をmRNAレベル(RT-real time-PCR法)で解析し、spheroid形成能とがん幹細胞マー

カーの発現を合わせて前立腺がん幹細胞が濃縮されたクローンを樹立する。  

 

②がん予防食素材による細胞生存活性の検証 

①で樹立されたクローンを用いて脱酸素剤を使用して作成した低酸素分圧条件下 (酸素濃度1%以

下)で培養し、がん幹細胞がほとんど含まれていないものと比較し低酸素分圧条件下での生存活性が
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上昇するのかを検証する。次に、TRFにより低酸素分圧条件下での細胞生存活性が抑制されるのか

を検証する。また、δ-トコトリエノール(δ-T3)の抗酸化部分をブロックし安定化させたδ-トコトリエ

ノールエーテル誘導体(δ-T3E)を合成し、このδ-T3Eを用いて、δ-T3の抗酸化に関わらない効果を同

様に検証する。 

 

③低酸素適応のメカニズムの検証 

がん組織では十分な酸素が供給されない低酸素領域が生じHIFが活性化する。したがって、①で

樹立されたクローンを用いて通常酸素分圧条件下と比較し低酸素分圧条件下でのHIFsの発現をタ

ンパクレベル（Western blot法）で解析する。また、②で行った細胞生存活性の結果から、TRFに

より低酸素分圧条件下でのHIFs発現の抑制やその他のシグナル分子の細かいメカニズムをタンパ

クレベルで検証する。 

 

2. 研究経過および成果の概要  

①の研究経過 

Spheroid形成能を検討した結果、DU145 は spheroid 形成能が低く、LNCaP及び PC-3細胞の spheroid

形成能が高かった。この spheroid形成能が高い群を選択しがん幹細胞マーカーの発現を検討したとこ

ろ、LNCaP及び PC-3細胞の親株と比べ形成された spheroidはがん幹細胞マーカー発現レベルが有意に

増加した。 

 

②の研究経過 

低酸素分圧条件下での細胞生存活性を検討したところ、LNCaP及び PC-3細胞の親株と比べ形成された

spheroidは細胞生存活性が増加した。低酸素分圧条件下でのがん幹様細胞の活性を抑制するがん予防食

素材として TRFに着目した。また、TRFの主成分であるδ-T3の抗酸化部分をエーテル誘導体によりブ

ロックしたδ-トコトリエノールコハク酸エーテル誘導体、T3Eを合成し、T3Eにより抗酸化に依存しな

い効果を検証し、TRFと比較したところがん幹様細胞の生存活性は TRF、T3E 濃度の増加とともに減少し

た。したがって、低酸素適応により悪性化した前立腺がん幹様細胞は TRFおよび T3E 濃度依存的に抑制

されたため、TRFは抗酸化作用に依存せず生存活性を抑制した。 
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③の研究経過 

前立腺がん幹様細胞の HIFs発現を通常酸素分圧条件下及び低酸素分圧条件下で比較したところ低酸

素分圧条件下での発現が高かった。次に TRFを処理したところ、TRFは低酸素分圧条件下で増加する HIFs

のタンパク発現を減少させた。また、HIFsの安定化を誘導することが報告されている Srcファミリーキ

ナーゼ(SFKs)に着目し、検討したところ Srcの活性化レベルは低酸素分圧条件下で増加し、TRF処理に

より減少する傾向が見られた。最後に、SFKsの阻害剤である PP2処理による HIFs及び Src-Pのタンパ

ク発現レベルを検討したところ HIFs及び Src-Pタンパク発現の減少傾向が見られた。 

 

 

以上の研究経過を総括すると、①では前立腺がん細胞の spheroid形成能の検討を行った。本研究で

は LNCaP及び PC-3細胞において spheroid形成が行われたが、DU145 細胞では spheroid形成が行われな

かった。この理由として、細胞培養や継代などにより DU145細胞中にがん幹細胞の存在が少なかったた

め spheroid 形成が行なわれなかったと考えられる。 

②ではがんの悪性化に関係していると言われている低酸素適応を WST-1法により行った。LNCaP及び

PC-3細胞ともに、spheroid形成能が高いクローンは低酸素条件下での細胞生存活性が高い傾向が認め

られ、今回用いた方法で部分的ではあるが、低酸素適応能がある前立腺がん幹細胞を濃縮できる可能性

が示された。また、低酸素適応により悪性化した前立腺がん幹様細胞は TRF および T3E濃度依存的に抑

制されたため、TRFは抗酸化作用に依存せず生存活性を抑制すると示唆された。 

③では低酸素応答機構において中心的役割を果たす低酸素誘導因子（HIFs）に着目した。TRFは低酸

素分圧条件下で増加する HIFsのタンパク発現を減少させたことより、TRFは HIFs の安定化の阻害を介

して、前立腺がん幹細胞の低酸素応答機構を阻害している可能性が示唆された。また、HIFs の安定化を

誘導することが報告されている SFKsも低酸素分圧条件下で増加し、TRF 処理により発現を減少させた。 

本研究の結果から、TRFは前立腺がん幹細胞に対する有効な抗がん作用を持つと示唆されました。TRF

の抗前立腺がん作用機序のひとつとして、SFKsの活性阻害を介して HIFsの安定化を阻害し、前立腺が

ん幹細胞の低酸素分圧条件下における生存を阻害している可能性が示された。 
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3. 今後の研究における課題または問題点 

本研究の結果から、in vitroにおける TRFの抗前立腺がん作用機序の一つの可能性が示唆された。

また、TRF が前立腺がん予防において臨床応用されるためには in vivo の研究が必要となる。した

がって、次の段階として動物モデルでの TRFによる腫瘍抑制効果をさらに検討する必要がある。 

 

Summary 

Cancer stem cells, well known as tumor initiating cells, are subpopulations of cells within 

cancers with self-renew and multi-lineage potential and are believed to be responsible for the 

development of tumors and the determination of malignant phenotypes such as metastatic 

potential in the tumors. Cancer stem cells were first characterized in leukemia patients and 

later on in various types of solid tumors including prostate cancers. Also, it is postulated that 

the complete elimination of cancer stem cells may contribute to effective cancer therapy, 

because a risk of cancer reoccurrence can be almost diminished by elapsing the cancer stem 

cells. The cancer stem cells can be determined by their ability to self-renew, form spheroid 

structure under three dimension culture condition in vitro and differentiating to form bulk of 

the tumor in vivo. In this context, this study was undertaken to establish isolation of prostate 

cancer cell rich population from human prostate cancer cell lines (LNCaP, androgen-dependent 

prostate cancer cell; PC-3 and DU145, androgen-independent prostate cancer cell), finally 

leading to a new potential prostate cancer treatment strategy. 

Size of DU145 spheroid is smaller in comparison to spheroids of PC-3 and LNCaP. Also, mRNA 

expression levels of cancer stem cells marker were elevated in PC-3 and LNCaP stem-like cells. 

This means that PC-3 and LNCaP stem-like cells have higher concentration of cancer stem cells. 

Under hypoxia, cell viability of cancer stem-like cells was elevated compared to normal cultured 

prostate cancer cells. Cell viability of PC-3 and LNCaP stem-like cells decreased with increase in 

TRF or T3E concentrations dose dependency. TRF can decrease cell viability without depending on 

the antioxidant activity. Moreover, we focused on hypoxia inducible factor (HIFs) which plays a 

central role in hypoxia response mechanism. Protein expression levels of HIFs increased in PC-3 

and LNCaP stem-like cells under Hypoxic condition. Also, TRF decreased protein expression levels 

of HIFs which is increased by hypoxia treatment. Finally, we focused on Src family kinases (SFKs) 

which induce stabilization of HIFs. Activation level of Src increased by hypoxia treatment and 

decreased by TRF treatment. Also, the expression of HIFs and Src-P proteins decreased with PP2 

treatment, an inhibitor of SFKs. 
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From the results of this study it was suggested that TRF has an anticancer effect on prostate 

cancer stem cells. As a mechanism of action of TRF anti-prostate cancer, it was shown that 

inhibition of HIFs stabilization through inhibition of SFKs activity may inhibit survival of prostate 

cancer stem cells under hypoxic condition. 
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研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本実験では成熟メスティラピアを使用して実験を行った。生殖線の発達や生殖行動の発現を支配して

いるいわれている Gonadotropin releasing hormone type3 (GnRH3) ニューロンに注目して研究を行

っている。この GnRH3 ニューロンに関して先輩方の研究によりいくつかのことが明らかになった。① 

GnRH3 ニューロンはティラピア脳の終神経節 (Terminal nerve) に局在していること。② GnRH3 ニ

ューロン数には雌雄差があり、オスとメスで比較した場合オスの方が多いこと。③ 成熟メスティラピ

アの腹腔内に魚類の雄性ホルモンである 11-ketotestosteron (11-KT) を投与すると GnRH3 ニューロン

がオスと同程度くらいまで増加すること (①〜③ kuramochi et al., 2011) がわかっている。また、④ 雄

性ホルモン投与によりメスティラピア脳内で増加した GnRH3 ニューロンの一部 (20%) は神経細胞の

新生によるものだということがわかっている (④ Narita et al., 2013)。そこで本研究では、11-KT によ

り新たに誕生した新生 GnRH3 ニューロンの由来を明らかにするために、いくつかの実験を行った。(実

験 1) 脳室内投与法を用いて「終神経節近傍の脳室周囲の幹細胞が分裂して GnRH3ニューロンになる」

という作業仮説を立て、検証を試みた。まず初めに、11-KT 脳室投与が 11-KT 腹腔内投与と同様に

GnRH3 ニューロンが増加させるかを調べた。次に、細胞増殖マーカーである 5-bromo-2’-deoxyuridine 
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(BrdU)を脳室に注入し、脳室周囲幹細胞が BrdU を取り込みやすい状況にした。この実験により、11-KT

によって GnRH3 ニューロンが増加する際、脳室周囲幹細胞から新生 GnRH3 ニューロンが出現するか

検証した。   

(実験 2)「新生 GnRH3 ニューロンは別の部位で誕生し嗅神経を伝って終神経節へ移動してくる」とい

う作業仮説を立てた。そして、嗅神経片側切断実験により、新生 GnRH3 ニューロンが嗅神経切断側で

減少するか調べることにより、この作業仮説を検証した。 

 雌ティラピア (Oreochromis mossambicus ;体長約 30 cm, 体重約 75 g) を用いた。 (実験 1) 脳室内

投与により 1 nM 11-KT  (in 1% Evans blue) を 5 μl 投与した。対照群には、1% Evans blue のみを同

量投与した。脳室内投与から 3 日後、脳の連続凍結前額断切片 (厚さ 16 μm、5 シリーズ) を作製し、

GnRH3 抗体を用いた免疫染色を行った。また Höechst 33258 により核染色を行った。また別の個体の

脳室に、1 nM 11-KT と 1 nM BrdU を同時投与した。脳室内投与から 3 日後に同様に切片を作製し、

GnRH3 抗体と BrdU を用いた二重免疫染色を行った。 (実験 2) 雌ティラピアを深麻酔下で、筋肉及び

頭蓋骨を一部切除し、嗅神経の片側を切断した (切断した側：lesion 側、切断してない側：non-lesion

側) 。切断後、11-KT (5 µg/g BW) 及び BrdU (1 µM/g BW) を腹腔内投与した。嗅神経切断及びホルモ

ン投与から 7 日後、脳の連続凍結前額断切片 (厚さ 16 μm、2 シリーズ) を作製し、BrdU と GnRH3

抗体を用いた二重免疫染色を行い、GnRH3 ニューロン数および BrdU 陽性核を持つ GnRH3 ニューロ

ン数を両側の終神経節で比較した。 

２．研究経過および成果の概要 

  (実験 1) 11-KT 脳室内投与後、GnRH3 ニューロンは Control 群に比べて 11-KT 群の方が有意に増

加していることが分かった。このことから 11-KT は脳室に直接投与しても、腹腔内投与と同様に作用す

ることが分かった。次に、BrdU と 11-KT を脳室内へ同時投与した。11-KT 群では Control 群に比べて

GnRH3 ニューロン数が有意に増加していたが、BrdU 陽性核を持った GnRH3 ニューロン (新生

GnRH3 ニューロン) はどちらの群でも全く観察されなかった。この結果から、11-KT によって雌終神

経節で増加する GnRH3 ニューロンのうち、増殖によって加わったものの由来は、脳室周囲幹細胞では

ないと考えられた。そして、新生 GnRH3 ニューロンは他の部位で誕生し終神経節へ移動してきている

可能性が示唆された。  (実験 2) 嗅神経を片側切断後、11-KT を腹腔内投与したところ、lesion 側の

GnRH3 ニューロンは non-lesion 側に比べて有意に減少した。また、BrdU 陽性核をもった GnRH3 ニ

ューロン数は、lesion 側では non-lesion 側に比べて有意に減少し、ほとんど出現が抑えらえた。このこ

とから、11-KT により新生した GnRH3 ニューロンの大部分は、嗅上皮に存在する幹細胞から発生し、

嗅神経を通って終神経節へ移動していることが示唆された。 

 11-KT が新生 GnRH3 ニューロンを増殖により雌脳内に新たに生み出す際、脳室周囲幹細胞から

新生 GnRH3 ニューロンを生み出すのではなく (実験１) 、新生 GnRH3 ニューロンは (胚発生時
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期と同様に) 嗅上皮幹細胞からおそらく発生し、嗅神経を伝って終神経節に入った (実験 2) と考え

られた。 

３．今後の研究における課題または問題点 

  今後の研究課題として、嗅上皮の幹細胞をラベルする方法により、嗅上皮の幹細胞から GnRH3

ニューロンが移動することをきちんと証明したいと考えている。また、新生 GnRH3 ニューロンの

発生部位を明らかにする為に脳の先端から連続凍結切片を作成し、発達及び移動中のニューロンマ

ーカーである PSA-NCAM と BrdU を用いて新生 GnRH3 ニューロンの発生および移動経路を特定

する方法も試してみたいと考えている。さらに嗅上皮の幹細胞が雄性ホルモン受容体  (Androgen 

receptor, AR)を持っているかを免疫染色法により調べ、嗅上皮幹細胞から GnRH3 ニューロンが発

生するメカニズムを明らかにしたいと考えている。 

 

Summary 

Nest building is a male specific reproductive behavior in Nile and Mozambiquie tilapia. Ogawa et al. 

(2006) provided evidence that Gonadotropin releasing hormone type three (GnRH3) is a potent 

neuromodulator of male reproductive behaviors such as nest building and aggressive behaviors in 

Nile tilapia. In our previous study using Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus), we found 

that GnRH3 neurons are sexual dimorphic; males have a greater number of GnRH3 neurons in the 

terminal nerve (TN) than females. When mature females were treated with androgen, male-specific 

nest building behavior was induced. Furthermore, the treatment with androgen increased the 

number of GnRH3 neurons in mature females to a level similar to that in males. About 20% of 

11-KT-increased GnRH3 neurons were labeled with 5-bromo-2‘-deoxy-uridine (BrdU) in females 

injected simultaneously with 11-KT and BrdU, while the rest of GnRH3 neurons were not labeled 

with BrdU. These results indicated that the androgen-induced increase of GnRH3 neurons in 

females is mediated partly through adult neurogenesis. The aim of the present work is the following 

two.(1) The first aim is to study the origin of newly generated GnRH3 neurons. If stem cells around 

the ventricle would become GnRH3 neurons, intraventricular injection of BrdU conbined with 

11-KT would label some GnRH3 neurons with BrdU. Therefore, we first examined whether 

intraventricular injection of 11-KT would increase GnRH3 neurons in the TN. And then, we 

examined whether intravetricular injection of BrdU with 11-KT would label some GnRH3 neurons 

with BrdU. (2) If not, the second aim is to study where newly-born GnRH3 neurons come from? We 

hypothesized that newly-born GnRH3 neurons would be produced in the olfactory epithelium and 

migrate to the TN through the olfactory nerve (ON). Therefore, in order to examine this hypothesis, 
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one side of ONs was cut in 11-KT-treated females and numbers of GnRH3 neurons and newly-born 

GnRH3 ones were counted in both sides of the TN. 

(1) When 11-KT was given to females by interventricular injection, the number of GnRH3 neurons 

was increased similar to our previous study using intraperitoneal injections. (2) By intraperitoneal 

injections of BrdU and 11-KT, about 20% of 11-KT-increased GnRH3 neurons were labeled with 

BrdU. However, by intraventricular injections of BrdU and 11-KT, no GnRH3 neurons were labeled 

with BrdU. (3) When one side of the olfactory nerves was cut in 11-KT treated females, numbers of 

GnRH3 neurons and newly-born GnRH3 neurons were significantly decreased in the side of the ON 

lesion. These results suggest that 11-KT-induced newly proliferated GnRH3 neurons migrate to the 

TN through the olfactory nerve. 
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研究経過および成果の概要 

1． 研究方法 

静脈血管は加齢や身体活動の低下により硬化し，高血圧などの血管疾患を引き起こす．血管疾患のリ

スクを減少させるために，若年者のうちから静脈血管伸展性を高める必要がある．しかし，動脈血管に

比べ，静脈血管の伸展性を高める方法についての情報は少ないのが現状である．先行研究において若年

者および高齢者において，習慣的に持久性トレーニングを行っている人は行っていない人に比べ静脈血

管伸展性が高いことが示されているが，静脈血管伸展性を高めるために必要なトレーニングの種類，強

度，頻度および期間までは明らかにされていない．したがって，本研究では，静脈血管の伸展性を高め
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るための効果的な持久性運動プログラムを構築するために，一定負荷運動トレーニングと間欠負荷運動

トレーニングが静脈血管伸展性に及ぼす影響を検証した． 

被験者は健康な若年男女 27 名とし，一定負荷運動群（n = 8），間欠負荷運動群（n = 9）およびコン

トロール群（n = 10）にランダムに分けた．一定負荷運動群は 60%HRreserve の強度で，間欠負荷運動

群は 2 分ごとに 40%HRreserve と 80%HRreserve を交互に繰り返す強度で，それぞれ 40 分間の自転

車運動を週に 3 回，8 週間行い，トレーニングの前後で静脈コンプライアンスを評価した．コントロー

ル群は，特別な運動を行わない通常の生活を送った．静脈コンプライアンスは Halliwill ら（1999）が

開発した脱気法を用い，以下のように算出した．仰臥位姿勢で 20 分間以上安静状態を保持した被験者

において，左上腕部および左大腿部に巻いたカフに 60mmHg の圧を 8 分間加え，その後 1mmHg/s の

割合で，1 分間かけて 0mmHg まで脱気した．この時の前腕部および下腿部の容積変化を静脈閉塞プレ

チスモグラフィ法により計測し，カフ圧－体肢容積曲線を求め，二次回帰式[Δ前腕部容積 = β0 + β1 × (カ

フ圧) + β2 × (カフ圧)2]に当てはめた．静脈血管伸展性は，静脈内圧が 1mmHg 変化するときの体肢容積

変化[Δ容積/Δ圧]によって表せるため，上記の二次回帰式を微分し，静脈コンプライアンスを算出した

[静脈コンプライアンス= β1 + 2 × β2 × (カフ圧)]．静脈容量は加圧開始から 8 分目の値を，最大静脈還流

量は脱気開始から脱気終了時の値を，それぞれ算出した． 

 

2． 研究経過および成果の概要 

8 週間のトレーニングにより，一定負荷運動群および間欠負荷運動群の前腕部の静脈血管伸展性，静

脈容量および最大静脈還流量の変化はみられなかった．両運動群において，カフ圧－下腿部容積変化が

トレーニング後に上方にシフトしたが，カフ圧－下腿部静脈血管伸展性は間欠負荷運動群でのみ交互作

用に有意傾向がみられた．また，20mmHg 時の下腿部の静脈血管伸展性は，間欠負荷運動群でのみト

レーニング後に増加傾向がみられた．下腿部の静脈容量は両運動群ともトレーニング後に増加したが，

下腿部の最大静脈還流量は間欠負荷運動群でのみ増加傾向がみられた．なお，コントロール群の前腕部

および下腿部の変化はみられなかった． 

間欠負荷運動群においてのみ静脈血管伸展性の増加傾向がみられたことから，一定負荷運動よりも間

欠負荷運動の方が静脈血管伸展性を増加させるのに効果的であることが示唆された．また，静脈容量お

よび最大静脈還流量の変化から，トレーニングに伴うこれらのパラメータの適応は一様ではないことが

示唆された．前腕部では，いずれのパラメータもトレーニングの効果がみられなかったことから，トレ

ーニングによる静脈血管伸展性の変化は全身性というよりも活動肢に特異的にみられる応答であると

考えられる． 

以上の結果から，持久性運動トレーニングが静脈血管伸展性に及ぼす影響は，一定負荷運動よりも間

欠負荷運動の方が効果的であり，さらに少なくとも持久性トレーニングを 8 週間以上継続して行うこと

で，静脈血管伸展性を高めると期待できる． 

 

3． 今後の研究における課題または問題点 

本研究において，静脈血管伸展性のみの検証であったため，今後は，静脈血管伸展性と動脈血管伸展

性の両方を測定し，静脈血管と動脈血管の関連性を明らかにすることで身体トレーニングに伴う静脈血
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管伸展性向上の機序をより詳細に検討できると考えられる．身体トレーニングに伴う静脈血管伸展性の

向上のメカニズムが解明されることで，血管疾患の要因ともなりうる血管機能の低下を抑制するための

運動プログラム構築の一助となりうる． 

Summary 

Ageing and/or the lower physical activity associate with the increased stiffness of veins, causing 

the cardiovascular disease (e.g. hypertension). To reduce the risk for cardiovascular disease, it is 

significant to improve venous function in young, although the factors which effect venous function 

are not understood well. In previous studies, the young endurance-trained men have greater venous 

compliance than sedentary men. Although it is not clear the type, intensity, frequency and duration 

of training to improve venous compliance is not clear. Thus, the purpose of this study was to 

investigate whether continuous training and interval training improves the venous compliance in 

young subjects to construction of endurance exercise program to increase venous vascular 

extensibility. 

Twenty-seven subjects participated in this study [continue training group (CTR): n = 8, interval 

training group (ITR): n = 9, control group (CON): n = 10]. Both exercise groups performed an 

endurance training program three times per week for 8 week. CTR consisted of cycling exercise at 

60%Hrreserve for 40min. ITR consisted of cycling exercise that alternate between 40%HRreserve 

and 80%HRreserve every 2min for 40min. The CON was advised to maintain their daily activities 

without exercise training during the 8weeks period. Forearm and calf venous compliance was 

measured on subjects in the supine position by inflating a venous collecting cuff placed around 

thigh 60 mmHg for 8 min and then decreasing cuff pressure to 0 mmHg at a rate of 1 mmHg/s. 

Forearm and calf venous compliance was determined using the first derivation of the cuff 

pressure-venous volume relation obtained during cuff pressure reduction (compliance = β1 + 2β2 × 

cuff pressure). In addition, venous capacitance and maximal venous outflow were also assessed. 

In CTR and ITR, cuff pressure-calf venous volume curve shifted to upward significantly after 

training. Although cuff pressure-calf venous compliance changed after training in ITR, whereas not 

changed by training in CTR. In addition, calf venous capacitance was greater after training in CTR 

and ITR, but maximal venous outflow changed after training in only ITR. Venous functions of 

forearm were not changed by training. In CON, all parameters did not after.  

In conclusion, it was suggest that interval training is more effective that continuous training in 

the influence of endurance exercise training in young on venous compliance. Also, to improve 

venous compliance, endurance exercise for at least 8weeks or longer is necessary.  
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平成 28 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／1) ポスター発表 

      ・第 39 回 日本神経科学大会 平成 28 年 7 月 20 日～22 日 パシフィコ横浜 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究背景・目的 

 私たちの活動に欠かすことのできない高次脳機能と関連があるとされるのが興奮性シナプスの後部

構造であるスパインの形態である。スパイン形態の制御メカニズムを解明することは高次脳機能の理解

につながると考えられ、大きな意義がある。スパイン形態はアクチン細胞骨格に支えられているが、代

謝型グルタミン酸受容体 (metabotropic Glutamate Receptor : mGluR) がその制御の鍵分子として知

られる。本研究では、シナプス活動が mGluR を介してどのようにしてスパイン形態に結びつくかとい

う問題に着目した。我々はそのメカニズムを解く鍵タンパクに Homer とドレブリンがあると考えた。

Homer は mGluR の足場タンパク質として、mGluR のシナプス膜への局在を支える。一方ドレブリン

はスパイン内のアクチン結合タンパク質であり、スパイン形態の制御に関わることが知られている。ド

レブリンは Homer との結合部位をもつため、mGluR はドレブリン-Homer の結合を介してスパイン形

態を制御する可能性がある。この仮説を検証することを目的とし、本研究では海馬由来培養ニューロン

を用いて、① mGluR 活性によるスパイン内タンパク質とスパイン内アクチン局在の関係 ②ドレブリ

ン-Homer 結合阻害がスパイン内タンパク質に及ぼす影響 を調べた。 
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2. 研究方法 

海馬ニューロン培養：ニューロンの培養は Banker 法に準じて行った。胎生 17 日目のマウス 

(C57BL/6N) 海馬よりニューロンを採取した。 

①mGluR 活性によるスパイン内タンパク質局在変化の解析：培養 21 日目のニューロンに mGluR5

の作動薬である CHPG を 1mM, 15min 投与した。投与後、細胞を固定してドレブリン、Homer1、

mGluR5、F-アクチンの免疫染色を行い、各タンパク質の局在を解析した。 

②ドレブリン-Homer 結合阻害によるスパイン内タンパク質局在変化の解析：Myc-tag 標識したドレ

ブリンの Homer 結合部位配列をもつペプチド (PPxxF) をニューロンに発現させ、ニューロン内のド

レブリン-Homer 結合を阻害した。そのニューロンに CHPG を投与し、ドレブリン及び F-アクチンの

染色を行って、局在を解析した。 

 

3. 研究経過および成果の概要 

 ①mGluR 活性によるスパイン内タンパク質局在変化：ドレブリン及び Homer1、mGluR5 の免疫染

色の結果、いずれのタンパク質も樹状突起中にクラスターとして存在することが分かったが、全てが常

にスパイン内で共存するものではないことも分かった。CHPG 投与ニューロンでは、Homer 陽性クラ

スターおよびドレブリン-Homerの共存クラスターの増加が認められた。また F-アクチン染色によって、

F-アクチン陽性スパインの退縮が認められた。 

②ドレブリン-Homer結合阻害によるスパイン内タンパク質局在変化：PPxxF発現ニューロンおいて、

PPxxF ペプチドとドレブリンの局在の多くが一致した。従って PPxxF ペプチドがスパイン内に局在し、

ドレブリン-Homer 結合を阻害していると考えられる。また PPxxF 発現ニューロンでは、コントロール

群と比べドレブリン陽性クラスターの減少が認められた。また F-アクチンの染色の結果、ドレブリン

-Homer 阻害部位ではスパイン内アクチンの消失が確認された。 

 ②より、ドレブリン-Homer 結合阻害ニューロンで特異的にドレブリン陽性クラスターが減少した。

従ってドレブリンのスパイン内局在には Homer との結合が必要であると考えられる。同時に、F-アク

チンのスパイン内局在も失われたことから、ドレブリン-Homer 結合がスパイン内アクチンの安定化に

働いていることが考えられる。①より CHPG によって mGluR を刺激したニューロンでは F-アクチン

陽性スパインの退縮が確認された。このことから、増加した Homer1 によってドレブリン-アクチンの

結合が阻害され、アクチンの不安定化を誘発することが想定された。これらの結果から、スパイン内の

ドレブリンと Homer、そしてそれらの結合が mGluR5 による制御の下で、スパイン形態の制御に大き

く関与することが示された。これまでスパイン形態に関して、mGluR やドレブリンのそれぞれ単独で

の研究は進められてきたものの、両者の関係性については注目されていなかった。本研究は、mGluR

活性とドレブリンおよび Homer の関係を初めて示すものである。 
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4. 今後の研究における課題 

 本研究は、mGluR によるスパイン形態制御にドレブリン-Homer 結合が関与するという仮説のもと進

められてきたが、現時点ではドレブリン-Homer の複合体を検出するには至っていない。また F-アクチ

ン染色によりそのスパイン内形態を解析したが、それがスパイン形態を正確に示しているとは言えない。

ドレブリン-Homer複合体の検出方法の確立と GFP 導入などによるスパイン形態の解析が mGluRによ

るスパイン形態制御のより詳細なメカニズムの解明に必須と考える。 

 

Summary 

Higher brain functions are essential for our daily living. Spine is characteristic structure of 

excitatory postsynaptic site and spine morphology is closely related to higher brain functions and 

regulated by various neurotransmitters and neurotrophic factors. Glutamate is most common 

excitatory neurotransmitter and stimulates postsynaptic neurons via glutamate receptors. Among 

the glutamate receptors the group I metabotropic glutamate receptor (mGluR) has been shown to 

contribute to spine morphology. Since spine morphology is supported by actin cytoskeleton, mGluR 

activity may link to dynamics of actin cytoskeleton. However, the intracellular signaling cascade of 

mGluR to actin cytoskeleton is largely unknown. We then make a working hypothesis that drebrin 

a spine-residential F-actin-binding protein mediates the interplay between the group I mGluR and 

F-actin. Since drebrin possesses two binding motifs for Homer that is a scaffold protein of mGluR, 

the mGluR activity may be capable of regulating dynamics of actin cytoskeleton in spines through 

drebrin-Homer bindings. In order to test this hypothesis, using cultured hippocampal neurons, we 

elucidate a relationship between mGluR activity and spine morphology by examining the 

association of mGluR5, drebrin and Homer in dendritic spines. Dissociated neurons prepared from 

the E17 mouse hippocampi were cultured following Banker’s protocol. At 21-DIV we treated 

neurons with the mGluR stimulants, 1mM CHPG (mGluR5 selective agonist), 15 min. After the 

treatment we fixed and immunostained neurons by anti-mGluR5, anti-Homer1, and anti-drebrin 

antibodies. In CHPG-treated neurons, the number of spine in which Homer was localizeed and 

Homer and drebrin were co-localized was significantly increased as compared with control neurons. 

We also found the change in F-actin morphology in spine of CHPG-treated neurons. We next 

examined the effect of preventing Homer-drebirn bindings on mGluR activity-dependent 

morphological changes by overexpression of the sequences carrying Homer-binding motifs of 

drebrin. As a result of preventing Homer-drebrin bindings, the number of spine in which drebrin 

were localized was significantly decreased as compared with control neurons. In addition, 
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localization of F-actin was disappeared in spine which was prevented Homer-drebrin bindings. Our 

data support the idea that mGluR5 is involved in the regulation of spine morphology through 

drebrin-Homer interaction. This regulatory mechanism might be related to abnormal spine 

morphology described in certain types of neuropsychiatric disorders, such as depression and autism 

spectrum disorders. 
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シアロオリゴ糖修飾トリスフェナントロリン鉄錯体の合成と 

動的コンビケムによる糖鎖間相互作用解析 

Syntheses of tris-phenanthroline ferrous complexes having multivalent glycoclusters  

for intramolecular carbohydrate-carbohydrate interactions 

     

研究代表者 代 芙美子（生命科学研究科 生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／①糖鎖間相互作用 CCIs 

            ②動的コンビナトリアルケミストリー  DCLs 

 

平成 28 年度交付額／440,000 円 

  

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・第 35 回日本糖質学会 

平成 28 年 9 月 

・第 10 回バイオ関連化学シンポジウム 

      平成 28 年 9 月 

・GlycoTOKYO2016 シンポジウム 

 平成 28 年 11 月 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 トリスフェナントロリン鉄錯体に導入する糖鎖として、これまでに Ca2+存在下にて CCIs が誘起され

るとの報告例があるラクトース（Lac）を選択した。市販の Lac に対して 2 段階の反応を行い、メチレ

ンスペーサーまたはエチレンスペーサーを介したアルキン末端を有する Lac 誘導体を合成した。その後

3-ブロモ-1,10-フェナントロリンと薗頭カップリングさせたのち、脱アセチル化を行うことで、分子内

に Lac を有する 2 種類のフェナントロリン誘導体を合成した。その後、Fe2+と錯化させることでメチレ

ンスペーサー型およびメチレンスペーサー型の 2種類の Lac修飾トリスフェナントロリン鉄錯体（以下、

メチレンスペーサー型 Lac 修飾トリスフェナントロリン鉄錯体は[Fe(phen1Lac)3]2+、エチレンスペーサ

ー型 Lac 修飾トリスフェナントロリン鉄錯体は[Fe(phen2Lac)3]2+と称する）へと変換した。これらの

Lac 修飾トリスフェナントロリン鉄錯体に、様々な濃度の NaCl および CaCl2を共存させて円二色性分

散（CD）スペクトル測定を行い、添加した Na+および Ca2+、さらにスペーサー構造の違いにおける影

響を評価し、-比の変化について解析を行った。 
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２．研究経過および成果の概要 

 糖修飾トリスフェナントロリン鉄錯体は、錯体中心のねじれや糖鎖の空間配置が異なる 4 つの異なる

異性体（fac / mer / fac / mer）が存在する。これらの異性体はお互いに動的平衡条件下にあり、

各種イオンの添加により特定の異性体内部で CCIs が誘起されれば、それが引力として当該異性体が安

定化され、その存在比が増大する。この異性体存在比の変化を検出する手法として、CD スペクトル測

定により、異性体存在比を詳細に解析することができ、CCIs に関する情報が取得できる。 

 スペーサー部位の異なる Lac 修飾トリスフェナント

ロ リ ン 鉄 錯 体 （ [Fe(phen1Lac)3]2+ お よ び

[Fe(phen2Lac)3]2+）それぞれに、様々な濃度の NaCl お

よび CaCl2を共存させて CD スペクトル測定を行った。

[Fe(phen1Lac)3]2+では、カチオン非存在下において 285 

nm に正の、268 nm に負のピークを有する CD スペク

トルを示した。これは型特有の CD スペクトルである。

つまり、型がより高濃度に存在していることを示して

いる。しかし、NaCl および CaCl2を添加した場合の両

者で、カチオンの添加による CD スペクトルの変化は確

認できなかった（図 1）。 

 また[Fe(phen2Lac)3]2+でも[Fe(phen1Lac)3]2+と同様に、

カチオン非存在下において 285 nm に正の、268 nm に負のピークを有する型特有 CD スペクトルを示

した。さらに、NaCl および CaCl2を添加した場合の両者で、280 nm から 260 nm の領域に変化が見

られた。268 nm の CD 値から判断する限り、Na+では 0.2 M、Ca2+では 0.4 M のときに CD 値が極小

となり、これはこの濃度で型錯体の存在量が最大になることを意味している。[Fe(phen1Lac)3]2+に比

べ[Fe(phen2Lac)3]2+は、スペーサー部位の構造の違いから柔軟性が高く、糖鎖同士が近づきやすかった

ため、CCIs を検出することができたと考えられる。また、添加するカチオンによって、CCIs を誘起す

るための最適濃度が異なることが分かった（図 2、3）。   

 

 

 

 

 

 

 

図 1 [Fe(phen1Lac)3]2+に CaCl2を添加し

た際の CD スペクトル 

 

図 2 [Fe(phen2Lac)3]2+に CaCl2を添加した 

際の CD スペクトル 

図 3 [Fe(phen2Lac)3]2+の 268nm にお

ける CD 値変化 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 当初申請していた研究内容では、1 級アジド基を有するシアリルルイス A（sLea）およびシアリルル

イス X（sLex）を 1 段階で合成し、アルキン末端を有するフェナントロリン誘導体と Huisgen 環化反応

を利用することで、トリアゾール環とアミド結合をスペーサー部位とする、シアロオリゴ糖修飾トリス

フェナントロリン鉄錯体を構築する予定だった。しかし、アルキン末端を有するフェナントロリン誘導

体の合成が困難であり、当初予定していた実験系では研究を試みることができなかった。そこで薗頭カ

ップリングを用いて Lac 修飾トリスフェナントロリン鉄錯体を構築し、スペーサー構造の違いによる

CCIs の評価を行った。よって、アルキン末端を有するフェナントロリンの合成方法を検討する必要が

ある。 

 

Summary 

 Glycosphingolipids on cell surfaces are composed of carbohydrate heads and ceramide tails and 

play essential roles in varieties of bioprocesses including fertilizations, differentiations, and cell-cell 

adhesions. In glycosphingolipid chemistry, an increasing interest has been placed on 

carbohydrate-carbohydrate interactions (CCIs), in which the carbohydrate unit of one 

glycosphingolipid recognizes the carbohydrate unit of another glycosphingolipid in specific and, in 

some case, cations-dependent manners and CCIs are now recognized as main driving forces to 

induce various cellular recognition events. Investigation on CCIs is of quite attractive from an 

industrial viewpoint, since it would supply useful information to design new drugs for preventing 

various diseases triggered by unfavorable cell-cell adhesions (metastases, inflammations, etc.). In 

spite of its importance, not only fluidic nature but also fluctuations of glycosphingolipid levels on 

the cell surfaces make it quite difficult to investigate CCIs in a detailed manner.  Simple and 

well-designed model systems are, therefore, highly required in this research field. 

 We present one of such model systems we developed, that is, glycosylated tris-phenanthroline 

ferrous complex to investigate lactoside-lactoside interactions those are main driving force to induce 

lactosylceramide-lactosylceramide interactions. To access this model system, we successfully 

synthesized 1,10-phenanthroline having a -lactoside at each pyridine unit (phenLac) and then, 

mixed it with Fe2+ to construct the corresponding tris-phenanthroline ferrous complex carrying 

trivalent lactoside-clusters ([Fe(phenLac)3]2+). Since N-Fe coordination bonds are reversible at the 

ambient temperature, the resultant complexes provide dynamic combinatorial libraries (DCLs) 

composed of four diastereomeric stereoisomers (-fac, -mer, -fac, and -mer) with their own 

carbohydrate packings, together with uncomplexed (free) phenLac. If some DCL members have 
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suitable carbohydrate packings, they would be stabilized and enriched through the intramolecular 

CCIs. In fact, by using these model systems, we were conducting circular dichroism (CD) spectral 

measurements to evaluate effects of alkaline/alkaline-earth metal salts on the - ratios of the 

glycoclusters. The resultant glycoclusters showed CD spectra characteristic for -isomers. Their CD 

spectral changes on additions of various alkaline/alkaline-earth metal ions were monitored through CD 

spectral analyses. 
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綿実テルペノイドであるゴシポールの精製法の確立と配糖体化 

Synthesis and molecular properties of gossypol having two-maltoside appendages 

     

研究代表者 中村 真基（生命科学研究科生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

キーワード／ ①ゴシポール  Gossypol 

  ②配糖体化  Glycosidation 

  ③光安定性  Photostability 

  ④レクチン親和性 Lectin affinity 

  ⑤キラリティー  Chirality 

平成 28 年度交付額／487,000 円 

  

研究発表／(1)学会およびポスター発表 

・ The 2016 Canadian Glycomics Symposium「Glycosides of Gossypol and their bioactivities」

平成 28 年 5 月 

・ 第 35 回日本糖質学会年会「分子内に二つのマルトシド残基を有するゴシポール誘導体の合成

とその分光学的特性」平成 28 年 9 月 

・ 第 10 回バイオ関連化学シンポジウム「分子内に二つのマルトシド残基を有するゴシポール誘

導体の合成とその分光学的特性の評価」平成 28 年 9 月 

・ 第 6 回 CSJ 化学フェスタ 2016「ゴシポール配糖体の合成とその分光学的特性」平成 28 年 11

月 

・ GlycoTOKYO 2016「ゴシポール配糖体の合成とその分光学的特性の評価」平成 28 年 12 月 

・ 日本化学会第 97 回春季年会「ゴシポール配糖体の合成とその分子特性」平成 29 年 3 月予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 黄色色素のゴシポールは天然化合物であり、ワタ属や、熱帯に生息する木本「サキシマハマ

ボウ」を含むアオイ科の植物が有しており、綿実中に大量に含まれている。ゴシポールはナフ

タレン環を持つセスキテルペンがナフタレン環同士で直結して 2量体化したトリテルペンであ

り、病原性真菌および昆虫に対する植物の防御システムの一部としての役割を有している。ま

た、ゴシポールは軸不斉化合物であり、自然界においてラセミ混合物として存在している。ゴ
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シポールには男性に対する避妊作用をはじめとする人体への有害な生理活性があるため、食用

綿実油製造において除去すべき毒性不純物とされてきた。しかし近年、ゴシポールが HIV-1 や

H5N1 インフルエンザウイルスに対する抗ウイルス活性、抗がん活性、抗寄生虫活性などを有

することを示す研究報告例が増加してきている。その点において、化学修飾による生理活性を

改良した種々のゴシポール誘導体の開発は医薬品化学において非常に興味深い研究テーマで

ある。特に、ゴシポール骨格への糖鎖の導入によって部位・細胞特異性を付与することは糖科

学者として極めて興味深い。しかし、ゴシポール配糖体についての研究例はこれまでほとんど

報告されていない。 

 本研究では、ゴシポール分子内のカルボニル炭素がアミノ基を有する化合物と脱水縮合して

イミンを形成することに着目し、ゴシポール骨格への糖の簡便な導入法を確立する。ゴシポー

ルのアルデヒド基は第一級アミンと容易に反応し、イミンを形成することが知られている。ま

た、ゴシポールの環上 OH 基の存在により、イミンはエナミンとの間に互変異性（イミン-エ

ナミン互変異性）を持つ。具体的には、糖に p-アミノフェニル基を導入し、ゴシポールと直接

カップリングさせることにより定量的に配糖体化させる。様々なゴシポール配糖体を合成した

のち、各配糖体の分光学的分析および水溶性、レクチン親和性の測定、生理活性・薬学活性に

関する評価を行う。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 本研究の開始当初は、食用綿実油の製造における毒性不純物として除去・廃棄されているゴ

シポールの有効利用を目指し、綿実油メーカーから提供された綿実油滓からのゴシポールの抽

出を試みていたが、結果としてゴシポールを得ることはできなかった。これは、綿実油メーカ

ーが精製で使用する強塩基がゴシポールに作用し分解したためである。ゴシポールのナフタレ

ン環上の隣り合った部位に存在するヒドロキシ基から塩基によってプロトンが引き抜かれる

ことにより、ゴシポールの分解がスタートする。このため本研究では井上円了研究助成を用い

てゴシポールを試薬として調達し、研究を進めることにした。 

 マルトースを出発原料とし、5 段階の反応を経てβ位に p-アミノフェニル基を有する誘導体

（pAP-Mal）を合成した。これを遮光条件下、エタノールなどの溶媒中でゴシポール（Gos）

と混和することによりカップリングさせ、2 つのマルトシドを有するゴシポール誘導体

（Mal-Gos）を合成した。また、同様にしてラクトースを出発原料として 2 つのラクトシドを

有するゴシポール誘導体（Lac-Gos）も合成した。各種分光学的特性を評価したところ、ゴシ

ポールの極大吸収 378 nm、蛍光極大 504 nm に対し、本研究で得られた Mal-Gos および

Lac-Gos は 450 nm に吸収極大、518 nm に蛍光極大を有することが判った。 
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 Mal-Gosの水中での安定性を調べるため、水溶液(0.16 mM, in DMF/H2O = 12/88)を調製し、

6 日間 UV-vis の経時変化を測ったところ、測定開始直後は急激に吸光度が低下したが、6 日目

ではほとんど変化していないため、化学平衡に達したものと思われる。蛍光標識レクチン

（ConA-FITC および RCA120-FITC）を用いて蛍光滴定によるレクチン親和性を測定したと

ころ、リファレンス（水）と比較して Mal-Gos は有意に活性を示したが、Gos とは大きな差は

なかった。これは、Gos および Mal-Gos のゴシポール部位の疎水性によりレクチンと結合して

いるものと思われる。Lac-Gos は Gos よりもさらに活性が大きかったため、Gos 部位に加えて

ラクトース部位もレクチンとの結合に関与しているものと思われる。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究を進めるにあたり、ゴシポールは光感受性が高く不安定であることがわかった。エナ

ミン誘導体にするとさらに光感受性が高まり、無色の瓶に入れて実験室内に置いておくだけで

も変性する。このためゴシポールを用いた反応、および生成物の保管は全て遮光条件にしなけ

ればならない。これに必要な褐色のナスフラスコなどは井上円了研究助成を用いて導入した。 

 ゴシポールはキラル化合物であり、それぞれのエナンチオマーにより生理活性が異なること

が知られている。本研究では現在ゴシポールをラセミ体として使用しているが、本研究の最終

的な目的である有用な新規ゴシポール化合物を開発するためには、キラル分割は必須である。

既に先行研究により簡便な手法が報告されているため、本研究でもこれを導入してさらに研究

を進めていく予定である。 

 

Summary 

Gossypol, a yellow terpenoid contained in cottonseeds in large amounts, is a part of plant’s 

defense systems against pathogenic fungi and insects. It has been considered as a toxic 

impurity to be removed on producing cotton oil because of its antifertility activity for 

human male. Recently, gossypol has, however, received an increasing research interest 

since it has unique bioactivities, such as insecticidal/antibacterial activities, 

antiviral-activities not only against HIV-1 but also against H5N1 influenza viruses, and 

anticancer-activity. In this respect, chemical modifications on gossypol to develop various 

gossypol derivatives with improved/modified bioactivities are of quite interest in medicinal 

chemistry, and various gossypol derivatives can be, in fact, now found in the literature. 

Introduction of carbohydrate modules onto gossypol scaffold is of quite interest because of 

potential site/cell-specificities originated from the carbohydrate modules. Little 
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glyco-gossypol is, however, found in the literature. In the best of our knowledge, only two 

examples can be found for glyco-gossypols in the literature. We are also interested in 

glyco-gossypols and therefore, have started to launch our synthetic efforts to develop 

various glyco-gossypols. 

Recently, we have succeeded in synthesis of the gossypol derivative having two 

maltoside-appendages (Mal-Gos) by the direct coupling of gossypol and the maltose 

derivative having p-aminophenyl functionality. UV-vis spectral measurements revealed 

that Mal-Gos has a stronger absorption band at longer wavelength than those of parent 

gossypol. Fluorescence spectral measurements (ex = 450 nm) revealed that Mal-Gos has a 

strong emission band at 518 nm. In order to confirm stability of Mal-Gos in water, we 

prepared aqueous solution of Mal-Gos (0.16 mM, in DMF/H2O = 12/88) and time-dependent 

UV-vis spectral change of the resultant solution were measured for the following 6 days. At 

the first stage of this experiment, absorbance at 445 nm of the resultant solution rapidly 

reduced. The UV-vis spectral change, however, reached to plateau, indicating that 

chemical equilibrium had been achieved with 6 days.  

In future works, we will synthesize various carbohydrate derivatives having amino groups 

to be coupled with gossypol to access various glyco-gossypol. 
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病原体の魚体内挙動に与える銀ナノ粒子曝露影響研究 

Effects of silver nanoparticles on pathogenic bacteria in medaka  

 

研究代表者 片岡知里 (生命科学研究科 生命科学専攻 博士後期課程 2 年) 
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      ②メダカ   Medaka 

      ③免疫毒性  Immunotoxicity 
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研究経過および成果の概要 

1 研究背景および目的 

化学物質の生産量および使用量が増大した 20 世紀初頭より，水環境に流入した化学物質が生物および

生態系に与える影響が危惧されてきた。その影響を評価するために行われた毒性試験により，環境汚染

物質のひとつである重金属（とくに鉛，カドミウム，水銀）はマウスの免疫系を抑制して病原体に対す

る感受性を増大させることが報告された。免疫系は，神経系および内分泌系とならぶ生体恒常性維持シ

ステムのひとつであること，さらに外来性微生物の感染から生体を防御する機能をもつことから，免疫

系に対する化学物質の毒性影響は生物の健康状態，健全な成長，生殖能力にまでに波及する可能性があ

る。 

我々は，抗菌性をもつことから近年生産・使用量が増大しており，生態系に与える影響が危惧されて

いる重金属製のナノマテリアル「銀ナノ粒子」もまた免疫毒性をもち，生態系を撹乱するのではないか

と仮説を立てた。我々はこれまでに，銀ナノ粒子が脊椎生物モデルであるメダカ（Oryzias latipes）の

免疫関連遺伝子発現を撹乱すること，免疫担当細胞のひとつであるリンパ球数を増加させること，魚病

細菌に対する感受性を高めることを明らかにすることが出来た。そこで本研究では免疫系に対する銀ナ

ノ粒子の影響をより詳細に明らかにするために，銀ナノ粒子を曝露されたメダカにおける銀ナノ粒子の

分布について検討するとともに，魚病細菌 Edwardsiella tarda のメダカ体内分布についても検討した。 

 

2 研究経過および成果の概要 

I. 銀ナノ粒子のメダカ魚体内分布 

銀ナノ粒子を曝露されたメダカの体内における銀ナノ粒子の分布およびその時間変動を測定した。4

ヶ月齢のメダカの雌雄それぞれ 5 尾ずつ（合計 10 尾）を 5 mg/L の銀ナノ粒子を含むメダカ胚培養液

（embryo rearing medium，以下 ERM と略す）1L 中で曝露した。曝露は，遮光，25 ̊C，静置，エア

レーション無しの条件下で行った。曝露開始から 24 時間後に水槽の試験液を，銀ナノ粒子を含まない

ERM に全量交換し 96 時間飼育することで，銀ナノ粒子の取り込み速度と排出速度を求めた。サンプリ

ングは 0，6，12，24，36，48 および 96 時間目に行い，解剖して脳，鰓，肝臓，腎臓，脾臓，胆嚢，

腸，生殖腺，および血液を採取した。サンプルは水酸化テトラメチルアンモニウムおよび超音波処理を

した後，金属粒子数と粒子直径の測定を可能にする Single particle ICP-MS を用いて銀粒子の定量を行

った。 

分析の結果，メダカから検出された銀ナノ粒子の約 90％が腸に蓄積しており，蓄積量は銀ナノ粒子の

曝露時間に依存して増加していた。また銀ナノ粒子曝露後，銀ナノ粒子を含まない ERM に移すと，腸

の銀ナノ粒子量は 36 時間目から 48 時間目にかけて急激に減少し，96 時間後にはブランクと同程度に
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まで低下した。腸以外の臓器については，血液，腎臓，肝臓から銀ナノ粒子が検出されたことから，銀

ナノ粒子が血流に乗って全身の臓器に到達した可能性が考えられた。 

II. 魚病細菌 Edwardsiella tarda のメダカ魚体内分布 

E. tarda を可視化するために，GFP（Green Fluorescent Protein）コード配列を持つ pGFPuv vector

をエレクトロポレーション法にて野生型 E. tarda に導入し，395 nm の励起光の照射により 509 nm の

蛍光を発する GFP 遺伝子組換え E. tarda を作出した。次に，メダカ孵化仔魚を 109 CFU/mL の GFP

組換え E. tarda に 48 時間浸漬感染させた後，4%パラホルムアルデヒド固定，DAPI による核染色を経

て，共焦点顕微鏡および Lightsheet 顕微鏡を用いて観察を行い，蛍光画像を取得した。 

 観察の結果，コントロール（GFP 組換え E. tarda 非感染区）のメダカと比較して，GFP 組換え

E. tarda 感染メダカの腸管から最も強い強度の蛍光を検出した。また，口，鰓，鰾，心臓，体節静脈，

尾動脈，尾静脈からも GFP の蛍光を検出した。GFP の蛍光が血管から検出されたことから，E. tarda

はメダカの血管に侵入し，局所的ではなく体全身に感染することによって敗血症様の症状を呈すること

が考えられた。 

 

3 今後の研究における課題または問題点 

今年度の結果により，腸管に最も多くの銀ナノ粒子および E. tarda が分布していたことが明らかにな

った。腸管は全身のリンパ球の 3/4 が存在する主要な免疫器官であることから，今後は銀ナノ粒子が腸

管免疫系に与える影響を評価することで銀ナノ粒子の免疫毒性発現機構を検討していきたい。 

 

Summary 

Silver nanoparticle (AgNP), which is one of the emerging nanomaterials, is using for 

pharmaceuticals and personal care products due to antibiotic activity of silver. However, fate and 

biological effects of AgNP released into aquatic environments are not clear yet. Environmental 

hazardous AgNP have risks to pollute aquatic environments and cause toxic effects to aquatic 

organisms. AgNP may also pose unpurposive damages to human through aquatic ecosystem. In this 

study we estimated immune toxicity of AgNP using medaka as a vertebrate model. To see AgNP 

distribution in AgNP exposed medaka, adult medaka were exposed to 5 mg/L of AgNP for 24 hours, 

and then were transferred to clean condition (absent from AgNP). Exposed medaka were harvested 

on 0, 6, 12, 24, 36, 48, and 96 hours. Brain, gills, liver, kidney, spleen, gallbladder, intestine, gonad, 

and blood which were sampled from harvested medaka were subjected to Single-particle ICP-MS 

(SP-ICP-MS) analysis. SP-ICP-MS analysis revealed that amount of AgNP uptake increased from 

36 hours to 48 hours, and then decreased from 48 hours to 96 hours. AgNP were detected from 
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intestine (91.0%) and kidney (2.7%), liver (2.2%), spleen (1.0%), blood (0.8%), gills (0.7%), 

gallbladder (0.7%), brain (0.6%), and gonad (0.2%). To see distribution of fish pathogen 

Edwardsiella tarda in medaka, Wild-type E. tarda (strain FK1051) was transformed with the 

plasmid pGFPuv using electroporation. Colonies that were resistant to ampicillin and fluoresced 

bright green (pGFPuv) under UV light were selected. In order to understand the organism’s 

infection pathway, medaka larvae (Oryzias latipes) were immersion-infected with E. tarda labelled 

with green fluorescence protein (GFP) and then visualized in three dimensions under confocal laser 

microscopy and light-sheet fluorescence microscopy. Confocal microscopy revealed GFP-labelled E. 

tarda in the mouth, head, gill bridges, gill cover, skin, membrane fin, gastrointestinal tract and air 

bladder, and in the caudal vein, somite veins, caudal artery and caudal capillaries. Light-sheet 

microscopy additionally showed GFP-labelled E. tarda in the pharyngeal cavity, muscle of the 

pectoral fin and cardiac atrium and ventricle. These data suggest intestine is target organ for AgNP 

immunotoxicity because large amount of AgNP and E. tarda were detected from intestine. 
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糖鎖間相互作用のハイスループット解析を指向した 
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High throughput evaluations of carbohydrate-carbohydrate interactions by using fluorescence 

intensity distribution analysis-polarization technique 
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研究経過および成果の概要   

  １．研究方法 

細胞膜の構成成分であるスフィンゴ糖脂質は、細胞膜上で水平凝縮して糖マイクロドメインを形成して

いる。隣接する細胞表面上に存在する糖マイクロドメイン同士が糖鎖間相互作用によって、選択的な細

胞接着やこの糖マイクロドメインに情報伝達分子が含まれていることから、細胞間情報伝達を引き起こ

している。そのため、糖鎖間相互作用のメカニズムの解明は多細胞生物における細胞接着や細胞間情報

伝達機構を分子レベルで理解することができ、更には望まない細胞接着等が原因で引き起こされる各種

疾患（ガン転移やリウマチなど）の治療の新薬開発等に結びつく魅力的な研究領域であると言える。し

かし、細胞を直接用いた研究によって CCIs のメカニズムを明らかにすることは非常に困難である。そ

こで我々は、CCIs のメカニズム解析を迅速かつ網羅的に行うためのハイスループット解析法として、

一分子蛍光システムの確立に取り組んだ。本研究では、まず末端に一級アミノ基を有するオリゴ糖誘導
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体に N-ヒドロキシスクシンイミド（NHS）で活性エステル化されたローダミン（NHS-Rho）を反応さ

せることにより、蛍光標識オリゴ糖鎖を合成した。これを分子プローブとし、様々なオリゴ糖（Mal、

Cel、Lac、3’SLac、6’SLac）やカチオン（Na+、Ca2+）を共存させた水溶液中でその蛍光偏向度を評価

した。ラクトース（Lac）またはセロビオース（Cel）を出発原料とし、7 段階の反応を経て一級アミノ

基を有するこれらのオリゴ糖誘導体を合成した。その後、これらのオリゴ糖誘導体と N-ヒドロキシス

クシンイミド（NHS）で活性化されたローダミン（NHS-Rho）とカップリングさせたのち、脱アセチ

ル化を行うことで、ラクトース修飾ローダミン（Rho-Lac）またはセロビオース修飾ローダミン（Rho-Cel）

を合成した。また、アニリンを出発原料とし 3 段階の反応を経て、一級アミノ基を有するアニリン誘導

体を合成した。その後、NHS-ローダミンとカップリングさせることでネガティブリファレンスとして

のアニリン修飾ローダミン（Rho-H）を合成した。カップリングに用いた NHS-Rho には、オルト位お

よびメタ位にスクシンイミド基がある 2 つの異性体が存在しており、カップリング後の Rho 誘導体

（Rho-Lac、Rho-Cel および Rho-H）にもそれぞれ二種類の異性体が存在している。本研究では、これ

らの異性体が共存している状態のまま FIDA-Po 測定を行った。 

 ２．研究経過および成果の概要 

 Rho-Lac および Rho-Hの蛍光偏光度（mP）を測定したところ、脱イオン水中における蛍光偏光度（mP0）

はそれぞれ 33.7 と 51.0 であった。一方で、Lac とともに Ca2+を共存させた場合、これらの分子の mP

はそれぞれ 46.2 および 62.4 に上昇した。本来であれば、ラクトース部位を持たない Rho-H は共存オリ

ゴ糖である Lac と相互作用しないので、mP の変化は見られないはずである。この結果は、Lac や Ca2+

を添加することにより溶液の粘度が上昇し、Rho-H 分子の回転が抑制されたため、mP が上昇したこと

を意味している。この結果を踏まえ、添加物による溶媒の粘度上昇を考慮した式 1 : （mPr-RhoLac-mPr-RhoH 

/ mPr-RhoH）を用いて ΔmPrを算出し、考えていった。ΔmPrの数値が大きいほど、CCIs が強く働くこ

とを表している。測定結果より、Ca2+存在下において、Rho-Lac の ΔmPrは Lac および 3’SLac が共存

すると有意な増大を示した。この結果は、Ca2+によって Lac-Lac 間相互作用が誘起されるという既存の

報告と一致し、我々の開発した一分子蛍光システムでも CCIs が検出できることが分かった。また、Lac

ではなく 6’SLac を共存させると、Rho-Lac の ΔmPrはさらに大きく増大し、その増大の程度は 3’SLac

添加時よりも大きかった。このことは、Rho-Lac のラクトース部位が Lac よりも 3’SLac や 6’SLac とよ

り強く相互作用することを示している。これら三つの糖の構造上の違いは、シアル酸の有無またはラク

トース部位に対するシアル酸の結合位置（3 位または 6 位）だけである。この結果は、本手法が CCIs

の糖構造依存性の解析にも極めて有用であることを示唆している。また Lac と 6’SLac 間との相互作用

はこれまでに報告例はなく、本手法が未知の CCIs の探索にも有用なハイスループット解析法であるこ

とを示すデータである。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

 今後、様々な糖鎖を NHS-Rho に組み込み、オリゴ糖やイオン共存下で測定することで CCIs のより

詳細なメカニズムがわかってくるだろう。  

Summary 

Glycoshingolipids in cell surfaces laterally aggregate to form microdomains and face-to-face 

interactions between such microdomains induce cell-cell adhesions and cell-cell signal 

transductions. It has been recognized that main driving forces to induce such face-to-face 

interactions include carbohydrate-carbohydrate interactions (CCIs), in which the carbohydrate unit 

of one glycosphingolipid recognizes the carbohydrate unit of another glycosphingolipid in specific 

and, in some cases, cations-dependent manners. Investigation on CCIs is of quite attractive from an 

industrial viewpoint, since it would supply useful information to design new drugs for preventing 

various diseases triggered by unfavorable cell-cell adhesions (metastases, inflammations, etc.). In 

spite of their importance, detailed mechanism of CCIs has not been solved so far. Fluidity of cell 

membrane makes it quite difficult to investigate CCIs using living cells. Artificial model system are, 

therefore, quite useful to investigate the mechanism of CCIs. 

Recently, we established a new high-throughput evaluation (HTE) system based on fluorescence 

intensity distribution analysis-polarization (FIDA-Po) to evaluate CCIs. In this work, we 

synthesized rhodamine-labeled lactoside (Rho-Lac), cellobioside (Rho-Cel), and aniline (Rho-H) as 

molecular probes, and monitored its rotational diffusion rates in the presence and absence of free 

oligosaccharides in aqueous media. If adhesive CCIs exist between the free oligosaccharides and 

Rho-Lac, they should restrict molecular motion of Rho-Lac to reduce its rotational diffusion rates. 

In fact, ΔmPr of Rho-Lac increased in the presence of Lac and 3’SLac as free oligosaccharide. This 

result shows that CCIs exist between these oligosaccharides and Rho-Lac and they should restrict 

molecular motion of Rho-Lac. we can detect Ca2+-induced Lac-Lac and 3’SLac interactions by using 

this HTE system. This result shows that CCIs exist between these oligosaccharides and Rho-Lac 

and they should restrict molecular motion of Rho-Lac. In addition to the oligosaccharides, 

coexistence of Ca2+ induced further increment in fluorescent polarization of Rho-Lac. These results 

are in agreement with the data reported in the literature showing that Lac-Lac and Lac-3’SLac 

interactions were induced by addition of Ca2+. These data indicate that our protocol using MF-20 is 

quite useful to investigate CCIs. In my future work, we will apply our system to investigate CCIs 

between other combinations of oligosaccharides. 
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研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

 本研究の目的はマルチサブユニット型カチオン/H+アンチポーターにおける輸送するイオン輸送サブ

ユニットの同定である。また、これまでに Mrp アンチポーターのイオン輸送モデルとして 2 つのモデ

ルが提唱されている。①つ目は MrpA がカチオン輸送経路、MrpD が H+輸送経路として機能している

モデル。②つ目は MrpA、MrpD それぞれに H+輸送経路が存在し、MrpA と MrpD の境界面でカチオ
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ン輸送経路として機能するモデルである。しかし、現在どちらの輸送モデルが正しいのかという研究は

報告されていない。 

この研究目的を解明するために、輸送するカチオンの異なる 2 種類の Mrp 型アンチポーターである①

Na+/H+アンチポート型（Na+/H+型）、②Ca2+/H+アンチポート型（Ca2+/H+型）に着目して下記のテーマ

1～3 について取り組みを行った。 

テーマ 1． 2 種類の Mrp 型アンチポーター間で MrpA サブユニットを別の種類と交換した時に輸送す

るイオンが変化するかの検証とイオン輸送を規定するサブユニットの同定 

テーマ 2. Mrpアンチポーターにおけるイオン輸送に関与するとされる 2つのサブユニットを異なるカ

チオンを輸送する Mrp サブユニットに置換した時の輸送するイオンが変化するかの検証とイオン輸送

モデルの同定 

テーマ 3．Mrp 型 Na+/H+アンチポーターのイオン選択透過とイオン輸送経路に関与する特徴的なアミ

ノ酸配列の解明 

上記のテーマに着手するにあたり、アンチポート活性の測定は反転膜を用いた蛍光消光法で行った。ま

た、Mrp アンチポーターの複合体の検出には可溶化タンパク質を用いた Blue Native PAGE により行っ

た。 

 

2. 研究経過および成果の概要 

 本研究は1.研究方法に記した3つのテーマから構成されている。現在テーマ1～2を終え、テーマ3の実験を

行っている。これまでの研究結果をテーマ別に下記に記載した。 

＜テーマ1．＞この実験においてCa2+/H+型のmrpA遺伝子とNa+/H+型のmrpBCDEFG遺伝子をコードするプ

ラスミドをNa＋感受性を示す大腸菌KNabc株に導入した株を構築した。その結果、この株（置換型MrpA株）は、

Na+/H+アンチポート活性とCa2+/H+アンチポート活性を示した。もし、Mrpアンチポーターが1.研究方法に記した

①のイオン輸送モデルを取っていると仮定すると、MrpA サブユニットを別のカチオンを選択する

MrpA サブユニットに置換しただけで、カチオン選択性を完全に変化させることができるが、実際に

MrpA を置換した置換型 MrpA 株は 2 つのカチオン選択性を有していた。 

 この結果より、Mrp アンチポーターにおいてカチオンは MrpA と MrpD サブユニットの境界面で輸

送されるのではないかと考えられた。また、Mrp アンチポーターにおけるイオン輸送サブユニットに

は MrpA、MrpD の両サブユニットが関与していることが示唆された。この説を証明するためにテー

マ 2 の実験を行った。 

＜テーマ2．＞このテーマでは Ca2+/H+型の MrpA と MrpD サブユニットを同時に置換した置換型
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MrpA+MrpD アンチポーターコードするプラスミドを構築し、テーマ１と同様にNa＋感受性を示す大腸菌

KNabc株に導入し、輸送するカチオンの変化を観察することでイオン輸送モデルの同定を行った。 

 置換型MrpA+MrpDアンチポーターにおけるカチオン/H+アンチポート活性測定の結果、置換型MrpA+MrpD

アンチポーターはCa2+/H+型Mrpアンチポーターと同様にCa2+/H+アンチポート活性のみを示すMrpアンチポータ

ーであった。 

 これらの実験により、MrpA、MrpDサブユニットを同時に異なるカチオンを輸送するものに変えると置換した

Mrp由来のアンチポート活性のみを示す結果が得られた。さらに、この結果は、Mrpアンチポーターにおけるイオ

ン輸送モデルは②の MrpA、MrpD サブユニットの境界面でカチオンを輸送し、MrpA,MrpD サブユニ

ットそれぞれに H+輸送経路として機能するというモデルを支持するデータであった。 

＜テーマ3．＞このテーマではMrpアンチポーターにおけるカチオン輸送経路を形成しているとされる領域のアミ

ノ酸残基に着目して、カチオン選択性に重要なアミノ酸残基の特定を試みた。Na+/H+型Mrpアンチポーターと

Ca2+/H+型Mrpアンチポーターにおけるこれらの領域のアミノ酸残基を比較した結果、6つのCa2+/H+型Mrpアン

チポーターに特異的なアミノ酸残基を特定した。このテーマは現在解析途中であるが、Ca2+/H+型Mrpアンチポー

ターに特異的なアミノ酸残基をNa+/H+型Mrpアンチポーターに一アミノ酸残基変異として導入した3つの株にお

いてNa+/H+、Ca2+/H+アンチポート活性を示した。これらの結果はMrpA（TM5）とMrpD（TM12）がMrpア

ンチポーターにおけるカチオン輸送経路を形成しているとする説を裏付ける結果となった。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

 2.研究経過および成果の概要 テーマ 3 において 6つの Ca2+/H+型Mrpアンチポーターに特異的なアミノ

酸残基を特定し、一アミノ酸残基変異Mrpアンチポーターの構築を試みた。現在は内3つの構築と解析が終了して

いるが、残り3つの一アミノ酸変異Mrpアンチポーターの構築と解析をし、イオン選択性に関与するアミノ酸残基

の特定をする必要がある。これらの変異導入には現在Gene tailor法を用いて行っているが、目的の変異を含む変異

体を現在取得できていない。そこで、今後はGene tailor法に代わり、Gene SOEing 法による変異導入やQuick 

Change法による変異導入法に切り替えて実験を行う予定である。 

 

 

Summary 

Mrp antiporter (Multiple resistace and pH adaptation) is one of bacterial cation/H+ antiporter 

which consists of 7 subunits (MrpABCDEFG). Mrp antiporter contributes to salty resistance and 

intracellular pH homeostasis. Previous study showed deleted mrp Pseudomonas areginosa caused 
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the reduction of infectivity. Therefore, Mrp antiporter has attracted attention as the drug target 

protein for pathogenic bacteria. 

 MrpA and MrpD subunits are known as homologues of NuoL, NuoM and NuoN in respiratory 

complexI. NuoL, M and N are predicted to be the H+ pathway in respiratory complexI. Besides, 

MrpA and MrpD subunits have been predicted to be the ion pathway in Mrp antiporter. However, 

nobody knows ion transport subunits and ion transport model in Mrp antiporter. 

 In order to elucidate that, I constructed mutation Mrp antiporters. These mutation Mrp 

antiporters were based on Na+/H+- type Mrp antiporter (derived from Bacillus pseudofirmus OF4). 

The MrpA or MrpD subunits were replaced to the subunits which showed other ion selectivity. In 

these experiments, I used K+/H+-type Mrp antiporter (derived from Bacillus alcalophilus AV1934) 

and Ca2+/H+-type Mrp antiporter (derived from Thermomicrobium roseum). Then, I constructed two 

kinds of Replaced MrpA antiporters (K+-type MrpA and Ca2+-type MrpA) and two kinds of Replaced 

MrpD antiporters (K+-type MrpD and Ca2+-type MrpD). Next, I introduced these plasmid DNA 

which were coded mutation Mrp antiporters into Escherichia coli KNabc. E. coli KNabc is sodium 

sensitive phenotype because it deleted 3 main Na+/H+ antiporters. Therefore, E. coli KNabc shows 

no growth above 0.1M Na+ concentrations. 

 As using these replaced Mrp strain, Replaced MrpA strain which had Ca2+/H+-type MrpA showed 

Na+/H+ and Ca2+/H+ antiport activity. In other words, replacing only MrpA subunits leaded to be two 

coupling ion. From these results, I suspected each of MrpA and MrpD has H+ pathway, and interface 

of MrpA and MrpD as cation pathway. 

 Then I constructed the mutation Mrp strain (Replaced MrpA+MrpD) which had Ca2+/H+ type 

MrpA and MrpD subunits with Na+/H+ type MrpBCEFG in E. coli KNabc. Replaced MrpA+MrpD 

strain had only Ca2+/H+ antiport activity as well as Ca2+/H+ type mrp antiporter. According to these 

results, interface of the MrpA and MrpD subunits is critical for determination of ion selectivity in 

the Mrp antiporter. 

 Previous study assumed MrpA (TM5) and MrpD (TM12) formed cation pathway in Mrp antiporter. 

Besides, I compared amino acid residues in these region, and I found six unique amino acid residues 

in Ca2+/H+ antiporters. 

From my experiments, I identified ion transport subunits and ion transport model in Mrp 

antiporter. In the future, I’ll focus on these amino acid residues in MrpA TM5 and Mrp TM12, in 

order to elucidate the ion transport mechanism in Mrp antiporter. 
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研究経過および成果の概要 

１. 研究方法    

 ポリフェニルアセチレン型糖鎖高分子の側鎖に導入する糖鎖として、既に Ca2+存在下にて CCIs を引

き起こすと知られるラクトース（Lac）に加え、対照糖鎖としてのマルトース（Mal）を選択した。Lac

および Mal を出発原料とし、ヒドロキシ基のアセチル化やアノマー位のブロモ化、ナトリウム-p-ニト

ロフェノキシドとのカップリングなど、計 7 段階の合成経路を経て 1 級アミノ基を有する糖誘導体を合

成した。その後、4-エチニル安息香酸クロライドとのカップリングによりアルキン末端を有するモノマ

ーを得た。さらに、ロジウム触媒（[Rh(nbd)Cl]２）を用いてこれらのモノマーを重合させたのち、塩基

性条件下にて脱保護することで Lacまたは Mal部位

を有するポリフェニルアセチレン型糖鎖高分子

（PPA-Lac、PPA-Mal）を合成した（Chart 1）。こ

れらのポリフェニルアセチレン型糖鎖高分子のコン

Chart 1 PPA-Lac and PPA-Mal 
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ホメーション解析は CD スペクトル測定にて行った。まずは純水中にて CD スペクトル測定を行い、次

いで各種アルカリ金属（NaCl、KCl）およびアルカリ土類金属塩（CaCl2、MgCl2）共存下にて CD ス

ペクトル測定を行うことによって、コンホメーション変化のカチオン要求性および糖構造依存性を評価

した。 

２. 研究経過および成果の概要 

 PPA-Lac の CD スペクトル測定を行った結果、イオン非存

在下にて 268nm に強い負の、312nm に強い正の CD ピーク

が見られた。更に 380nm 付近に弱い負の、430nm 付近に弱

い正の CD ピークが観測された（Fig.1）。これは、PPA-Lac

が水中にてらせん構造を有していることが示唆された。ただ

し、同様の主鎖構造のポリフェニルアセチレンに関してらせ

んの向き（右巻き or 左巻き）の同定を行っている研究例がな

く、今回のポリフェニルアセチレンのらせんの向きは未だ不

明である。さらに、アルカリ金属塩（NaCl、KCl）およびア

ルカリ土類金属塩（CaCl2、MgCl2）それぞれを共存させて

CD スペクトル測定を行ったところ、特定の塩の添加によっ

て CD ピークが増強された。イオン非存在下における 312nm 付近の CD ピーク強度（CD312）を 1 とし

たときのイオン存在下における CD312の相対強度をイオン濃度に対してプロットしたところ、Fig.2-A

のようになった。PPA-Lac において、KCl 添加により CD312強度が濃度依存的に大きく増大し、CaCl2

存在下でも CD ピークの僅かな増大を観測した。一方、NaCl および MgCl2存在下では、濃度依存的に

CD ピークの変化はほとんど見られなかった。これらの結果から、K+および Ca2+で誘起される Lac 間

の相互作用によって PPA-Lac 中のらせん構造の安定化が起きたと考えられる。次に、測定した CD ス

ペクトルから Ca2+および K+と PPA-Lac との結合定数（Ka）を求めた結果、それぞれ 1.03M-1、8.36M-1

となった。 

 これら結果より、Ca2+に比べ K+は PPA-Lac に対して強く結合し、カチオン種の中でも特に K+によ

って Lac 間の CCIs が強く誘起され、それにより PPA-Lac のらせん構造安定化が起きたと考えられる。

これまで Lac 間の CCIs に関する先行研究では主に Ca2+要求性であるという報告が多かった。一方で

K+に着目した CCIs の研究報告は少なく、今回用いた人工モデル系では Lac 間の CCIs は K+に対して

高い要求性を有することがわかった。 

 PPA-Mal の CD スペクトル測定を行った結果、PPA-Lac の CD スペクトル同様にイオン非存在下に

て 268nm に強い負の、312nm に強い正の CD ピークが見られた。このことから PPA-Lac と同様に水

中にてらせん構造を有しているが、前項で述べた理由よりらせんの向きは不明である。さらに、アルカ

Fig. 1 CD spectral change of PPA-Lac in the 
presence of KCl (Conditions: [PPA-Lac] = 

1.6 mM, d = 1 mm, 20 ºC). 

PPA-Lac 
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リ金属塩（NaCl、KCl）およびアルカリ土類金属塩（CaCl2、MgCl2）それぞれを共存させて CD スペ

クトル測定を行ったところ、どのカチオンを加えても CD312強度に僅かな増大はあったものの大きな変

化は見られなかった（Fig.2-B）。この結果から、PPA-Lac のようならせん構造の安定化はほとんど起き

ず、Mal 間の CCIs はどの様なカチオンを添加しても誘起されないことが示唆された。特定のカチオン

によるらせん構造の安定化が PPA-Lac のみ引き起こされた要因として、側鎖である糖鎖の非還元末端

側の糖構造が異なることが挙げられ、CCIs は高い糖構造依存性を有していることもわかった。 

 

３. 今後の研究における課題または問題点 

 当初申請していた研究内容では、カチオン要求性評価・糖構造依存性評価を行うと共に様々なオリゴ

糖と共存させ、コンホメーション変化からオリゴ糖応答性評価も行う予定だった。しかし、本実験で用

いた合成過程は計 10 段階とこれまでのポリフェニルアセチレン合成と比較的時間を要する合成経路と

なり、オリゴ糖応答性評価までには至らなかった。したがって、今後の研究において簡便なポリフェニ

ルアセチレン合成を確立する必要があると考えられる。 

 

Summary 

 Glycosphingolipids on cell surfaces play essential roles in varieties of bioprocesses including 

fertilizations, differentiations, and cell-cell adhesions. Increasing interest has been placed on 

carbohydrate-carbohydrate interactions (CCIs) between two glycosphingolipids, since the CCIs act 

as main driving forces to induce various cellular recognition events. Investigation on CCIs is of 

quite attractive from an industrial viewpoint, since it would supply useful information to design 

new drugs for preventing various diseases triggered by unfavorable cell-cell adhesions. In spite of 

its importance, not only fluidic nature but also fluctuations of glycosphingolipid levels on the cell 

Fig. 2 Relative intensities (CD312) of PPA-Lac (A) and PPA-Mal (B) in the presence of alkaline/alkaline-earth 

metal salts (Conditions: [PPA-Lac] or [PPA-Mal] = 1.6 mM, [Salts] = 0.0 ~ 2.0 M, d = 1 mm, n = 3, 20 ºC). 

PPA-Lac PPA-Mal 

(A) (B) 
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surfaces make it quite difficult to investigate CCIs in a detailed manner. Simple and well-designed 

model systems are, therefore, highly required in this research field. We herein present one of such 

model systems, that is, a helical glycoclusters having polyphenylacetylene mainchain. Its dynamic 

helix/coil transition at the ambient temperature offers unique platform to probe the CCIs. For 

example, adhesive CCIs among its pendent carbohydrates may stabilize the helical structure with 

closed carbohydrate packings and repulsive CCIs may destabilize such helical conformations. We 

can monitor this conformational change by circular dichroism (CD) spectral mesurements. In this 

study, we synthesized helical polyphenylacetylene having pendent lactosides (PPA-Lac) and 

maltosides (PPA-Mal) through polymerization of lactoside derivative having alkyne terminal by 

using [Rh(nbd)Cl]2 as a catalyst followed by deacetylation. CD spectral measurements showed that 

PPA-Lac and PPA-Mal exhibited strong CD signals at 312 (positive) and 268 (negative) nm in pure 

water, suggesting helical structure of PPA-Lac and PPA-Mal. We then measured CD spectra of 

PPA-Lac in the presence of CaCl2, MgCl2, NaCl and KCl to find that the intensities of these signals 

increased with increasing concentrations of CaCl2 and KCl. These results signify that the helical 

structure of PPA-Lac was stabilized on the additions of CaCl2 and KCl.  The association constants 

of PPA-Lac toward Ca2+ and K+ can be estimated to 1.08 M-1 and 8.36 M-1, respectively. On the other 

hand, no CD spectral change of PPA-Mal was observed on the additions of these salts. These results 

signify that the helical structure of PPA-Mal arise no stabilization on the additions of these salts. 
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Univ. 53: 2017. 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

材料として 7 週齢のラットを用い、3 日間の予備飼育でラットをあらかじめ飼養環境、検者

ならびに実験群では跳躍運動に慣れさせた後、無作為に運動群(EX)と対照群(CO)に分けた。ま

た EX は、さらに、それらを実験期間（4、7 および 14 日）別に分類し、最大跳躍高に対して

30％、45％、90％の高さに設定した運動群をそれぞれ EX30、EX45 および EX90 とした。EX

の実験期間中の跳躍運動は、100 回/日、5 日/週とし、1 週間ごとに最大跳躍高を再計測して実

施した。CO は同様の期間をケージ内にて通常飼育した。各実験期間終了後、ラットから大腿

骨を摘出し、骨膜を温存するために軟組織を 5mm 程度残した後、ハンドモーターにて左脚を

矢状方向に割断した群と前額方向に割断した群に分け、右脚については横断方向に割断した。

その後、速やかに固定液に浸漬した。その一部を用いて肉眼的に観察するとともに、同様な標

本に OSO4 による後固定とそれに続く種々の処置を施し、準超薄切片を作製して光学顕微鏡に

て観察した。そのほか、脱灰パラフィン切片および非脱灰樹脂包埋研磨標本を作製し、一般染
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色を施して、光学顕微鏡にて観察した。また、骨形態計測の手法に従って評価に必要なパラメ

ータを求め、各群の大腿骨を組織学、形態学的に分析した。 

２．研究経過および成果の概要 

   各群のラットの体重について、CO は発育に伴って体重が増加傾向であったが、運動群の増

加は緩やかで、14 日目では CO と比較して全ての運動群が有意に低かった。実験結果より、

EX の体重が有意に増加したわけではないので、体重が骨形成に及ぼす影響は少ないと考えら

れた。 

大腿骨の形態（長軸、短軸）への影響については、14 日目の群においてのみ、CO と EX に

有意差がいくつか確認された。 

大腿骨の骨膜は、中央部（骨幹）が薄く、遠位部（骨幹端）が厚かった。また、ラット大腿

骨の骨膜は加齢とともに厚さが減少するため、今回の実験では、骨膜の厚さは加齢による生理

的変化の範囲内であると推測された。 

大腿骨の中央部および遠位部に対して、14 日目の群の標本を使用して、各運動強度における

後側および内側の組織像を光学顕微鏡下で観察した。中央部では、後側および内側ともに、運

動強度が増すに伴い、骨膜側で厚い類骨が形成され、CO でみられた皮質骨内の血管腔が狭小

化して緻密化した。遠位部では、中央部と異なり、運動強度が増すに伴い、骨膜側から著しい

骨吸収が確認され、また緻密骨の骨膜側に血管腔が多数出現していた。実験では、運動強度（％）

の増加によって、中央部の皮質骨における明らかな緻密化が認められた。この結果は、力学的

負荷が皮質骨の形成に影響を与えたことを示唆した。 

骨膜組織の細部の変化を確認するために、大腿骨の中央部の組織に対し、脱灰準超薄切片を

作成して、光学顕微鏡下で観察した。中央部（内側）の骨膜は、EX30 の 4 日目で顕著に肥厚

し、14 日目では CO と同程度の厚さであることが観察された。また、その骨膜の肥厚では、特

に骨形成層の厚さが増加し、細胞の凝集程度は CO とほとんど変わらないことが観察された。

骨膜は血管と感覚神経を豊富に持つ組織であることから、運動刺激による血液循環の変化や、

骨格筋組織からの成長因子の放出が、一過性に骨膜組織に影響を与えたことが推測された。 

以上の結果により、異なる強度の跳躍運動は、骨基質に特徴的な構造変化をもたらすのに対

し、骨膜の厚さにはあまり影響をもたらさないことが示唆された。 

３．今後の研究における課題または問題点 

   骨が外的な要因により損傷した場合、骨膜は一時的に肥厚して活性化する。機械的な刺激、

特に高強度な運動とされる跳躍運動によって、骨膜と骨基質がどのように構造変化をたどるの

かについては詳細な報告はない。高強度な運動に対する骨膜の変化と骨基質の研究は、スポー

ツ障害における疲労骨折、過労性脛部痛（シンスプリント）、Medial Tibial Stress Syndrome
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（MTSS）などの発症メカニズムの解明のために必要である。 

   本研究の結果より、高強度の跳躍運動では骨膜の反応は乏しいということ、それに対して、

骨基質の反応はダイナミックに変化し、かつ中央部と遠位部での反応が異なることが判明した。

先に挙げた 3 つの疾患は、ヒトでは多くは脛骨で発症するが、今回は先行研究で多く検討され

ているラット大腿骨での反応を観察したものであるため、安易に結果を結び付けることはでき

ないが、加重骨である下肢骨である点は同じであり、高強度な運動に対する組織変化として、

一定の知見が得られたと思われる。 

   今後の研究課題として、脛骨での反応をみること、組織損傷の前兆を確認するために炎症性

サイトカインを検出する方法などを試みることなどが挙げられる。 

問題点として、このような実験では実験動物を使わざるを得ないこと、その動物は四足動物

であり、二足歩行であるヒトとの関連については、結果を単純に結び付けられない点である。 

本研究では、その影響に対して検討するには準備不足な点もあり、今後はより詳細に検討で

きる実験計画を立案していきたいと考えている。 

 

 

Summary 

Purpose: It is commonly known that mechanical loading promotes a bone formation. High 

impact exercises such as gymnastics and/or ball games (basketball, volleyball and squash, etc.) 

improve the bone mineral density and it was showed actually that distinct effects on the bone 

mineral density were found in calcaneus and tibia, not in radius.  To the contrary, little effects 

of the exercise on the bone mineral density were found by low impact exercises such as walking, 

running and swimming (diving).  The periosteum is an important tissue playing a central role 

in bone development and formation.  It has thought that the periosteum is divided into the 

outer and inner layer, the outer layer covered the bone surface and contributed to maintenance 

of bone strength, and pluripotential mesenchymal cells existing in the inner layer differentiate 

to osteoblasts.  The structural changes in the periosteum and the cortical bone by the jumping 

exercise hasn't been investigated in detail.  In this study, the structural changes of the 

periosteum at the central and distal portions of femur caused by the jumping exercise under 

various conditions were investigated by relating to a change of the bone matrix. 

Materials and methods:  Seven-week-old male rats (wistar strain) were used as materials, 

and were divided into two groups (experimental group: EX, and control group: CO).  

Furthermore, EX divided into three subgroups that jumped at 30, 45 or 90% of maximal 
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jumping height of each rat.  Each EX accomplished jumping exercises in each heights, 100 

times/day, 5 days/week, for 4, 7 or 14 days, and CO was fed ordinarily for same days as each EX.  

After each experimental period, samples from distal 2/5 (central) and 1/4 (distal) portions of 

femur were excised, and were observed histologically and measured bone morphometrically.    

Results:  Compaction of the cortical bone was advanced accompanied with increase in 

exercise intensity at the central portion.  Oppositely, active osteoid formation was recognized 

at the distal portion.  Osteoid formation was activated at the periosteum side of central and 

distal portions.  Compaction of the cortical bone was found only at the central portion, and 

expansion of Howship’s groove was observed only at the distal portion.  The periosteum 

showed acute increase in the thickness of the osteogenic layer and then returned to its original 

thickness. 

Conclusion:  It was understood that the jumping exercise at the various intensities caused 

characteristic changes to the bone matrix but little effects was given to the thickness of the 

periosteum. 
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研究経過および成果の概要(Outline of your research progress and result) 

1. 研究方法(Research method) 

The objective of this research work is to develop a successful nanotechnology mediated strategy 

to target the cancer stem cells in cancer. We have successfully encapsulated a small molecule 

antagonist inside polymeric nanoparticle that targets one of the self-renewal pathways active in 

these fraction of cells and further modified the nanoformulation in order to achieve specific 

targeting of CSCs by employing active targeting and dual drug combination strategies. The 
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schematic representation of our research work is shown in figure 1.  

 

Figure 1. Schematic representation of the objective of our work PLGA-loaded GANT61 

nanoparticles for cancer therapy. Scheme 1 shows the preparation of GANT61 nanoformulation 

using PLGA polymer and checked for its anti-cancer activity by passive targeting and active 

targeting. Scheme 2 shows the preparation of dual drug nanoformulation of GANT61 and 

curcumin to achieve combination therapy to target the heterogeneous tumor mass.  

The GANT61 PLGA nanoparticles and dual drug GANT61 curcumin PLGA 

nanoparticles were both synthesized using the single emulsion solvent evaporation technique, 

one of the widely adopted techniques to encapsulate hydrophobic compounds. Briefly PLGA 

polymer and the drug to be encapsulated were first co-dissolved in ethyl acetate. This organic 

mixture is then emulsified in an aqueous phase containing a stabilizer (polyvinyl alcohol) and 

sonicated. The emulsified mixture is now then left for evaporation of ethyl acetate and then later 

centrifuged to collect the nanoparticles formed. The nanoparticles are then lyophilized to obtain 

the final product for later studies. In order to prepare aptamer targeted nanoparticles A15 

aptamer was conjugated onto the surface of GANT61 PLGA nanoparticles by EDC-NHS aqueous 

chemistry.  

Later, physicochemical characterization was performed on the synthesized 

nanoparticles by using various techniques including DLS, SEM, TEM, XPS, FTIR and UV-vis 

spectroscopy to reveal their size, shape, surface morphology, surface chemistry, and chemical 
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interaction. Furthermore, in vitro drug release was performed to analyze the release of drugs 

from the PLGA nanoparticles in PBS buffer. In vitro cell studies was carried out to check the 

efficacy of our nanoparticles on cancer cells and normal cells.  

2. 研究経過および成果の概要(Outline of your research progress and result) 

The first phase of our work was to prepare GANT61 PLGA nanoparticles and check for its 

anti-cancer activity in colon cancer and breast cancer cells. The formulation of GANT61 inside 

PLGA nanoparticles is reported for the first time. GANT61 PLGA NPs had an average size of 

250nm, spherical in shape and had a smooth surface as shown in SEM image figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. SEM image of GANT61 PLGA NPs. 

 

There was no chemical interaction between GANT61 and PLGA polymer as revealed 

from the FTIR data and also XPS analysis revealed the successful encapsulation of drug inside 

the PLGA matrix. GANT61 PLGA NPs imparted no cytotoxicity to the normal mouse fibroblast 

cell line however prolonged toxicity was observed in both the cancer cell lines (HT-29 and 

MCF-7) as shown in figure 3(a) & 3(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. (a) Cytotoxic effects of GANT61 on HT-29 colon cancer cell line; (b) Cytotoxic effects of 

GANT61 on MCF-7 breast cancer cell line. 

 

From our results we inferred that PLGA is a more suitable nano carrier for delivering 

GANT61 to cancer stem cells as a novel anti-CSC therapy. Therefore we chose to carry out 

surface modification on GANT61 PLGA nanoparticles by attaching an aptamer A15 to achieve 

b a 



102 

 

active targeting against CD133 expressing cancer stem cells, which comprise the second step of 

scheme 1 of our work.  

The conjugation of the A15 aptamer onto the NPs surface was confirmed by the presence 

of N 1s peak (398 eV) as shown in the red colored XPS spectra as shown in figure 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. XPS analysis of GANT61 NPs and A15 GANT61 NPs 

The cytotoxicity analysis suggests that a mid range concentration of 250μg/ml of 

A15-GANT61 NPs would be sufficient enough to impart toxic effects to the colon cancer cells due 

to active targeting strategy. 

The final phase of our work as shown in scheme 2 of figure 1 comprised of developing and 

characterizing dual drug GANT61 and curcumin PLGA NPs as a novel combination to target 

against heterogeneous tumor mass. The combination of these two drugs inside a polymeric 

nanoparticle would not only improve their aqueous solubility but also their therapeutic efficacy 

towards the heterogeneous tumor population that would target the tumor cell and CSCs in a 

single shot. 
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Figure 5. SEM image of GANT61 curcumin PLGA NPs. 

Dual drug nanoformulation had an average size of 256 ± 21.66 d.nm. Dual drug 

nanoformulations reportedly showed more cytotoxicity towards the MCF-7 breast cancer cells 

compared to both the single drug nanoformulations suggesting the synergistic effects of both the 

anti-cancer drugs and also supported by the optical microscopy images as shown in figure 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Figure 6. Optical microscopy images of MCF-7 breast cancer cells when treated with dual drug NPs 

 

3. 今後の研究における課題または問題点(Challenges and problems on your research for the future) 

The very first challenge that I faced during my research work was to select a novel drug 

that has not undergone any nanoformulation process. After careful literature review GANT61, a 

small molecule antagonist that targets the Hedgehog pathway active in many cancers reported 

today was chosen for my work. The next challenge was to find a suitable nanocarrier for the 

encapsulation of GANT61, which will improve its aqueous solubility and bioavailability compared 

to the free drug. Since PLGA is biocompatible biodegradable FDA approved polymer utilized for the 

encapsulation of many anti-cancer drugs, we hypothesized that it could be a suitable carrier for our 

chosen drug GANT61. Next was the optimization during the synthesis process of nanoparticles and 

their proper characterization was quite necessary for its efficacy in cell studies, since the 

nanoformulation of GANT61 is reported for the first time. Moreover, characterization of the free 

drug GANT61 was essential, since very less literature on its properties was available. And also 

finding out the optimal concentration of the GANT61 PLGA NPs to impart cytotoxicity to the cancer 

cells and not the normal cells was quite a challenge. To gain more insights into the molecular 

biology of killing of the cancer cells by GANT61 NPs, more cell studies needs to be done in the 

future that also includes in vivo mice studies and pharmacokinetics aspect of the NPs. In the case of 

aptamer A15 GANT 61 PLGA NPs suitable method to conjugate the aptamer on the GANT61 NPs 

surface required optimization by adopting the EDC/NHS chemistry. Finally, the selection of a novel 

dual drug combination for an anti-CSC combination therapy was quite a challenge that would kill 

the cancer stem cells and bulk tumor mass in a single shot.  
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Summary 

My research work is mainly focused on to target the cancer stem cells (CSCs) through Nano 

medicine approach. Current conventional chemotherapeutics are unable to eradicate these CSCs 

completely, as a result of which cancer relapse and drug resistance is implicated to be the possible 

repercussion after cancer therapy. This is where nanomedicine may lend a helping hand to the 

existing cancer therapies in the elimination of CSCs in the near future. 

I have used a small molecule Hedgehog pathway GLI Antagonist (GANT61), known to have 

superior anti-cancer effects over existing Hedgehog pathway inhibitors and encapsulated inside a 

biocompatible polymeric Nano carrier. The nanoformulation of GANT61 is reported for the first 

time as an alternative drug delivery system for anticancer therapy with improved aqueous 

solubility, bioavailability and showed anti-cancer effects. Since GANT61 nanoformulation was 

successful in imparting anti-cancer efficacy, we further bio-functionalized the GANT61 

nanoformulation with an aptamer to achieve active targeting in cancer cells. The targeted aptamer 

GANT61 nanoformulation imparted cytotoxicity towards cancer cells even at a low dose in 

comparison to the non-targeted GANT61 nanoformulation.  

Finally, to achieve complete elimination of tumor mass by killing the bulk tumor cells as 

well as the cancer stem cells, we further incorporated a dual drug combination therapy by 

encapsulating GANT61 and curcumin inside PLGA nanoparticles, which concludes the final step of 

our research work. 
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研究経過および成果の概要（Outline of your research progress and result） 

4. 研究方法（Research method） 

A) Synthesis of Magnetic Nanoparticles 

We have used standard precipitation method for the synthesis of MNPs using FeSO4, 7H2O and 

FeCl3.6H2O salts. These black precipitates (MNPs) were used for the further synthesis. 

 

B) Synthesis of Dual Drug Loaded MNPs 

As a first step towards development of nanoparticle (NP) tagged with aptamer, we developed two 

drugs that is a) 17AAG (Hsp90 inhibitor) and b) Rapamycin (mTOR inhibitor) loaded PLGA MNPs. 

We used a standard solvent evaporation based self-assembly protocol for development of these 

particles. 

 

C) Particle characterization 

We performed DLS and SEM spectroscopy for the determination of average particle size and 

morphology of the dual drug loaded MNPs respectively. Specific quantity of sample was taken and 

dispersed in aqueous phase for DLS analysis using Malvern Zetasizer instrument. Later same 

sample was subjected to SEM analysis using in house JEOL, JSPM 7400 instrument.  

 

D) HPLC method for the simultaneous estimation of dual drug. 

We developed simultaneous estimation assay for the quantitation of two drugs using Shimadzu 

Nexera HPLC. We used reverse phase HPLC (RP-HPLC) method for getting considerable resolution 

of rapamycin and 17AAG on C18 column. We used solvents 55% ACN: 45% Water (0.1% phosphoric 

acid) + 1% methanol. Runtime is 8 min and injection volume is 20l, oven temperature 40 C.  

 

E) Development of Protein loaded NPs for Hsp90 targeted inhibitors 

Further, we also developed albumin conjugated Hsp90 inhibitor NPs. Here, we used desolvation 

method development of these nanoparticles.  

 

5. 研究経過および成果の概要（Outline of your research progress and result） 

A) Synthesis and Particle size analysis of Dual Drug Loaded PLGA MNPs 

Importance of dual drug loaded nanoformulation is shown in representative figure 1. Hence, in 
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present work, we developed two drugs loaded polymeric magnetic nanoformulation (Rapamycin: 

17AAG: Fe3O4: PLGA MNPs) as shown in figure 2a, which we plan for developing aptamer tagging 

on its surface. Our DLS studies suggested that average particle size of the nanoformulation was 234 

nm (figure 2c). We also confirmed the particle size of the synthesized dual drug loaded PLGA MNPs 

using SEM (figure 2b). From our analysis, we believe that dual drug loaded polymeric MNPs may 

serve as interesting nanoconstruct for developing more robust nanomedicine against aggressive 

forms of cancer phenotypes. We believe these nanostructures can serve as an ideal point for the 

development of AS1411 (nucleolin targeted aptamer) tagged dual drug loaded polymeric MNPs.  

 

Figure 1: Representative figure that shows the importance of developing dual drug loaded 

polymeric NPs. It shows that inhibition of Hsp90 pathway may be insufficient for required 

anticancer pharmacological effect due to back support from mTOR pathway. Hence, dual inhibition 

is an important requirement. 

 

Figure 2 (a): Rapamycin and 17AAG loaded polymeric magnetic nanoparticles under external 

magnetic field. (b) SEM image of the synthesized nanoparticles and (c) DLS based average particle 

size of dual drug loaded polymeric magnetic nanoformulation. 
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C) Quantitative Estimation of Rapamycin and 17AAG in dual drug loaded MNPs 

Using our method, we were able to get highly resolved HPLC chromatograms two drugs by 

difference around 2 mins (as shown in figure 3a and b). HPLC chromatograms were obtained for 

17AAG at absorbance maximum of 334nm and Rapamycin at 278 nm (Absorbance maximum) 

shown in figure 3. We also extracted our 1mg of nanoformulation in 1ml organic solvent to estimate 

the quantity of the drug present in 1 mg of sample. We found the % drug content was 52.33% and 

47.66% for 17AAG and rapamycin respectively (as shown in table 1).  

We are planning to use this method for further characterize this nanoformulation for determining 

the encapsulation efficiency, drug loading and drug release kinetics of both the molecules. Our 

present finds will serve as standard for studying the behavior of aptamer tagged dual drug loaded 

polymeric MNPs. Moreover, recently protein based nanocarriers are been introduced as 

nanomedicines. It will be interesting to design a comparative study to understand, which of these 

nanoconstruct (polymer or protein based) provides a most economical, simple and versatile 

nanoconstruct for next generation tumor targeted nanomedicine. 

 

Figure 3 (a) Shows peak for 17AAG (50um) with RT of 4.7min observed at 334 nm. (b) Shows peak 

for Rapamycin (25um) with RT of 6.1min observed at 278nm. 

 

Table 1: It shows % drug content in the 1mg of Nanoparticle formulation 

Drug Area % of Drug Present 

17AAG 3406.3 52.33 

Rapamycin 3102.8 47.66 

50 um of 17AAG 

25um of Rapamycin 
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D) Development of Hsp90 inhibitor conjugated albumin NPs 

In order to understand the how protein based nanoconstruct as carriers for anticancer drugs we 

developed albumin conjugated Hsp90 inhibitor loaded NPs. For doing this we used dissolvation 

method for the synthesis. Our preliminary findings suggest that these nanoconstruct can serve as 

important biomaterial for surface functionalization due freely available carboxyl and amine 

functional groups.  

 

6. 今後の研究における課題または問題点（Challenges and problems on your research for the future）  

There were no problems with our present studies. For future, we would like to study the 

conjugation of aptamer on dual drug loaded polymeric MNPs and albumin conjugated Hsp90 

inhibitor NPs to study their tumor specificity. This will help us to understand which of the 

nanoconstruct can serve as most versatile form of nanomedicine for cancer. 

 

Summary 

It is known that Hsp90 protein plays as a central hub for driving various important pathways for 

the survival of cancer cells. Most of these Hsp90 inhibitors are water insoluble and leads to 

suboptimal therapy. Hence, in our previous study we developed single drug (Hsp90 inhibitor) loaded 

polymeric MNPs (work published in peer reviewed high impact journal). As a next step, we aimed 

for the studying the pharmacological properties aptamer tagged nanoformulation of Hsp90 inhibitor. 

We also found that mTOR and Hsp90 inhibitor may work synergistically and we strategically 

reported that it will beneficial to develop dual drug loaded polymeric NPs (work published with the 

support from year 2016 Inoue Enryo fund). Moreover, recently protein based nanoconstruct are 

being studied extensively for anticancer therapy. They also provide advantage over synthetic 

polymers for having number of free carboxyl and amine groups for easy functionalization. Hence, in 

order to study the pharmacological effect of surface functionalized nanoparticles. We have 

synthesized two types of nanoformulations a) dual drug (mTOR and Hsp90 inhibitor) loaded 

polymeric MNPs and b) Hsp90 inhibitor conjugated-protein NPs. We believe that these 

nanoconstruct can serve as an interesting starting point for the further development of tumor 

targeted strategy for anticancer therapy. Moreover, we also believe that these novel nanoconstruct 

can also work against variety of aggressive form of cancers due to presence of newly introduced 

anticancer drugs that target multiple cancer pathways. 

  


