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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― 

Study on the Metaphysical Symbolism in Indian Art: 

The relation between lyrical expression in miniature paintings and its 

religious symbolism 

 

 

研究代表者 三澤 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 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

キーワード／①インド美術 Indian art 

 ②細密画 Miniature painting 

 ③メーワール派細密画 Mewār painting 

 ④『ギータ・ゴーヴィンダ』 Gīta Govinda 

 ⑤ラサ理論 rasa theory 

平成 29年度交付額／560,000円 

 

研究発表／（1）学会および口頭発表 

日本南アジア学会月例懇話会「メーワール派細密画に用いられる色彩について」 

（2018年度）予定 

（2）論文 

「ニューデリー国立博物館所蔵のメーワール派『ギータ・ゴーヴィンダ』に見られる情趣表現」 

『東洋大学大学院紀要第 55集』（2018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。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、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 Kapila 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』の英訳と作例とを対照させた概説に留まっている。インド美術研究者の S. Andhare 氏は、詩に関

係する美的な理論がインドの絵画と彫刻に同等に当てはまると指摘し、芸術家に具象化を促したのは、
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このムードと情緒であり、文学作品の写本をしばしば土台としているそれらの絵画の構成に影響を与え

ているとしている。つまり、詩で体験されるラサが造形美術にも何らかの形で表現されていると考えら

れる。また、ヒンドゥー教の造形美術とラサ理論の総合的な研究は、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外観的特徴から年代問

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

係性を明らかにはしていない。 

 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が Indira Gandhi 

National Centre for the Arts（以下 IGNCA）にデジタルアーカイブとして所蔵されていることが分か

ったため、現地にて資料収集を行い、その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、

古代インドの芸術論書『ヴィシュヌダルモーッタラ・プラーナ』第 3 章、及び『サマラーンガナ・スー

トラダーラ』第 82 章を翻訳することで、造形美術ではラサがどのように描かれるか分析する。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 

 細密画とラサ理論の関係について、細密画の題材となっている文学作品におけるラサ理論が造形美術

と密接に関係していることが分かりつつある。『ギータ・ゴーヴィンダ』の注釈書には偈ごとにラサに

関する記述がいくつか説かれていることが分かり、本研究では、68 箇所でそれらの記述が見られた。 

 また、2018 年 1 月 31 日～2 月 11 日の延べ 11 日間、IGNCA、及びニューデリー国立博物館にて細

密画資料収集のための現地調査を行った。IGNCA ではウダイプル博物館所蔵の『ギータ・ゴーヴィン

ダ』の細密画が 90 枚データ化されており、作品の細部まで見ることが出来た。このうち、Folio. No. 104

と 154 の 2 枚の作品は、デリー国立博物館に所蔵されていることが確認でき、先行研究では未発表であ

ることが分かった。さらに、Folio. No. 104 は、恋のラサが説かれた場面であることが確認できた。こ

の成果として、『東洋大学大学院紀要第 55 集』（2018 年度）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 

 今後は継続して、造形美術とラサ理論の関係を明らかにしていく。そのためには、『ギータ・ゴーヴ

ィンダ』のラサ理論に関する箇所を中心に翻訳し精査するだけでなく、『ヴィシュヌダルモーッタラ・

プラーナ』、及び『サマラーンガナ・スートラダーラ』の翻訳も行い、文献に見られるラサ理論と実際

の作例とを比較して研究を行う必要がある。また、2017 年 9 月 2 日に行われた日本印度学仏教学会第

68 回学術大会にて、細密画に用いられる色彩とラサの関係について指摘があった。そのため、ラージプ

ート画に多く見られる、人物の背景に置かれる色彩の意味についても今後は研究の課題にしていく。 
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Summary 

 Hindu arts not only depict mythological gods or scenes using figurative paintings and 

sculptures but also imply the rasa theory, which regulates the aesthetics described in the theory of 

ancient Indian drama and literature. Among the Hindu arts, richly colored miniature paintings are 

considered a strong reflection of lyrical expressions of the Hindu religion. Scholars consider that 

Mewār painting, an important Indian school of miniature paintings, formed its style during the 

earliest stage of development of Rajput paintings. Kapila Vatsyayan, a famous researcher, says that 

among their works, the miniature painting of Gīta Gorvinda, housed in the Udaipur Museum, 

depicts the contents of the poetry finely and faithfully. Further, she opines that the work uses a 

typical method for describing the narrative and the artist accurately expresses the tone of the 

characters. Therefore, I consider this work to be important in studying the rasa theory expressed as 

a painting. However, Vatsyayan’s research is limited in that her study merely outlines the 

characteristics of the painting and adds B. S. Miller’s English translation of the poem to the 

painting. According to S. Andhare, the aesthetic theories pertaining to poetry are applicable to 

Indian schools of painting and sculpture, as well. In other words, the rasa expressed in literature is 

considered to be depicted in paintings in some form. B. N. Goswamy has studied the relationship 

between Hindu arts and the rasa theory. His research, which is based on the rasa of Sāhitya 

Darpaṇa, or the theory of ancient Indian poetry, is a classification of various works such as 

paintings and sculptures without regarding their chronologies. However, in his research, there is 

ambiguity regarding the method used for classifying the works and the explanation of individual 

works and, further, it does not clarify the relationship between Hindu arts and the rasa theory. 

 My research attempts to overcome the limitations of earlier studies and elucidates how the 

rasa theory is depicted in the miniature painting of Gīta Gorvinda. For this purpose, I adopt the 

following research methods: I scrutinize the original Sanskrit text of Gitagovindakavyam [ed. by 

Acharya Narayan Ram, Nirnaya Sagar Press, 1949]. Simultaneously, I intend to collect data 

pertaining to the miniature paintings at the Indira Gandhi National Centre for the Arts, which 

offers some digital archives. Subsequently, to further understand the contents of miniature 

paintings, I attempt to decipher the captions written in Old Rājasthānī at the top of each miniature 

painting. Furthermore, by carefully reading the theory of the ancient Indian paintings 

Viṣṇudharmottarapurāṇa and Samarāṅgaṇa Sūtradhāra, I analyze how rasa is depicted in Hindu 

arts. In this manner, I intend to systematically elucidate the inseparable relation between Hindu 

arts and the rasa theory. 
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中世王朝物語にみる「月」の役割 

the roll 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 29 年 4 月 1 日～平成 30 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  Literary expression 

      ⑤月  The moon 

平成 29 年度交付額／560,000 円 

  

研究発表／(1)資料収集と整理 

     (2)論文発表 

・平成 30 年度発表予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

鎌倉・室町時代に成立した平安擬古物語、いわゆる中世王朝物語を中心に、作品本文を丹

念に読み込む。「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、それと並行して、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する。 

中世王朝物語は、『源氏物語』など多く平安時代に成立した物語作品の影響を強く受けてお

り、また『萬葉集』のように平安期には余り顧みられなかった和歌作品も、中世に入って柿

本人麻呂が歌聖として仰がれたこともあって、作品の読解に長期的な視野と検証が必要な作

品群である。それを踏まえ、平安以前の「月」の用例も蒐集した上で、長期的な表現史を作

成する必要がある。 

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、古書の購入、「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。 

２．研究経過および成果の概要 

   本年は研究者の一身上の都合（体調不良等）により、基礎資料蒐集と整理に集中して研究活

動をおこなった。以下、その概要である。 
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中世王朝物語においては、一般的に「しのびね型」と呼ばれる作品群、特に『しのびね』『あ

きぎり』を中心に、回想における「月」について考察を深めた。中世王朝物語では話型として、

女君を偶然垣間見した男君が正体も知らぬまま女君と一夜を共にし、後にその情景を思い起こ

しながら女君を思慕する流れが多く存在する。その際、女君が「つきかげ」という語にたとえ

られていることに注目し、最初の邂逅の際に「月」がどのような情景として描かれているか、

その情景が後の「つきかげ」という比喩にどう関わってくるかを考察した。なお、現在定義さ

れているしのびね型の物語は、その結末として男君の出家もしくは恋死の双方が存在する（例

として『しのびね』は出家型、『あきぎり』は恋死型である。結末以外の筋書きは酷似してい

る）。結末によって男君が女君へ抱く思いにも変化がみられることから、冒頭部の「つきかげ」

描写にも細かな違いが生じているのか、『八重葎』『夜の寝覚』など近い筋書きを持つ物語とも

比較検討した論文を来年度以降発表予定である。 

また、『萬葉集』『人麻呂集』など上古の和歌集においても「月」の用例蒐集をおこなった。

鎌倉・室町時代は柿本人麻呂が歌聖として注目を集めた時代であり、当時の和歌や物語作品

にもその影響が随所にみられる。ただしその理解や解釈は現代の萬葉集研究とは異なるため

歌論書などを読み込んだうえで考察をおこなう必要があること、現存する上古資料は中世以

降の写本が中心でありそれ以前の資料は少ないことなども考慮し、研究発表には慎重を期す

必要がある。 

３．今後の研究における課題または問題点 

   本年は、前述した通り研究者自身が体調不良であったこと、また個人的な事情により多忙で

あったことから、論文を発表するまでの状態に持って行くことができなかった。これについて

は来年度以降、順次発表をおこなっていく予定である。なお、論文の投稿先については、中世

文学会、日本文学協会、全国大学国語国文学会などを予定している。完全な復調までは、今後

の研究も、自身の体調を鑑みておこなっていく必要があると痛感している。 

   それに伴い、「月」の用例蒐集にも更なる発展が求められる。現時点で個々の中世王朝物語、

またそれ以前の平安物語などの「月」の用例蒐集はほぼ完了しているが、今後はさらに諸本の

異同を考慮に入れ、用例を充実させていくことを検討している。 

 

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. 

  This year, I did the reserch in accordance with plans. A notable point is the pattern called 

“Shinobine type”. It has very interesting “the moon” in the scene of recollection. Additionally, I 

peruse “the moon” in “Man’yosyu” this year. But it needs more reserxh and sort. 

I am afflicted with depression this year, I couldn’t carry out the research satisfactorily.  

Because of that, I think that I should pay attention to my physical condition and carry out the 

research more studiously hereafter. 
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システム正当化が性差観に与える影響 

－我々はいつ男と女に“違い”を望むのか－ 

The Effects of System-justifying Motives on Views of Gender Differences 

: When We Want Differences between Men and Women 

 

研究代表者 倉矢 匠（社会学研究科社会心理学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①ジェンダー Gender 

            ②社会システム正当化動機 System-justifying Motive 

      ③両面価値的性差別理論 Ambivalent Sexism Theory 

      ④ジェンダー類似モデル Gender Similarities Model 

            ⑤ジェンダー常套句 Gender Clichés 

平成 29 年度交付額／560,000 円 

 

研究発表／(1)学会発表 

1) 倉矢 匠・安藤 清志 (2017).  「“男と女はこんなに違う”は受け入れられているの

か−効果量の図視化を用いたジェンダー類似モデルとの比較検証および両面価値

的性差別の影響− 」 日本社会心理学会第 58 回大会 2017 年 10 月 28 日 

広島県 東広島市 広島大学東広島キャンパス. 

2) Kuraya T., & Ando, K. (2018). “Effects of ambivalent sexism on endorsement of 

gender clichés.” The 30th APS (Association for Psychological Science) annual 

convention, May 24-27, 2018, at the Hilton San Francisco Union Square Hotel, 

San Francisco, CA, USA. 

      (2)学術誌投稿  

  1) 倉矢 匠（印刷中）. “男と女はこんなに違う!” を受け入れやすい女性−両面価値的

性差別とジェンダー相違モデルの性差観との関連性− 東洋大学大学院紀要，54. 

 

研究経過および成果の概要  

１．研究方法 

  世の中を見渡すと，「男と女はこんなにも違う!」といった話題，すなわち，行動や思考パター

ン，性格，能力，趣味，選好などにおいて，如何に男女が異なっているのかを強調した言及が多数

見受けられる。こうしたジェンダー相違モデル（gender dissimilarities model）の性差観に基づく

主張が古くから人々の生活に根付いてきた一方，近年，両性の間には心理的にほとんど違いはない，

というジェンダー類似モデル（gender similarities model）の性差観を支持する研究知見も増えて

いる。本研究では，このような，男女間の違いが明確であると信じるか否かの違いにより，人々が

ジェンダーに関する現存する社会システムを正当化する程度を予測することが可能かどうかを検
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証した。そのために，以下の 4 つのステップに分け研究を実施した。 

（1）ジェンダー常套句に対する是認態度と性差別的態度および社会システム正当化動機の関係

性を検証する調査を実施する。 

（2）世間に流布した“男女の違い”にまつわる言説に対しての考え・態度を自由記述形式によ

って行い，性差観の実態を調査する。 

（3）上記（2）の自由記述回答を元に心理的性差観の個人差を測定する尺度を作成する。 

（4）作成された心理的性差観尺度とシステム正当化動機の関連性を調査する。 

 はじめに（1）では，世間に流布したジェンダー常套句を文献および大学生への質問紙調査によ

って収集した。その上で，大学生を対象に，認知度が一定以上の高さであったジェンダー常套句 18

個を用いて，それらの内容を是認する程度を調査した。また，同じ学生に対し，両面価値的性差別

主義態度，システム正当化動機信念についても測定を実施した。次に（2）では，大学生（集団質

問紙調査）と社会人（オンライン調査）を対象に，“男女の違い”にまつわる常套句や話題に対し

て思うことや感じることを自由に記述するよう求め，その内容を分析した。そしてその内容分析を

元に，（3）では，心理的性差観尺度の候補となる 50 項目を用意し，学生（質問紙調査）と社会人

（オンライン調査）を対象にその 50 項目への回答を求めた。その結果を踏まえ，3 因子（計 12 項

目）からなる心理的性差観尺度を作成し，外的妥当性や基準関連妥当性，弁別的妥当性を検証する

ために，学生および社会人を対象としてオンライン調査を実施した。関連性の予測される心理尺度

として，平等主義的性役割態度尺度，両面価値的性差別主義尺度，二分法的思考尺度，性受容尺度

の測定を，弁別の必要な類似尺度として性差観尺度，心理的本質主義尺度の測定を，それぞれ同時

に行った。（4）では，作成された 12 項目の心理的性差観尺度と，社会システム正当化信念尺度に

対する回答を，オンライン調査を用いて社会人対象に実施した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

  まず（1）の調査から，ジェンダー常套句を是認する態度と両面価値的性差別主義信念には相

関があることが示された。特に，女性回答者については慈愛的性差別主義態度の強さが，常套句是

認度の高さを予測し，男性回答者では敵意的性差別主義態度の強さが是認度の高さを予測した。こ

の結果は，ジェンダー常套句を捉える際の視点が，男女で異なっている可能性を示唆するものであ

る。次に（2）の調査からは，ジェンダー常套句や“男女の違い”にまつわる言説に対して，肯定

的反応，否定的反応，無反応，アンビバレントな反応の 4 パターンが存在することが示された。そ

の結果に基づき，（3）では尺度項目候補を 50 項目用意して調査を実施し，因子分析を実施したと

ころ，「ジェンダー相違的情報の嗜好・追求」「ジェンダー相違モデルの性差観」「ジェンダー類似

モデルの性差観」の 3 因子構造が確認された。また，関連の予測される二分法的思考尺度，両面価

値的性差別主義尺度，性受容尺度との相関も高く，外的妥当性も示された。一方，平等主義的性役

割態度尺度とは相関が示されなかったが，この点からは，類似概念である心理的本質主義尺度，性

差観尺度との弁別的妥当性が示されたと言える。（4）の調査からは，「ジェンダー相違的情報の嗜

好・追求」と「ジェンダー相違モデルの性差観」が，システム正当化信念と正の相関を示し，「ジ

ェンダー類似モデルの性差観」が負の相関を示すことが明らかとなった。 
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３．今後の研究における課題・展望 

  本研究から，ジェンダー常套句を是認する姿勢と性差別主義的態度や既存社会における男女の

地位関係を正当化する態度に関連があることが示された。また，心理的性差観を測定する尺度も新

たに開発された。しかし，この尺度の妥当性検証や他概念からの弁別的な特徴の明示化はまだ不十

分であり，この追証が今後の再重要課題である。また，社会には，既存のジェンダーシステムの脅

威となり得る反ステレオタイプ的な男女に向けられる差別・偏見（i.e., バックラッシュ）の問題が

存在する。この問題に関し，「男女にはほとんど違いはない」という，ジェンダー類似モデルの性

差観を反映した研究知見が人々に示された場合に，心理的性差観尺度で測定される個人差によって，

露呈された情報が偏見・差別を抑制するのか促進するのか，その影響の仕方は異なる可能性が考え

られる。この点を，実験を用いて実証的に検証することが今後望まれる。 

 

Summary 

 

Even though some studies have demonstrated that males and females are highly similar 

psychologically, globally, we find many gender clichés that reflect a gender dissimilarities model 

and exaggerate the psychological differences between men and women. In four studies, we 

examined the positive association hypothesized between gender system justification and the 

tendency to endorse gender clichés that reflect psychological gender dichotomization. 

Specifically, the focus was whether two types of sexism (hostile sexism [HS] and benevolent 

sexism [BS]) and system-justifying motive predicted endorsement. In Study 1 and Study 2, we 

conducted surveys that directly revealed relationships between gender clichés endorsement 

and these sexisms. In Study 3, we developed a new scale that can measure someone’s view of 

gender differences: View of gender differences inventory (VGDI). Then, in Study 4, we examine 

the association between VGDI and system-justifying motive. 

Through a pre-survey, we first collected 18 instances of gender clichés reflecting gender 

dichotomization. In Study 1, 2 months after they had responded to a brief questionnaire to 

assess the degree to which they endorsed gender clichés, 174 female students completed 

another questionnaire including measures assessing HS and BS toward men, gender 

system-justification beliefs. Similarly, in Study 2, 154 male students completed the same 

questionnaires, except that they answered HS and BS toward women instead of men. 

We separately analyzed data from female and male students. First, hierarchical regression 

for female students (Study 1) revealed that the higher they scored on BS toward men, the more 

they endorsed gender clichés. Moreover, among female students who scored high on BS, those 

who scored lower on GSJB endorsed gender clichés weakly compared to those who scored 

higher on GSJB. Next, a hierarchical regression for male students (Study 2) showed that the 

higher they scored on HS toward women, the more they endorsed gender clichés. These results 

indicate that different motivations exist behind males’ and females’ endorsement of gender 

clichés, thus reflecting a gender dissimilarities model.  

In Study 3, we developed a VGDI and an exploratory factor analysis and a confirmatory factor 
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analysis provided support for a 3-factor structure corresponding to 3 subscales—Seeking and 

Preference to Gender Differences (SPGD), Positive Attitudes to Gender Dissimilarities Model 

(PAGDM) and Positive Attitudes to Gender Similarities Model (PAGSM). Subscales derived from 

this analysis yielded good internal reliability and also, convergent validity was supported by 

significant correlations between VGDI subscales and existing measures of sexism, gender role and 

so on. Finally, we, in, Study 4, demonstrated that SPGD and PAGDM were positively correlated 

with gender system-justifying motive while PAGSM were negatively correlated with it. 
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一人で生きることはなぜ時間割引率の低下をもたらすか 

Why living alone leads to low time discounting rate? 

 

研究代表者 金子迪大 （社会学研究科社会心理学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①孤独感  Loneliness 

            ②社会的排斥  Social exclusion 

      ③所属欲求  Need for belong 

④時間割引率   Time discounting 

平成 28 年度交付額／560,000 円 

 

研究発表／(1)学会発表（ポスター発表） 

・ Ozaki, Y. & Kaneko, M. (2018). Social exclusion instigates future-oriented choice in 

temporal preference tasks, Society for Personality and Social Psychology 19th annual 

convention, Atlanta, Georgia, USA. 2018 年 3 月 2 日 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 孤独とは所属欲求という人間にとっての基礎的欲求が充足されない状態であり、ウェルビーイン

グの低さを予測する。一方、時間割引率は将来の大きな報酬と現在の小さな報酬のいずれを獲得し

たいかという選択の問題であり、時間割引率が大きいとは現在の小さな報酬を獲得したいという選

択をすることであり、時間割引率が小さいということは将来の大きな報酬を獲得したいという選択

をすることである。ウェルビーイングの観点から考えると、将来の大きな報酬を手に入れることが

適切であろう。 

 先行研究では長い間、所属欲求が満たされないときにセルフコントロールが棄損されることが示

されてきた。時間割引率はセルフコントロールの指標としてもしばしば用いられるものであり、現

在の小さな報酬を欲することがセルフコントロールの欠落を意味していると考えられている。つま

り、所属欲求が満たされないときは時間割引率が大きくなる、言い換えれば現在の小さな報酬を選

択しやすいことが予測される。 

 しかしながら、最近の研究では、所属欲求が充足されないときに時間割引率が低くなることが示

されるようになってきた。ただし、いまだにそのメカニズムについては明らかでない点が多く、特

に、なぜ所属欲求が充足されないと時間割引率が低くなるのかという理由は不明である。 

 そこで、本年度は時間割引率が低くなる理由の検討に関する実験と、所属欲求の欠如が時間割引

率を低下させることを縦断的に検討する調査を行った。 

 

【研究 1】 

 研究 1 では、所属欲求が充足されないときに時間割引率が低くなる理由について検討を行った。
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この際、時間割引率を測定する際に用いている報酬である金銭の特徴に着目した。金銭は日常生活

では貨幣という実物の存在として扱われるが、貨幣には 3 つの機能が存在する。第一に価値尺度、

第二に交換の媒介、第三に価値貯蔵である。このうち、本研究では第三の価値貯蔵に着目した。つ

まり、所属欲求が充足されないときには他者からの支援を受けることができず、その結果生存が危

うくなる。その生存を助けてくれるのが金銭であるが、報酬の量を最大化する動機は、将来生存が

危うくなった時に生存可能性を最大に担保するためであると考えられる。そのためには価値貯蔵機

能が不可欠であり、価値貯蔵機能が抑制された貨幣においては時間割引率が低下するという現象は

観察されないのではないかという仮説を立てた。 

 具体的な実験手続きとしては、実験参加者に性格診断テストと説明して偽の検査への回答を促し、

その検査結果として将来孤独になるでしょうなどという偽のフィードバックを行った。参加者はラ

ンダムに 3 条件に分けられ、第一の条件では将来人間関係が安定することが（関係安定型）、第二

の条件では将来不注意からケガをすることが（不注意型）、第三の条件では将来人間関係が不安定

で孤独になることが（関係不安定型）、それぞれフィードバックされた。 

 その後参加者は別課題と称して時間割引率を測定されたが、その際参加者はランダムに 2 条件に

分けられた。半分の参加者は期限無しポイントカードへの割引率を、もう半分の参加者は期限有り

のポイントカードへの割引率を、それぞれ測定された。 

 

【研究 2】 

 研究 2 では、所属欲求が充足されないときに時間割引率が低くなるという現象を、縦断調査にお

いても再現されるかを検討した。 

 具体的には、4 か月インターバルで 3 回にわたり孤独感と時間割引率を測定し、時間割引率の変

化が孤独感によって説明されるかを検討する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】 

 所属欲求の非充足の 3 条件と、時間割引率の測定に関する 2 条件の 3×2 の参加者間分散分析を

行った。時間割引率に関しては割引率 K を算出した。その結果、有意な交互作用効果は得られなか

った。 

 

【研究 2】 

 研究 2 は現在データをクリーニング中であり、今後分析予定である。分析では交差遅れモデルを

用い、分析をする予定である。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 研究 1 では想定していた交互作用効果が観察されなかった。実験において想定の効果が観察され

ない場合、仮説が誤っているか、実験操作が誤っているかのいずれかである。所属欲求を充足させ

ないための操作は先行研究のものを使用しており、妥当性が高いと考えられる。したがって、価値

貯蔵機能を欠落させる操作に問題があった可能性が存在する。ただし、仮説が誤っている可能性も

あるため、関連文献に当たるなどして仮説の再検討をする必要がある。 
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 研究 2 に関しては今後の分析次第であるが、予想通りの結果が出なかった場合は再度仮説の検討

をする必要があるだろう。 

 

Summary 

Conventionally, it is claimed that a lack of need for belonging deficits self-control. One of the 

self-control measurement task is a time discounting task. In the time discounting task, 

participants are asked to select large but later rewards (small discounting rate) or small but 

immediate rewards (large discounting rate). Following the prediction by the previous studies, a 

lack of need for belonging predicts large discounting rate. However, recent research by us 

founded the inverse results: a lack of need for belonging leads to small discounting rate. This is 

shown both experimentally and with survey method.  

But the mechanism is still unclear. One of the possible explanations is a function of 

money. Money is known to its three basic functions: The first is a unit of account, the second is a 

medium of exchange, and the third is a store of value. In the present study, we focused on the 

third function, a store of value. When people experience a lack of need for belonging, they 

cannot depend others to survive even if they will be in danger in the future. In that case, one 

possible component which helps people to survive is money in face to a risk of survival. Then, I 

hypothesized that time discounting rate does not decrease in money with a lack of store of 

value. 

In the empirical studies in the fiscal year, I conducted two studies. One is an 

experiment which tested the above hypothesis. The second is a more basic survey which tested 

whether loneliness, which means a lack of need for belonging, decreases time discounting rate 

with a longitudinal data. 

As results, I could not find any effect which suggests that a store of value is an 

important role in the relationship between a lack of need for belonging and time discounting 

rate. Concerning the second study, now I am analyzing the data. 

In summary, because a store of value effect cannot be found, I need to detect a reason 

caused by experimental manipulation or hypothesis. To detect the reason, I can present the 

understanding the relationship between a lack of need for belonging and time discounting rate 

in the future study. 
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情動認知能力に対する国際比較 

A comparison of emotional cognitive ability  

: An international comparison 

 

研究代表者 陸英善 （社会学研究科社会学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①情動制御  Emotion regulation 

            ②情動表出  Emotion expression 

      ③表情    Facial expressions  

④表示規則  Display rules 

⑤文化     Culture 

平成 29 年度交付額／550,000 円 

 

研究発表／学会発表（ポスター発表） 

・30th Association for Psychological Science Annual Convention（発表予定） 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

表情研究は 1970 年代から社会的文脈や文化によって表情表出の仕方が異なってくるという点に注目

するようになり、表情表出の個人差及び文化差に関する研究が数多くなされている(Camras & Oster, et 

al, 1992; Ekman & Friesen, 1971; Ekman, 1972; 大坊, 2007; Haidt & Keltner, 1999; マツモト&工

藤,1996)。Ekman と Friesen は、社会的場面及び状況に応じて感情を表現する表情は様々な文化に固

有の表示規則があると説明した(Ekman & Friesen, 1969)。また、日本の文化では率直に情動を表現で

きないため、日本の表出は他者から見ると解読の手がかり少なく、それゆえに正確な解読もしがたいと

いう文化差を反映しているかもしれないと述べている（大坊,2007)。そして、日本人は情動を表出しな

い文化の中で生きてきたため、感受性が低下しているかもしれないと推測している。また、Shimoda, 

Argyle, & Bitti (1978)らも、日本人のほうが表情表出をより抑制し、表情認知においてもイギリス人、

イタリア人、よりも発達されてないと示唆している。これまでの研究成果から、日本人のほうが感情

表出をする韓国人よりも喜びと怒り両表情の認知において相対的に敏感であることが明らかにな

った。しかし、日本と韓国だけの研究であり、まだ西洋との文化比較はほとんどされていない。そ

こで本研究では、西洋と東洋の文化において、それぞれの国の認知レベルがあるかどうかを測定し、

また、日本人はどんなレベルの表情の変化でも敏感に読み取れているのかどうかを検討した。 

２．研究経過および成果の概要 

3 月に調査を行い 7 月に本調査を実施したが、本調査においてデータは十分な量が取れてない、

合計 30 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認知能力に対する結果であり、情動

表出することが情動認知能力にどのような影響を与えているのかを確認した。この成果は、2018
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年度韓国心理学会で発表する予定である。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 これまで十分な研究が行われてこなかった表情認知の国際比較について、日本と韓国だけではなく、

中国を含めた西洋文化を追加し、国際比較を検討していく。この研究では、次のような研究の限界点を

持っている。まず、研究対象は大学生に限定され、平均的に 20 代前半の年齢で構成されていることで

ある。したがって、20 代の若者たちの表情認知の詳細な説明が可能である反面、30 代、40 代、またそ

れ以上の年齢については説明していない。また、各年齢別の比較分析をしていないという限界を持って

いる。今後の研究では、各年齢層を含むことができる対象を選定して、分析する必要がある。 加えて、

代表的な非言語的コミュニケーションの手がかりである顔の表情以外にも、いくつかの通信手がかりを

刺激として使用して、感情の効果をより広範なレベルで調べることもできる。このような点を補完した

フォローアップ調査が出てくることを期待する。 

 

Summary 

Facial expression is a key element to people’s impression on others. In a communication, expression 

profusely shows his/her emotions. Gathering this nonverbal communication greatly impacts the 

process and the result. Even though Korea and Japan are very close to each other, it is true that 

there are some clear differences between each country. This, in a point of psychologists, is due to 

intercultural difference between countries because there are some difficulties expressing their 

feelings. 

Since the 1970’s there has been constant researches and many comparative studies between two 

distinct cultures of their ways of expressing their emotions. This research focuses on 30 separate 

Americans and Korean students and compares them by observing similarities and differences in 

their ways of expressing emotions. Korean are indeed more adept in recognizing facial emotions 

while Americans were less proficient. Also, another interesting result were that participants were 

more accurate on recognizing angry emotions rather than happy emotions and that women were 

more proficient in recognizing expressions than men. 
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自我脅威的状況における自己愛的攻撃性と潜在的自己不一致の関連

Relationship between narcissistic aggression and implicit self-discrepancy  

in self-threatening situations  

     

研究代表者 鷹阪 龍太（社会学研究科 社会心理学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①自己愛   Narcissism 

            ②自尊感情  self-esteem   

      ③潜在的態度 implicit attitude   

        ④自己不一致 self-discrepancy 

      ⑤潜在的連合テスト implicit association test 

 

平成 29 年度交付額／529,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・社会心理学会大会 平成 30 年度発表予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

自尊感情(self-esteem)は「自己に対する肯定的または否定的な態度」（Rosenberg, 1965）であり、

自分自身の存在や生を基本的に価値あるものとして評価し信頼することによって、人は積極的・意

欲的に経験を積み重ね、満足感を持ち、自己に対しても他者に対しても受容的でありうると考えら

れてきた。このような意味において、自尊感情は精神的健康や適応の基盤をなす（遠藤, 1999）と

され、自尊感情と適応的な行動との関連について多くの研究が行われている。 

しかし、近年の研究によって、自尊感情の高さが必ずしも個人の社会的適応を予測できるわけで

はなく、むしろ高い自尊感情を持つ者が自我脅威的な状況に晒された時に暴力的な行為や危険な行

為の遂行が多くみられる（Baumeister, Smart, & Boden, 1996)ことが明らかにされている。これ

は、これまで適応の指標であると考えられてきた自尊感情の中に、不適応と関連する要素を含んだ

自尊感情、すなわち質的に異なる自尊感情が存在することを示唆しており、自尊感情を適応的なも

のと適応的でないものとに概念的に区別する必要性が指摘されている。 

そうした指摘を受けて、Jordan, Spencer, Zanna, Hoshino-Browne, & Correll (2003)は、質問紙

で測定される顕在的自尊感情とは独立に、意識では内省できない潜在的な自尊感情を測定し、顕在

的自尊感情が高い一方で潜在的な自尊感情が低い場合に、適応的でない自尊感情である自己愛傾向

が高まり内集団ひいきを行うことを示した。そして、適応的でない高自尊感情とは、無意識に持っ

ている自己否定的な態度を意識的な顕在自尊感情で覆い隠している状態であると主張した（マスク

モデル）。 

しかし、マスクモデルを検討したいくつかの研究をメタ分析した結果はこの仮説を支持するもの
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ではなく、日本国内の検討においてもその結果は安定しているとは言えない状況であるなど、潜在

的な自己否定的態度をより的確に測定する手法の開発が必要な状況である。 

そこで、本研究では、マスクモデルが仮定するような潜在的自己否定的態度の指標として潜在的

な自己不一致を測定することを提案する。具体的には、潜在的連合テスト（Implisit Association 

Test ; IAT）を用いて、理想自己および現実自己が快概念とどの程度連合しているかを測定し、そ

の差を潜在的自己不一致の指標として得点化することを試みる。そして、得点化した潜在的自己不

一致が、自尊感情と自己愛傾向の関連を調整するかどうかを検討する。また、従来用いられてきた、

潜在的自尊感情についても併せて測定を行い、マスクモデルをより支持するのはどちらの指標であ

るかを比較する。 

 

２．研究経過および成果の概要 

東京都内の大学生を対象に、事前調査と本調査の計２回測定を行った。事前調査は web 上のアン

ケートフォームを用いて、自尊感情および自己愛傾向を測定した。その後、実験室に２～３名ずつ

来室してもらい、潜在的自己不一致および潜在的自尊感情を測定する IAT を PC 上で実施した。 

調査対象者は 78 名（男性 8 名、女性 70 名、平均年齢 19.28 歳、年齢の SD = 1.06 ）であった。 

潜在的自己不一致（IATd）および、潜在的自尊感情得点(IATe)を算出し、顕在指標との相関係数

を算出した。 

その結果、IATd と IATe はともにすべての他の変数との間に有意な相関係数は見られなかった。

これは、顕在指標と潜在指標が互いに独立しているという従来の仮定を支持するものであった。ま

た、潜在的自己不一致が潜在的自尊感情とも独立していることが示唆された。 

次に、マスクモデルの検討のため、自己愛傾向を従属変数、自尊感情と IATd 得点および両者の交

互作用項を独立変数とした階層的重回帰分析を実施した。その結果、交互作用項の効果が有意傾向

であった（β=-.19, p = .06 ）ため、IATd 得点をスライス変数とした単純効果分析を行った。その

結果、IATdが平均より 1標準偏差低い場合に、IATdが平均より 1標準偏差大きい場合と比較して、

自尊感情と自己愛傾向の関連が強いことが示された（それぞれβ=73, p < .001, β=.34, p < .05）。

ただし、どちらの場合においても自尊感情と自己愛の関連は有意であった(Figure)。 

 

IATe 得点についても、同様のモデルを用いて検討を行ったが、IATe 得点については交互作用項
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の効果が有意ではなく（β=.00, p = .97）、調整効果は認められなかった。 

これらの結果から、有意傾向ではあるものの、IAT を用いて潜在的自己不一致を測定することに

よって、自尊感情と自己愛傾向の間の関連を予測し得ることが示唆された。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

本研究においては、以下の限界が認められる。第一に、参加者数が 78 と少なく、交互作用の効

果を十分に検討することができなかった点である。第二に、参加者における女性の割合が高く、女

性に特有の現象である可能性を否定できない点である。これらのことから、本研究の結果を一般化

することには慎重であるべきであり、今後、同様の検討を重ねていくことが重要である。 

 

Summary 

The purpose of this research is proposing a new method of measuring implicit self-esteem. 

The new method is using IAT with ideal-self and real-self. Participants who showed low IAT 

scores had stronger correlations between self-esteem and narcissism than participants who 

showed high IAT scores. It was shown that the height of narcissism can be predicted by using 

IAT with ideal-self and real-self.  

In this research, the following limitations are recognized. Firstly, the number of participants 

was as small as 78. Secondly, the proportion of women in participants is high, and the 

possibility of being a phenomenon unique to women can not be ruled out. From these facts, it 

should be prudent to generalize the results of this research, and it is important to conduct 

similar studies in the future. 
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交感神経活動の脳動脈血管への直接的な影響を探る 

Effect of sympathetic activation on dynamic cerebral autoregulation in posterior cerebral 

circulation  

     

研究代表者 鷲尾 拓郎（理工学研究科 生体医工学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①寒冷昇圧試験 cold pressor test 

            ②後大脳動脈  posterior cerebral artery 

      ③脳自己調節機能  cerebral autoregulation 

        ④交感神経支配 sympathetic innervation 

      ⑤脳前方循環  anterior cerebral circulation 

平成 29 年度交付額／540,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

・寒冷刺激が後方循環系の脳自己調節機能に与える影響 

第 72 回日本体力医学会. 愛媛県，2017 年 9 月 17 日（口頭発表） 

・Effect of sympathetic activation on dynamic cerebral autoregulation in posterior cerebral 

circulation 

・ American college of sports medicine’s 65rd annual meeting. Minneapolis, June 2, 2018 (ポス

ター発表予定) 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

出血源の明らかでない原発性脳内出血の多くは，高血圧による穿通動脈の破裂が起因となり発症

する．この原発性脳内出血は，ほとんどが脳後方循環に分類される視床や小脳，脳幹部で発症する

ことが知られている．交感神経活動の脳循環における役割として，急激な灌流圧の増加に対する緩

衝作用が示唆されており，脳前方循環の動脈と比較して脳後方循環における交感神経支配が少ない

ことが，脳後方循環で原発性脳内出血の発症が多いことの一要因になっていると考えられている．

これらの知見から，この交感神経支配，つまり交感神経活動の影響の違いによって脳前方及び後方

循環の交感神経活動亢進時の血流応答に差異を引き起こしていることが推察されるが明らかでな

い．そこで本研究では，臨床で幅広く用いられている交感神経活動亢進を伴う寒冷刺激が，後方循

環の脳循環調節機能，特にその中でも重要な役割を担う動的脳自己調節機能に及ぼす影響を明らか

にし，脳前方循環と比較することを目的として実験を行った． 

被験者は，男子大学生 11 名(年齢 21.5±0.7，身長 175.0±5.3 cm，体重 64.7±7.6 kg)を対象に

実験を行った．本実験では，寒冷刺激を行わない対照条件(Control)，1-2℃の氷水に左手首まで浸

水させる寒冷刺激を 60 秒間(CPT30)及び 120 秒間(CPT90)を行う全 3 条件について測定を行い，

各条件において動的脳自己調節機能を同定した．実験中，心拍数と動脈血圧，また脳前方循環の指
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標として中大脳動脈血流速度(MCAv)及び脳後方循環の指標として後大脳動脈血流速度(PCAv)をそ

れぞれ経頭蓋超音波ドップラーにより測定した．動的脳自己調節機能の指標として Rate of 

Regulation (RoR)を算出した．RoR は，大腿部のカフを収縮期血圧以上に(180mmHg＞)2 分間駆

血した後 1秒から 3.5秒までの平均血圧(MAP)と脳血管コンダクタンスの相対変化から算出した(5)．

また実験中，二酸化炭素の変化の影響を最小限にするため，被験者に呼吸回数を一定に保つように

指導した(15 回/分)． 

 

２．研究経過および成果の概要 

  本実験では，交感神経活動亢進を伴う寒冷刺激が脳後方循環における自己調節機能に与える影

響を明らかにし，脳前方循環との差異を検討することを目的として行った．寒冷刺激時において，

動脈血圧が有意に増加したにも関わらず，MCAv 及び PCAv は変化しなかった．一方，各動脈にお

ける脳自己調節機能も寒冷刺激による影響，さらに両血管における差異も観察されなかった．これ

らの結果から，交感神経活動亢進時に及ぼす脳後方循環動態及び調節機能が，脳前方循環のそれと

差異がないことが示唆された．交感神経活動は，脳前方循環である中大脳動脈における脳自己調節

機能を決定する一要因であることが示唆されている．寒冷刺激により交感神経活動が亢進するため，

本研究において，寒冷刺激により脳後方循環の自己調節機能も変化する一方，脳前方循環と比較し

て交感神経支配が少ないため，その変化は脳前方循環と異なると仮説を立てた． 

寒冷刺激は，急激な昇圧応答及び交感神経活動亢進を引き起こし，本研究でも一致した．特に脳血

管は血圧変化の影響も強く受ける為，寒冷刺激時の脳血流応答の変化について，交感神経活動亢進

だけでなく，昇圧応答の影響を無視することはできない．したがって，寒冷刺激中の各血管応答の

交感神経活動亢進の影響は本研究結果から明らかではない．しかしながら，脳前方及び後方循環の

比較においては，寒冷刺激に伴う昇圧応答は，中大脳動脈及び後大脳動脈で同様であることから，

脳血流応答及び脳自己調節機能の脳血管による差異は，交感神経支配の差異，つまり交感神経活動

の各血管への影響の違いであると推察される．しかしながら，本研究の結果は，Control 及び CPT30，

CPT90 において，中大脳動脈と後大脳動脈の RoR に有意な差異は観察されなかった(P=0.558)．

本研究の結果から，脳後方循環の自己調節機能は，寒冷刺激により変化せず，また脳前方循環との

交感神経支配の違いによる影響を受けないことが明らかとなった． 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

  本研究では，交感神経活動亢進を伴う寒冷刺激を行ったが，直接的に交感神経活動を測定する

ことができなかったために，交感神経活動が脳血管にどの程度寄与しているか明らかになっていな

い．また，脳前方及び後方循環における交感神経支配は，起源が異なることも報告されているので

その影響も考慮して次の実験につなげていきたいと考えている． 

Summary 

  The previous study reported that cold stimulation-induced acute high sympathetic nerve 

activity (SNA) impaired dynamic cerebral autoregulation (CA) in anterior cerebral circulation 

using transfer function analysis. However, the effect of acute change in SNA on dynamic CA in 

posterior cerebral circulation remains unknown. The posterior cerebral circulation has 

insufficient sympathetic innervation compared to anterior cerebral circulation; therefore, we 
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hypothesized that the effect of sympathetic activation on dynamic CA in posterior cerebral 

circulation may be different from that in anterior cerebral circulation. 

PURPOSE: The purpose of the present study was to examine the effect of cold 

stimulation-induced high sympathetic activation on dynamic CA in posterior cerebral 

circulation. 

METHODS: Six healthy young subjects participated in this study. Mean arterial pressure 

(MAP), left middle cerebral artery blood velocity (MCAv) and right posterior cerebral artery 

blood velocity (PCAv) were measured throughout the experiment. At 90 sec after left hand 

immersion in cold water (2℃), dynamic CA was evaluated using thigh cuffs occlusion and 

release technique. To quantify dynamic CA, the rate of regulation (RoR) was calculated from 

the change in cerebral vascular conductance index during occluded-cuffs release.  

RESULTS: The cold stimulation increased MAP (mean ± SD; +14.6 ± 10.8 %，P = 0.02), 

while there was no change in MCAv (P=0.52) and PCAv (P = 0.75) compared with control 

condition. The RoR in both middle cerebral artery (MCA) and posterior cerebral artery (PCA) 

was not changed by cold stimulation (MCA and PCA, P=0.26 and P=0.30). In addition, there 

was no difference in the change in RoR between MCA and PCA (P=0.224).  

CONCLUSIONS: The cold stimulation-induced high SNA did not modify dynamic CA in both 

anterior and posterior cerebral circulation. These findings suggest that the role of SNA on 

dynamic CA in posterior cerebral circulation may be similar in anterior cerebral circulation. 
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新規 d-type トリコテセンの生産条件の検討と構造・性状解析 

Production and characterization of newly produced d-type trichothecenes. 

 

研究代表者 松井 宏介（理工学研究科応用化学研究科） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①生合成 biosynthesis  

②t-type トリコテセン t-type trichothecene  

③添加 feeding 

④d-type トリコテセン d-type trichothecene  

⑤フザリウム属 Fusarium  

⑥トリコテシウム属 Trichothecium  

  

平成 29 年度交付額／559 千円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

① MATSUI, K., SHINKAI, K., ADACHI, K. KIMURA, M., TAKAHASHI-ANDO, N. The disappearance 

of d-type trichothecene added to culture of fusaria. The 15th International Symposium on Bioscience 

and Nanotechnology. Kawagoe. (2017/12/1-2).  

② 非 Fusarium トリコテセンの Fusarium 属菌への添加とその代謝経路の解明．日本マイコトキシン

学会 第 81 回学術講演会、東京理科大学葛飾キャンパス 2018 年 1 月 11 日 

③ MATSUI, K., SHINKAI, K., ADACHI, K., TAKAHASHI-ANDO, N.: Possibility of novel hexose 

conjugation of a d-type trichothecene by trichodiene synthase gene-disrupted mutants of 

Fusarium species. (2018) JSM Mycotoxins, 68 (1), 27-29.  

  

 

研究経過および成果の概要 

トリコテセンは Fusarium 属などの糸状菌が生産するカビ毒であり、TRI 酵素によって環化や側鎖修

飾を受ける。Tri5 遺伝子を破壊された菌体 (以降 ΔTri5 と表記)はトリコテセンを生産できなくなるが、

それ以外の TRI 酵素を生産する。本実験では、新規の d-type トリコテセンを生産・入手するため、t-type

トリコテセン生産菌の Fusarium graminearum ΔTri5 株  (以降 Fg ΔTri5 と表記 )および F. 

sporotrichioides ΔTri5 株 (以降 Fs ΔTri5 と表記)を用いた。この菌体に d-type トリコテセンである

trichodermol (TDmol)を feeding させ、t-type トリコテセンの側鎖修飾を施すことで新規トリコテセン

の作製を試みた。さらに、その逆に、t-type トリコテセンである isotrichodermol (ITDmol)を d-type

トリコテセン生産菌の Trichothecium roseum に添加する実験も行い、新規 t-type トリコテセンの生産

も試みた。 

 

1. 研究方法  

[方法 1]  
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Fs ΔTri5 胞子 (6.0×104個/100 µL)を GYEP 培地で培養した（28℃、128rpm、2 日間）。2 日後、新

しい GYEP 培地に Fs ΔTri5 菌糸を加え、TDmol を添加し 28℃、128rpm で培養した (最終濃度 10 

µg/mL)。Fg ΔTri5 の菌糸を Rf 培地で培養した（常温、128rpm、3 日間）。3 日後、TDmol を添加し常

温、128rpm で培養した (最終濃度 10 µg/mL)。基質添加後の 0 hr, 3 hr, 6 hr, 12 hr, 24 hr, 48 hr に培

養液 2 mL を分取し、酢酸エチルで抽出を行った。その後、TLC, HPLC, LC-MS/MS で解析を行った。 

[方法 2]  

T. roseum の菌糸を YS-60 培地で培養した（常温、128rpm、3 日間）。その後、ITDmol を添加し常

温、128rpm で培養した (最終濃度 10 µg/mL)。基質添加後の 1, 3, 5, 7 日後に培養液 2 mL ずつ分取し、

酢酸エチルで抽出を行った。その後、TLC, HPLC, LC-MS/MS で解析を行った。単離・精製した新規

トリコテセンは NMR 解析で構造決定をした後、ヒト白血病細胞である HL-60 を用いて毒性評価を行

った。 

 

2. 研究経過および成果の概要 

Fs ΔTri5 に TDmol を添加した結果、TLC 上において TDmol は経時的に消失し、新たなスポットは

出現しなかった。原因として、①エポキシ環開環、②エポキシ環加水分解、③配糖体形成、④硫酸抱合

などを推測し、LC-MS/MS で解析した。その結果、TDmol の減少に伴い TDmol にモノヘキソース 

(C6H12O6)が結合した m/z=430.2434 (NH4+付加)のピークが増加していた。その MS/MS の m/z=251 以

下の MS/MS パターンが TDmol と類似していたことから TDmol 配糖体が有力だと考えられた。 

 Fg ΔTri5 に TDmol を添加した結果、Fs ΔTri5 に TDmol を添加したときと同様に、TLC 解析におい

て TDmol のスポットは経時的に消失していき、新たなスポットは出現しなかった。次に LC-MS/MS で

解析を行ったところ、こちらでも TDmol にモノへキソースが結合した m/z=430.2434 (NH4+付加)のピ

ークが TDmol の減少に伴い増加していた。その MS/MS の m/z=251 以下の MS/MS パターンが TDmol

と類似していたことから TDmol 配糖体の形成が有力だと思われる。 

 以上のことから t-type トリコテセン生産菌に d-type トリコテセンである TDmol を添加した場合、

TDmol は正常な側鎖修飾は受けず新たなトリコテセンに変換させることは無かった。そのかわり、Fs 

ΔTri5 および Fg ΔTri5 の両菌体において TDmol は配糖体に変換されていることが強く示唆された。こ

の理由については菌体の解毒機構が関係していると推測した。Fusarium 属は C-3 位をアセチル化する

ことで自身が生産するトリコテセンの毒性を弱めることが出来る。しかし、添加した TDmol は C-3 位

に修飾基を持たないため、弱毒化ができない。そこで、糖抱合により水溶性をあげ、毒性を下げたと考

えられた。また、並行して 8-keto trichodermol、trichothecin, 8-deoxytrichothecin についても同様の

実験を行ったところ、MS/MS の結果から、どれも配糖体に変換されていることが示唆された。 

T. roseum に ITDmol を添加し TLC 解析を行った結果、コントロールと比較したとき ITDmol を添

加した方のみに ITDmol よりも低い位置に新たなスポットが出現していた。次に HPLC でコントロー

ルと比較したとき、コントロールではピークが 1 本だったのに対し、ITDmol を添加した方ではピーク

が 2 本に割れていた。その新たなピークを分取し、LC-MS/MS で解析した結果、組成式は C19H26O5で

あった。基質に ITDmol (C15H22O3)を使用しているため、C19H26O5は C15H22O3の変換体であることが

予想され、その質量差がブテニル基に相当していた。T. roseum は C-4 位にブテニル基を持つトリコテ

センを生産する菌体であることから、新規トリコテセンは ITDmol の C-4 位にブテニル基を持つ化合物

であると推測し、NMR で解析した結果、予想通りの構造であった。この新規トリコテセンを 3-hydroxy 
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8-deoxytrichothecin と命名した。MTT assay の結果、この新規物質の半数阻害濃度は 0.01 µM で DON

に比べ約 74 倍高かった。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

TDmol の配糖体は未だに NMR での構造決定がなされていない。その精製は、HPLC のクロマトグ

ラムでの可視化が出来ないため困難である。しかし、LC-MS/MS により、HPLC のどの画分に存在す

るかは確認できる。今後は HPLC と LC-MS/MS を併用することで精製を行い、NMR による構造決定

をしていくことが重要であると考えられる。 

 

Summary 

 Trichothecenes are a large group of mycotoxins, produced by several fungi such as Fusarium, 

Myrothecium and Spicellum. Among them, trichothecene-producing Fusarium species are notorious 

in agriculture because they infect important crops such as wheat and corn, and accumulate 

trichothecenes in grains. For example, Fusarium sporotrichioides produces T-2 toxin and HT-2 

toxin, whereas F. graminearum produces deoxynivalenol and nivalenol. 

Trichothecenes are proposed to be divided into two groups, t-type and d-type, based on 

biosynthetic pathways. T-type trichothecenes are produced through the second cyclization of 

isotrichotriol mainly in Fusarium species, while d-type trichothecenes are produced via the second 

cyclization of isotrichodiol in non-Fusarium species. T-type trichothecenes have a modified group at 

the C-3 position, whereas d-type trichothecenes do not. Once the second cyclization proceeds, no 

exchange between d-type and t-type trichothecenes occurs. Since we have succeeded in producing a 

novel unnatural trichothecenes by utilizing the biosynthetic pathways of two fusaria, F. 

sporotrichioides and F. graminearum, challenges of creation of novel trichothecenes have been 

addressed by utilizing different trichothecene-producing genera.  

   In this study, trichodermol, a d-type and non-Fusarium trichothecene, was fed to Tri5 

gene-disrupted fusaria, which lack the gene encoding the enzyme for the first step of trichothecene 

biosynthesis, resulting in producing no trichothecenes by themselves. A tandem mass spectrum of 

the obtained product suggested that trichodermol quickly got conjugated with hexose at position 

C-4 by ΔTri5 mutants of F. sporotrichioides and F. graminearum. We also fed other d-type 

trichothecenes, 8-deoxy trichothecin, 8-keto trichodermol and trichothecin, and similar phenomena 

were observed. 

In reverse, we fed isotrichodermol, a t-type trichothecene produced by Fusarium, to 

Trichothecium roseum. In this case, isotrichodermol underwent normal side chain modification and 

was converted to 3-hydroxy 8-deoxytrichothecin. In MTT assay, half inhibitory concentration of this 

compound was 0.01 µＭ, and about 74 times higher than deoxynivalenol. 

In this study, we strongly suggested that d-type trichothecenes were conjugated with hexose in 

Fusarium, however the structural determination still remains and awaits elucidation 
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カビ毒ニバレノールの検出に向けたアセチル化酵素 TRI7 の応用利用 

Examination and application of TRI7 acetylase toward the detection of nivalenol 

 

研究代表者 島村 拓実 (理工学研究科 応用化学専攻) 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①トリコテセン Trichothecene 

            ②酵素        Enzime 

      ③アセチル化  Acetylation 

        ④TRI7        TRI7 

      ⑤nivalenol   Nivelenol 

平成 29 年度交付額／559,000 円 

研究発表／学会および口頭発表 

・平成29年 第38回日本食品微生物学会学術総会 徳島県郷土文化会館 (10月5日～10月 6日) 「ト

リコテセン生合成酵素を用いた nivelenol 系トリコテセンの一括変換と検出系の構築」 

 

研究経過および成果の概要   

トリコテセンとは、Fusarium 属菌などが重要穀物を汚染し生産されるカビ毒の一群である。ヒトや

家畜などがこれに汚染された穀物を摂取すると、下痢や嘔吐、食中毒性無白血球症等を引き起こす。現

在、日本ではトリコテセン系カビ毒の一種である nivalenol (NIV)は規制対象に指定されたものの、実

施が始まっていない。その原因として検出の困難さが挙げられる。しかし、NIV 系トリコテセンの中で

3,4,15-triacetylnivalenol (3,4,15-triANIV)のみ簡易検出が可能である。そこで、NIV の C-3 位、C-4

位、C-15 位の水酸基をアセチル化して 3,4,15-triANIV に変換する系を確立することで、NIV 系トリコ

テセンの簡易検出が可能になると考えた。本研究では、変換系に必要な 3,15-diacetylnivalenol 

(3,15-diANIV)の C-4 位アセチル化を担う TRI7 酵素に着目し、TRI7 の大量生産および性状解析を試み

た。この酵素は、これまでの研究より、非常に不安定で失活しやすいということがわかっている。 

 

１．研究方法 

 

本研究で使用した菌体は Fusarium graminearum MAFF 111233 野生株（WT）、脱アセチル化酵

素遺伝子 Tri8 単一遺伝子破壊株（ΔTri8）、脱アセチル化酵素遺伝子 Tri8, Tri104 二重遺伝子破壊

株（ΔTri8ΔTri104）である。菌株を YG 培地で 2 日間培養し、その菌糸をガーゼで濾して、これを

RF 培地に加え、更に数日間培養した。連日培養液を採取して菌糸をガーゼで濾し、液体窒素で冷

凍し磨砕した。その後、菌糸重量の 2 倍量のサンプル buffer を加えて超音波破砕を行った（crude

サンプル）。その後、遠心機で 0℃10 分間 5,800×g で遠心し、5,800×g pellet と上清に分離し、さ

らに、5,800×g 上清を 4℃60 分間 100,000×g で遠心し、100,000×g pellet と上清に分離した。そ

して、各サンプルの 3,15-diANIV アセチル化活性(=TRI7 活性)及び 3,4,15-triANIV 脱アセチル化

活性を比較し、TRI7 取得に適した菌株の選定や TRI7 の簡易的分画を試みた。また、ΔTri8 株及び

ΔTri8ΔTri104 株の遠心画分に BSA、glycerol を添加し、-30℃、-80℃で保存し、サンプルの残存
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活性の推移から保存に適した条件を検証した。さらに F. 

graminearum JCM 9873 ΔTri5 PTEF Tri7 株の粗酵素の遠心分

画による調製とその最適反応条件の検証を行なった。２．研究

経過および成果の概要 

２．研究経過および成果の概要 

3 種類の菌株から調製した crude サンプルのアセチル化活性

及び脱アセチル化活性を培養日数ごとに比較したところ、どの

菌株でも 2 日目からアセチル化及び脱アセチル化が確認され

た。その中でも WT では、3,4,15-triANIV から脱アセチル化

し、4,15-diANIV だけでなく 4-ANIV にまで変換されてしまっ

た(Fig. 1-a)。単一遺伝子破壊株と二重遺伝子破壊株とでは、ど

ちらも脱アセチル化されているが二重遺伝子破壊株の方がア

セチル化活性が強く、脱アセチル化活性が低いことがわかった

(Fig. 1-b, 1-c)。 

 遠心分画の結果、どちらの遺伝子破壊株から調製した TRI7

酵素も 100,000×g の pellet に強い TRI7 活性を有していた。た

だし、ΔTri8 株由来の 100,000×g の pellet は 4,15-diANIV へ

脱アセチル化しているのに対し、ΔTri8ΔTri104 株由来の

100,000×g の pellet は脱アセチル化することなく、約 95%が

3,4,15-triANIV へと変換されていた。 

次に粗酵素の保存についてだが、-30℃保存の酵素液は 3 ヶ

月経過時点では TRI7活性に急激な低下は見られない。しかし、

最初は 60％程度の変換率を有していた 100,000×g の pellet の

活性が 6 ヶ月を経過するとかなり低下してしまっていた。ま

た、5,800×g 上清においては、6 ヶ月経過後も TRI7 活性が強

く見られたが、同時に脱アセチル化酵素の活性も残存していた

ため、実用には不向きであると考えられた(Fig. 2-a)。 

-80℃保存の酵素液は 3 ヶ月経過後も活性が大きく変動する

ことがなく、非常に安定していた。しかも、6 ヶ月を経過後も

TRI7 活性が低下せず、原因は不明だがむしろ上昇していた

(Fig. 2-b)。 

以上より MAFF 111233 ΔTri8ΔTri104 株から得た粗酵素を

100,000×g で超遠心した後の pellet を用いて、glycerol 50%、

BSA 1%の状態で-80℃で保存することによって、6 ヶ月間は安

定的に保存できることが示された。 

JCM 9873 ΔTri5 PTEF Tri7 株から調製した粗酵素の TRI7 活

性は予想以上に強かった。しかし、脱アセチル化活性も強くそ

のままの状態では変換系に適さないことがわかった。そこで、

100,000×gの超遠心によって脱アセチル化酵素の除去を試みたが、TRI7活性も低下してしまった。

Fig. 4. JCM 9873 ΔTri5 PTEF Tri7 株粗酵素の  

各温度での TRI7 活性 
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Fig. 3. 冷凍保存による TRI7 活性の推移 
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c) ΔTri8 ΔTri104 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1d 2d 3d 4d 5d

各
ト
リ
コ
テ
セ
ン
濃
度
比

 

培養日数 

3,15-diANIV

3,4,15-triANIV

4,15-diANIV

4-ANIV

a) WT 



38 

 

そこで最もTRI7活性の強い 5,800×gの上清を用いて各反応温度での活性を調べたところ、0℃、4℃、

15℃では脱アセチル化が起こらず、TRI7 活性も非常に強いことが示された(Fig. 3)。現在この TRI7

を使い、より効率の高い 3,4,15-triANIV への変換系の構築を目指すとともに、基質特異性につい

ても検証を行っている。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 より活性の強い JCM 9873 ΔTri5 PTEF Tri7 株から TRI7 粗酵素を取得する場合、培養日数と使

用している培地の問題から、一度に採取できる菌糸量が、MAFF111233 株と比べて少ない。また、

今回の実験ではあくまで3,15-diANIVから3,4,15-triANIVへの変換だけを行っている。実際にNIV

から 3,4,15-triANIV への変換を試みた際にうまくいかない可能性も考えられるため、今後は最適

条件の模索が必要と考えられる。 

 

Summary 

Trichothecene is a group of mold toxins produced by fungi such as Fusarium spp. When humans and domestic 

animals ingest cereals contaminated with trichothecenes, these mycotoxins cause diarrhea, vomiting, and 

alimentary toxic aleukia. Nivalenol (NIV) is one of major trichothecenes found on fields in Japan, thus, the 

necessity to regulate this mycotoxin has been brought up but implementation has not started yet. The major reason 

for this is believed to be difficulty to detect NIV by ELISA. However, it is possible to detect 

3,4,15-triacetylnivalenol (3,4,15-triANIV) by ELISA. Therefore, we thought that by constructing a system that 

converts NIV-type trichothecenes to 3,4,15-triANIV, simple detection of these trichothecenes will be available. 

Hence, I focused on the TRI7 enzyme responsible for the acetylation at the C-4 position, which is 

necessary for the conversion system and tried to produce TRI7 efficiently and characterize this 

enzyme. 

In order to obtain TRI7, three strains were used; MAFF111233 wild type (WT), ΔTri8 (the single 

gene-disruptive mutant of Tri8, which encodes deacetylase), and ΔTri8 ΔTri104 (the double 

gene-disruptive mutant of Tri8 and Tri104, which encode deacetylase). These strains were 

incubated for several days, and the mycelia was collected and filtered with gauze, and immediately 

ground in liquid nitrogen. Thereafter, sample buffer was added, and the mixture was subjected to 

ultrasonication (crude sample). Each sample was centrifuged at 5,800 × g at 0 oC for 10 minutes in a 

centrifuge to separate into 5,800 × g pellet and supernatant. Then, 5,800 × g supernatant was 

centrifuged at 100,000 × g at 4 oC for 60 minutes to obtain 100,000 × g pellet and supernatant. Each 

fraction was subjected to in vitro assay to detect acetylase activity of 3,15-diANIV (= TRI7 activity) 

and 3,4,15-triANIV deacetylase activity. It was found that 100,000 × g pellet of ΔTri8 ΔTri104 had 

the highest acetylase activity, and the lowest deacetylase activity. We also found that 5,800 × g 

supernatant of crude enzyme from JCM 9873 ΔTri5 PTEF Tri7 strain had much higher activity 

than those from MAFF111233 strain. The former showed high TRI7 activity even under 0, 4 and 15 

oC, and no deacetylase activity was observed at these conditions. 

In terms of storage condition, the TRI7 activity of the 100,000 × g pellet of ΔTri8 ΔTri104 was 

found stable even after 6 months at -80oC, if BSA and glycerol were added to the enzyme. 
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In this study, we could obtain TRI7 enzyme with efficient activity, and find out the appropriate 

storage condition. However, for practical use, further research will be required to construct a 

system to convert NIV-type trichothecenes to 3,4,15-triANIV. 
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流水環境中にある円柱群の抵抗特性とその周辺の流れ特性について 

RESISTANCE CHARACTERISTICS AND FLOW CHARACTERISTICS  

OF GROUP OF COLUMN IN RUNNING WATER 

 

研究代表者 坂間 睦美（理工学研究科 都市環境デザイン専攻） 

 

研究機関／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①円柱群   Group of column 

      ②抵抗特性  Resistance characteristics 

      ③流体力   Drag force 

      ④抗力係数  Drag coefficient 

      ⑤数値解析  Numerical analyses 

平成 29 年度交付額／628,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・坂間睦美，青木宗之，齋藤圭汰，船越智瑛：円柱群周辺の流れの再現について，第 45 回

土木学会関東支部技術研究発表会，II-54, 2018.3 

・坂間睦美，青木宗之：透過水制および不透過水制の違いによる流れおよびウグイの遊泳行

動比較について，土木学会第 45 回環境システム研究論文発表会，A-10, 2017.10 

・坂間睦美，青木宗之：円柱群を有する単断面開水路での流れの再現と抗力係数の検討，土

木学会全国大会第 72 回年次学術講演会，II-088, 2017.9 

・坂間睦美，青木宗之：開水路中に設置された円柱群を構成する個々の円柱の抗力係数，土

木学会第 20 回応用力学シンポジウム，C000064, 2017.5 

(2)論文 

・坂間睦美，青木宗之：透過水制および不透過水制に違いによる流れおよびウグイの遊泳行

動比較について，土木学会論文集 G（環境），Vol.73, No.6, II_85-II_91, 2017 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 流体中の物体には流体力が働き，流体力の導出には抗力係数 CDが用いられている．CDを用いて物体

の抵抗特性を示すことができ，円柱の CDは概ね 1.0 として扱われているのが一般的である 1)．しかし，

この CD の値は一様流速中の単一円柱を用いた値であり，流速分布が存在する実際の流体中や，円柱群

内部では CDの値が異なる可能性がある．実際に，CDを一定値として計算を行った場合に流れの再現精

度が落ちることや，円柱群を過ぎる流れが不規則な流れであることから，円柱群の CD は一定値ではな

いことが考えられる．円柱群内の流れを詳細に予測するためには，円柱群を構成する個々の円柱の CD

を明確にすることが重要であると考えられる．そこで本研究では，まずは円柱群を有する開水路での実

験を行った．その後，円柱群がある場の流れを再現するため，CD を一定値としたケースおよび円柱群

を構成する個々の円柱の CDを適用したケースで数値解析を行った． 
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 実験では，円柱群を構成する個々の円柱の CD を求めるため，流速，水深，流体力の計測を行った．

円柱群内部では，水深方向に流速の変化がないため，流速は 1 点法における水深方向の平均流速を用い

た．また，流れが円柱に与える力には，円柱直前の流速および水深が影響していると考えたため，代表

流速および代表水深は各円柱の 1(cm)上流の箇所として仮定し，計測を行った．実験水路は，水路幅

B=80(cm)，全長 1,080(cm)，水路勾配 1/500 であり，流量 Q は 16.0(l/s)とした．円柱の縦断方向および

横断方向の設置間隔 l および s を 4.0(cm)とし，円柱の配列は整列配列および千鳥配列であり，配列に

よって円柱本数は異なる．使用した円柱直径 d は 1.0(cm)であり，l/d は両配列ともに 4 とし，後流の影

響を受ける条件とした 2)． 

 数値解析では，幅，勾配および流量は実験水路と同様であり，水路全長を 400(cm)として計算した．

x, y 方向のメッシュサイズをそれぞれ 1.0(cm)とし，計算終了時間を 100(s)とした．また，マニングの

粗度係数 n を実験結果から逆算した n=0.020(m-1/3s)を用いた．なお，円柱群の透過係数 K および awは

以下の通り定義した． 

gaC
K

WD 2

1




 (1),  
hA

aT
aw




  (2) 

ここに，CD：円柱の抗力係数，aw：単位体積の流体塊中にある x 方向の円柱群投影面積(m2/m3)，T：

円柱本数(本)，a：円柱の投影面積（=d×h(m2)），d：円柱直径(m)，A：円柱群設置面積(m2)，b：円柱

群設置幅(m)，L：円柱群設置長さ(m)である．計算は，CDを 1.0（一定値）としたケースおよび円柱群

を構成する個々の円柱の値としたケースで行った．また，円柱群を構成する個々の円柱の CD を用いた

ケースでは，さらに awに用いられている円柱設置面積 A を円柱群全体としたケースおよび円柱 1 本の

面積としたケースに分けて計算を行った． 

 

２．研究経過および成果の概要 

 実験では，整列配列のとき 2 本目の円柱直前（y=3(cm)）で流速 u が約 3 割低減し，その後最上流の

円柱の流速 u の値に復元した．一方，千鳥配列のときには流速 u は低減せず，下流に向かって 1.5 倍程

度増加した．両配列はともに後流の影響を受ける条件であるが，整列配列が直線的な流れであるのに対

し，千鳥配列は複雑な流れであることから，その流れの影響を受け，流速 u が増加したと考えられる．

また，流体力 FDxも配列ごとに流速 u と同様の傾向を示した．実験値より逆算した CDは，整列配列は

円柱群上流から 2 本目の円柱で顕著な流速低減の影響を受け，1 本目の円柱の値に比べて約 2 倍となっ

た．また，千鳥配列では流速 u の増加に伴い CDは減少し，1 本目の円柱の値に比べ 2 本目の円柱の値

は約 0.5 倍となった．円柱群内部では，流速 u の変化の影響を受け，円柱群を構成する個々の円柱の

CDは異なった． 

 数値解析では，円柱を設置していないときの水路中央における流速 u は，概ね再現できた．しかし，

CDが一定値のとき，整列配列では下流に向かって流速 u は低減傾向にあり，実験での 2 本目の円柱付

近の流速 u の変化は再現できなかった．千鳥配列も同様に，円柱群の上流部分での流速 u の再現性は低

かった．円柱群を構成する個々の円柱の CDを用いた計算では，円柱設置面積 A を円柱群全体としたと

き，CD を一定値とした結果と同様の傾向を示した．円柱設置面積を円柱 1 本としたとき，整列配列で

は実験結果に比べて流速uは約0.5倍の値となったが，円柱群上流と下流の流速uの傾向は再現できた．

これは，千鳥配列でも同様であった．円柱群を構成する個々の円柱の CD を用いた計算では，円柱設置

面積 A の考え方によって結果が異なり，円柱 1 本の値としたときに円柱群の上流部分と下流部分の流速
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u の増減する傾向は再現できているため，円柱設置面積 A は，円柱 1 本の値として計算する方が適して

いると考えられる．また，流れの再現精度を向上させるため，円柱群を構成する個々の円柱の CD を用

いたケース（円柱設置面積 A を円柱 1 本としたとき）の考え方をベースに，CDの値を任意に変化させ

た．その際，流速が実験結果と比べて遅くなったことから，実験値から逆算した CD が大きかった可能

性があると考え，実験値の CDを 0.3 倍した．その結果，流速 u の再現精度は 10(%)以上向上したが，2

本目の円柱付近の流速 u の変化など，詳細な再現には至らなかった．よって，CD をより精査すること

で，流れの再現精度を向上できると考えられる． 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 CD を任意に変化させて計算を行った結果，流れの再現精度は向上したが，円柱群内の詳細な流れを

再現するには至らなかった．そのため，まずは CD をさらに変化させ，実験結果の再現精度を向上させ

る必要があると考えられる．そして，その CDの値から代表流速や代表水深の値を逆算できれば，CDの

算出の際に用いる代表流速と代表水深の計測位置や値が明確になるのではないかと考えられる．また，

今回の研究では，水路縦断方向（x 方向）のみに着目して流速 u の計測や再現精度の検証を行ったため，

水路横断方向（y 方向）についても着目し，より詳細な検討が必要であると考えられる． 

 

参考文献 

1) 本間 仁：標準水理学，丸善，p.151, 1984 

2) 永井荘七郎，倉田克彦：開水路流れの中の円柱の相互干渉，土木学会論文報告集，第 196 号，pp.57-64, 

1971 

Summary 

  It is common that the drag coefficient; CD of a column is treated as approximately 1.0. However, 

it is usually using a single column in a uniform flow velocity. Moreover, the CD may be different 

inside a group of column. Actually, when the CD is set to a constant value, the reproducibility of flow 

decrease. Also, the flow through the group of column becomes an irregular flow. Accordingly, it is 

conceivable that the CD of the group of column is not a constant. For detailed prediction of the flow 

in the group of column, it is considered important to clarify the CD of each column constituting the 

group of column. Therefore, experiments was conducted in an open channel having a group of 

column. Numerical analyses were then carried out to reproduce the flow. Numerical analyses were 

made in cases where the CD was set to a constant value and cases where the values of each column 

constituting the group of column were taken.  

  In the experiments, the flow velocity notably decreased in alignment arrangement. In addition, 

the flow velocity tended to increase toward the downstream in zigzag arrangement. The CD of the 

individual column constituting the group of column differed due to the change of the flow velocity 

inside the group of column. In numerical analyses, experimental results could not be reproduced 

when calculating the CD as a constant value. When calculated by applying the CD of each column 

constituting the group of column, it was possible to reproduce the tendency to increase and decrease 

the flow velocity. However, the flow velocity in the group of column became slower than the 

experimental results. Therefore, the numerical analyses of CD of the experimental value was 
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arbitrarily changed small. As the results, the flow reproducibility was improved. However, detailed 

flow within the group of column did not come up to be reproduced. Therefore, it is considered that 

the precision of flow reproduction can be improved by further examining the CD. 
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固有振動数の振幅依存性に基づく 

伝統木造建築物の構造性能評価に向けた基礎研究 

 

Basic research on structural performance evaluation of traditional timber architecture 

based on amplitude dependence of natural frequency 

 

研究代表者 高岩 裕也 

（理工学研究科建築・都市デザイン専攻博士後期課程 3 年） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①伝統木造建築物 Traditional timber architecture 

            ②強制振動実験  Forced vibration test 

      ③常時微動測定 Microtremor measurement 

        ④振幅依存性  Amplitude dependence 

      ⑤構造性能評価  Structural performance curve 

平成 29 年度交付額／689,000 円 

研究発表／学会および口頭発表 

① 高岩裕也，松野浩一（共著）：土塗り壁を有する伝統木造建築物の大変形領域におけ

るせん断剛性評価に関する実験的研究，日本建築学会構造系論文集 82(738) ，

pp.1245-1253，2017 年 8 月 

② Yuya Takaiwa，Koichi Matsuno（共著）：INFLUENCE OF AGING ON SEISMIC 

PERFORMANCE OF "KURA-ZUKURI BUILDING"，World Conference on 
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③ 高岩裕也：経年変化を考慮した伝統木造建築物の構造性能評価に関する研究，第 3

章 伝統木造建築物における固有振動数の振幅依存性に関する研究，東洋大学博士

学位論文 2018.9（予定） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究は，固有振動数の振幅依存性に基づき，伝統木造建築物の構造性能評価を実現すべく，実施し

た基礎研究である．基礎研究では，比較的簡便に計測が可能である強制振動実験に着目し，周波数をパ

ラメータとした起振機による振動実験を行い，共振の影響により振幅差を有する複数の加速度応答波形

をサンプリングし，固有振動数を得る．得られた複数の固有振動数と振幅との関係から回帰式を求め，

微小変形領域の固有振動数から小変形・大変形領域の固有振動数を推定する手法の構築を目的とする．

その端緒として，架構規模の木造試験体を用いた検証実験を実施したので報告する．木造架構試験体の

主耐力要素に関する構造性能は定量研究により明らかになっていることから，理想的なモデルとして基

礎実験に適応している．また，木造架構試験体は，過去に一度振動台で加振実験を行ったものを，再築

して用いていることから，再築に伴うほぞの緩みや部分的めり込み降伏等がある場合に，本手法が適応

可能であるか検討することができる．これは，実在する伝統木造建築物への適応といった観点からも有
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用である．得られた解の妥当性については，併せて実施した引張載荷試験と比較することで検証する． 

東洋大学川越キャンパス大型実験棟に再築した複層斜交重ね板壁を有する再築架構試験体を対象と

する．写真 1 に試験状況を，表 1 に試験体仕様を，図 1 に本実験の平面計画についてそれぞれ示す．本

実験の試験体は，2730mm×3640mm（1 間半×2 間）で四隅に鉛直構面を有する木造軸組構法によるも

ので，過去に振動台実験を実施し，複数回にわたって加力を受けており，その後再築されて約 2 年が経

過している． 以降，実施した 3 種類の試験方法について示す． 

 

表 1 試験体概要 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 試験体外観 

 

 

図 1 実験計画（平面） 

 

（１）引張載荷試験 

部材 種別 寸法(mm) 

柱 すぎ 120×120 

梁 すぎ 120×120 

土台 ひのき 120×120 

床梁 まつ 120×240 

板壁 すぎ 110×30 

床 構造用合板 t=24 1820×910 
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引張載荷試験は，鉄骨反力柱と木造架構試験体間に油圧引張ジャッキを介してワイヤーで接続し，加

力を行った．  

（２）常時微動測定 

 加速度計は，アルミ製治具に 2 方向においてサーボ型加速度計を設置したものを 1 つのセットとして

柱頭に設置した．また，木造架構試験体の固有振動数を特定するため，木造架構試験体の土台となって

いる CLT にも加速度計を設置した． 

振動台実験実施時と同様に，一般的な木造住宅相当の固有振動数とするため，錘 2ton を木造架構試

験体の天井面に設置した．強制振動実験を行う関係から，起振機もあらかじめ設置した状態で測定を行

っている．測定時間は，10 分間（600 フレーム）とした． 

 

（３）強制振動実験 

強制振動は，起振機により振動を発生させることで行った．起振力は，正弦波およびホワイトノイズ

を入力した．起振機は，木造架構試験体の天井面の平面中心に設置した．加速度計・錘は，常時微動測

定と同様の配置とした．正弦波加振では，1Hz～15Hz の範囲の正弦波を 1Hz ずつ入力し，加振時間は

5 分間で，測定時間は 6 分間とした．図 2 に正弦波と測定時間の関係について示す．なお，ホワイトノ

イズ加振は，100 秒間の入力とする． 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 測定時間概要 

 

２．研究経過および成果の概要 

（１）引張載荷試験および常時微動測定結果 

図 3 に固有振動数の推移を示す．振動台実験において JMA kobe-NS140%まで繰返し加振を受けた試

験体は，再築されることによって JMA kobe-NS120%時相当の振動特性に変化した.その後，JMA 

kobe-NS120%時の応答変形角まで引張実験を行ったが，固有振動数は低下しないことを確認した． 
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図 3 実験経過と固有振動数の推移 

 

（２）正弦波加振による固有振動数の推移 

 起振機による正弦波加振時および加振前後に常時微動測定を行い，木造架構試験体の固有振動数を求

めた．図 4 および表 2 に正弦波加振実験結果を示す．加振前後の固有振動数は 6.06〜6.1Hz となり，正

弦波加振時の固有振動数は， 4.91～6.25Hz に推移した．また，正弦波 5Hz，7H 加振時には，固有振

動数は 4.91～5.99Hz で卓越する傾向にあった． 

 

 

図 4 伝達関数 

 

表 2 伝達関数（卓越固有振動数） 

強制作用振動数 Hz 1 2 3 4 5 6 7 8 

固有振動数 Hz 6.00 6.00 6.00 5.97 5.00 6.00 4.91 6.25 

強制作用振動数 Hz 9 10 11 12 13 14 15 強制後 

固有振動数 Hz 5.88 5.87 5.93 5.95 5.97 5.51 5.93 6.06 

 

（３）振幅（変位）への換算 

振動実験では，振幅（変位）を得るために加速度を変換する必要がある．対象とする波形が調和振動

の場合においては，加速度を固有円振動数で除して振幅（変位）𝑧に換算することができるため，図 5
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に示す調和振動の概念を採用した．振幅の検討範囲は，加速度の振幅のばらつきを考慮し，加振開始 50

～100 秒とし，振幅算出に用いる加速度は，最大加速度の平均値と最小加速度の平均値の平均値とする． 

 

    

図 5 調和振動の場合の変位，速度および加速度のベクトル表示 

（４）振動数-変形角関係の評価 

図 6～図 9 に振動数-変形角関係を示す．振動数は，起振機による加振で得られた固有振動数，変形角

は，加振で得られた振幅と試験体高さの関係より算出した．得られた振動数-変形角関係の対数関数近似

曲線を求めた． 5～8Hz，14Hz でフィルタ処理を行ったところ相関 R2が 0.7 となり概ね実験結果に近

似する結果となった． 

 

       

図 6 振動数-変形角（フィルタなし）           図 7 振動数-変形角（5～8Hz,14Hz） 

 

       

図 8 振動数-変形角（5～8Hz）                 図 9 振動数-変形角（14Hz） 

 

（５）荷重-変形角関係の評価 

 振動数-変形角関係より得られた近似式を用いて，荷重-変形角曲線を求めた．特定変形角時の荷重は，
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近似曲線より求めた振動数および試験体重量を用いて剛性を算出した．表 3 に近似式より求めた荷重変

形角曲線および引張載荷実験の結果を示す．ここで，表 3 の相関係数 R21/600は 1/600rad 時における引

張載荷実験値との相関を表す値である．分析の結果，強制振動実験を用いて微小変形領域から小変形領

域の構造性能を推定できることを確認した．算出した 1/600rad 時の剛性と微動剛性の関係から，木造

架構試験体の相関係数 β は 0.46 となった． 

 

 

表 3 荷重-変形角関係一覧 

せん断変形角 Rad 1/600 1/150 1/120 1/90 1/60 相関係数 R21/600 

引張載荷実験 

kN 

6.82 15.51 14.58 23.58 33.51 - 

フィルタ無し 7.58 29.41 36.57 48.44 71.99 0.90 

フィルタ(5～8,14Hz) 8.30 32.65 40.71 54.10 80.77 0.82 

フィルタ(5～8Hz) 7.76 30.23 37.62 49.88 74.23 0.88 

フィルタ(14Hz) 7.86 30.66 38.17 50.63 75.38 0.87 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

常時微動測定により得られた固有振動数と振幅発生時の固有振動数を記載している既往研究を整理

すると相関係数 β は 0.47（研究発表①でまとめたもの）となっており，概ね本研究結果のβ=0.46 と近

似する結果となっている．研究発表②では，本研究のβ値に関する検討結果を踏まえて，β=0.4～0.6

でパラメトリックスタディを実施し，有用な結果が得られている．今後は，実在する伝統木造建築物へ

の適応を想定した実験データを構築する必要がある．その際に，実在する伝統木造建築物の構法的特性

に関する見識等が必要になってくるため，本研究で得た知見を活かしていきたい． 

 

Summary 

   The author built the technique to estimation of the structural performance curve based 

on amplitude dependency of natural frequency in minute deformation range for an frame 

specimen in this study. The forced vibration experiment performed the experiment that 

assumed frequency a parameter. The author sampled an acceleration wave having an 

amplitude difference under the influence of resonance and got a natural frequency. Regression 

formula was demanded from provided plural natural frequencies and relations of the amplitude. 

The author estimated the structure performance curve (the following, estimate) of the frame 

specimen by the regression formula. About the validity of the provided solution, the author 

inspected to compare the static shear test results after forced vibration experiment. As a result 

of inspection, static shear loading results and the estimate in the aspect were similar near 

1/600rad. When the behavior to 1/600rad that is said generally linear region is not 

brittleness-like destruction, this shows that it is curve to change logarithmically. 
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血管内皮細胞の shear stress に対する応答 

The effect of shear stress on vascular endothelial cells in the microchip cell culture system 

 

研究代表者 橋爪 和俊（生命科学研究科生命科学専攻） 
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研究発表／学会および口頭発表 

・ 第 69 回日本細胞生物学会大会 2017 年 6 月 13 日～15 日 (仙台国際センター)  

ポスター発表 

・ 論文投稿予定 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 心血管疾患（心筋梗塞、脳梗塞等）は、現在日本人の死因の第二位となっている。血管内皮細

胞は血栓の形成や溶解に直接的に関与する「血液凝固・線溶系因子（tissue-type plasminogen 

activator（t-PA）や plasminogen activator inhibitor-1（PAI-1）など）」を分泌しており、心筋

梗塞や脳梗塞などの心血管障害の発症や予後に深く関わっている。血管内皮細胞は機械的ストレ

スの一種である「ずり応力（shear stress）」の影響により細胞の形態や分泌動態に長期的な変化

を起こすことが既に報告されていた。一方、「血圧サージ」現象などが最近明らかとなり、血流・

血圧の急激な変化により生じる血管内皮細胞の短期的変化の解明も重要となっている。しかし、

shear stressによる t-PAやPAI-1分泌の短期的変化やそのメカニズムについては未だ明らかにな

っていない。そこで本実験では、shear stress の影響による、血管内皮細胞からの t-PA 及び PAI-1

の分泌動態や遺伝子発現変化について、短期的な解析の可能な「マイクロチップ灌流培養システ

ム」を用いて調べた。マイクロチップ灌流培養システムは将来的な医療用微量検査システムへの

応用が期待されており、近年このシステムを用いた細胞培養の研究は発展し続けている。本培養

に用いられるマイクロチップは極めて単純な構造であるが、その利用方法は多岐にわたっている。

その後、さらに shear stress の変化が t-PA や PAI-1 の分泌を変化させるメカニズムとして、細

胞内カルシウムイオンに着目し、「Shear stress の変化が細胞内カルシウムイオン濃度の変化を介

して、t-PA 及び PAI-1 の分泌を調節している」という仮説を立て、その検証を行うため以下の実

験をした。 
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(1) Shear stress 変化による血管内皮細胞の t-PA 及び PAI-1 分泌量の変化：本研究では血管内皮

細胞として、EA.hy 926 を用いた。細胞をマイクロチップ内に導入し 72 時間の灌流培養を行

った後、細胞に shear stress 負荷を与え、培養排出液中の t-PA 及び PAI-1 分泌量を ELISA

法により調べた。 

(2) Shear stress による血管内皮細胞中の t-PA 及び PAI-1 mRNA の発現解析：shear stress 負

荷前、負荷後のチップ内の細胞から RNA を回収し、逆転写を行い、その後量的 RT-PCR に

よる t-PA 及び PAI-1 mRNA の発現解析を行った。 

(3) Shear stress 変化による細胞内カルシウムイオン濃度の変化：細胞をマイクロチップに導入

後、24 時間灌流培養を行った。その後、カルシウムイオンの蛍光指示薬である Fluo4-AM を

細胞に導入し、shear stress 負荷を与えた。その際の蛍光画像を 5 秒毎に 2 分間撮影し、そ

の後 ImageJ Fiji による画像解析を行った。 

(4) カルシウムイオノフォアがもたらす t-PA 及び PAI-1 分泌量への影響：細胞を 72 時間の灌流

培養後、カルシウムイオノフォアを添加し、shear stress 負荷を与えた。回収した培養排出液

中の t-PA 及び PAI-1 分泌量を ELISA 法で調べた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 血管内皮細胞（EA.hy 926）は、shear stress の強度依存的に t-PA 及び PAI-1 の分泌量を短期

的に変化させていることが明らかになった。また、同条件における両因子の遺伝子発現について

も調べてみたところ、それぞれの因子の分泌量のような相関性は認められなかったものの、shear 

stress の変化はこれら因子の遺伝子発現にも影響を及ぼしていることがわかった。次に、shear 

stress による細胞内カルシウムイオン濃度の変化を調べたところ、shear stress により細胞内カ

ルシウムイオン濃度に急激なピークを持つ変化が起きていることが明らかになった。さらに、カ

ルシウムイオノフォアを用いた実験結果から、カルシウムイオンが t-PA 及び PAI-1 の短期的な

分泌量の変化に影響を及ぼしていることが示唆された。 

 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 本研究により、血管内皮細胞が shear stress により受ける短期的な影響をマイクロチップ灌流

培養システムを用いて調べることができた。さらに、「shear stress の変化→細胞内カルシウム濃

度の変化→PAI-1 と t-PA の分泌量変化」というメカニズムが、shear stress による 2 つの因子の

分泌量調節の基本になっている可能性が示された。今後さらに、shear stress による PAI-1 と t-PA

の分泌機構の詳細を明らかにしたい。 

 

Summary 

  The cardiovascular disease is one of the major causes of death and disability worldwide. 

There are various risk factors associated with the cardiovascular disease. For example, 

high-blood pressure (hypertension) is well known to be a risk factor for heart disease and brain 

hemorrhage. In heart and all blood vessels, endothelial cells (ECs) are the thin layer of cells 

lining the interior surface of them, and constantly exposed to blood flow. ECs are involved in 
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many vascular functions, including thrombosis, fibrinolysis, inflammation, angiogenesis, 

vasoconstriction, and vasodilation. Dysfunction of ECs therefore increases risks for developing 

the cardiovascular disease.   

  The function of ECs are largely influenced not only by components of blood but also by 

mechanical forces like blood pressure. Fluid shear stress (FSS) is one of the mechanical forces 

on ECs, being considered to affect their morphology and the protein secretion from them. The 

quantitative balance of tissue-type plasminogen activator (t-PA) and plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1) , essential factors working for keeping fluidity of blood flow, is suggested to 

be influenced by the exposure of FSS in vivo, though the precise mechanism remains unclear. 

  Recently, we developed an integrated and low-cost microfluidic cell culture system that is 

easy to use. This system consists of a disposable polystyrene microchip, a 

polytetrafluoroethylene valve, an air bubble trap, and an indium tin oxide temperature 

controller. By using this system, we can detect altered secreted proteins from ECs by different 

FSSs in vitro. For the first step to elucidate the mechanism underlying altered endothelial 

protein secretion induced by FSS, we examined changes in the concentration of t-PA and PAI-1 

secreted from ECs cultured in our system under different FSS. 

  Various things became clear from our experiment. First, by using fibrin autography, we 

confirmed secretion of t-PA and PAI-1 when the flow speed was changed, and we found that the 

secretion of t-PA and PAI-1 from ECs was rapidly altered by the flow speed. Second, we 

revealed that the amount of t-PA and PAI-1 secreted from ECs was well correlated with shear 

stress. Although some positive correlation was found between PAI-1 mRNA and the strength of 

FSS, it was not detected between t-PA mRNA and the strength of FSS. Finally, we were able to 

observe the inflow of calcium ion into ECs in response to the change of FSS strength. 
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タケが産生するストリゴラクトンの分析と地下茎発達機構の解明 

Analysis of strigolactones produced in bamboo and elucidation of rhizome 

development mechanism 

研究代表者 大竹 真未 (生命科学研究科生命科学専攻) 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 

キーワード／①タケ Bamboo 

       ②ストリゴラクトン Strigolactone 

      ③地下茎 Rhizome 

      ④栄養繁殖 Vegetative propagation 

平成 29 年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

・大竹 真未、鳥越 凛、北川 哲也、梅原 三貴久、ホウライチクが産生するストリゴラ 

クトンが腋芽と筍の形成数に与える影響、第 52 回植物化学調節学会、鹿児島、平成 29 年 

10 月 28 日 

     ・Mami Otake, Rin Torigoe, Tetsuya Kitagawa, Mikihisa Umehara, Do strigolactones  

regulate both shoot branching and rhizome formation in Bambusa multiplex Raeusch?, 

Taiwan-Japan Plant Biology 2017, Taipei, November 4, 2017 

     ・Mami Otake, Rin Torigoe, Tetsuya Kitagawa, Shinjiro Ogita, Koichiro Shimomura, 

Mikihisa Umehara, Effect of strigolactones on shoot branching and rhizome growth in 

Bambusa multiplex Raeusch, Journal of Pesticide Science (投稿予定) 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

ストリゴラクトン (SL)は、植物の枝分かれを抑制する作用を持つ植物ホルモンである。タケの枝

分かれには、地上部の枝分かれの他に、筍を含む地下茎の枝分かれがある。タケは地下茎の発達方

法の違いによって、単軸型と連軸型の大きく二種類に分けられ、本研究では、単軸型のモウハイチ

ク (Phyllostachys meyeri McClire)、連軸型のホウライチク (Bambusa multiplex Raeusch)を実験材料とし

て使用した。 

SL 処理が伸長した筍と腋芽の数に与える影響を調査するために、GR24 (SL 合成アナログ)を含む

水耕液でホウライチクの水耕栽培を行い、栽培開始から 1 週間ごとに 2 mm 以上に伸長した筍と腋芽

の数を測定した。GR24 を含む水耕液は 1 週間ごとに交換した。 

SL はリン酸が欠乏した条件下 (－Pi)で植物体の根から水耕液中へ滲出することが知られている。

そこで、内生 SL がホウライチクの生育や伸長した筍と腋芽の数に与える影響を調査するために、ホ

ウライチクをリン酸十分条件下 (+Pi)と－Pi で水耕栽培を行い、地上部と根の長さ、伸長した筍と腋

芽の数を測定した。また、ホウライチクを－Pi で水耕栽培した時に根で産生される SL を、LC-MS/MS

を用いて分析した。 

さらに、タケが産生する SL を分析するため、モウハイチクおよびホウライチクを－Pi で水耕栽培
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し、水耕液をそれぞれ約 140 L、約 270 L 回収した。水耕液中の SL は、PoraPak Rxn カートリッジカ

ラムを用いて精製した。その後、高速液体クロマトグラフィー (HPLC)を用いてさらに精製を行った。

モウハイチクの水耕液は順相 HPLC、逆相 HPLC の順で、ホウライチクの水耕液は逆相 HPLC、順相

HPLC、逆相 HPLC の順で精製した。SL を含む HPLC の画分は、SL を感知して発芽する根寄生植物

の Orobanche minor の種子を用いた発芽試験で探索した。ホウライチクにおいて、Orobanche minor

の発芽刺激活性が認められた画分については、液体クロマトグラフィータンデム型質量分析計 

(LC-MS/MS)を用いて SL を分析した。 

2. 研究経過および成果の概要 

GR24 を含む水耕液でタケを栽培し、伸長した筍と腋芽の数を測定した。伸長した腋芽の数はコン

トロールと GR24 処理区間で差は認められなかったが、伸長した筍の数は、コントロールと比べて

10 μM GR24 処理区で減少した。このことから、SL は筍の伸長を抑制する作用があると考えられる。

SL は根から茎頂側へ輸送されることにより腋芽の伸長を抑制することが知られているが、今回の実

験では GR24 を水耕液中に処理しているため、根から GR24 が取り込まれ、根からの距離が腋芽より

も近い、筍には作用したと考えられる。一方、根からの距離が筍より遠い、腋芽に輸送される GR24

の量が少ないため、腋芽の伸長抑制作用が見られなかったと考えられる。もしくは、GR24 が輸送中

に代謝されて腋芽の伸長抑制活性が消失したと考えられる。 

ホウライチクを+Pi と- Pi で水耕栽培を行い、地上部と根の長さを測定したところ、+Pi と- Pi で差

は認められなかった。伸長した筍と腋芽の数についても差は認められなかった。これらのことから、

ホウライチクは－Pi に対して強い耐性があると考えられる。また、タケを－Pi で水耕栽培した時に

根で産生された SL を、LC-MS/MS で分析した結果、orobanchol と 4DO は検出されたが、OroAc は検

出限界以下であった。イネでは－Pi で水耕栽培した時に内生 SL が増加し、腋芽の伸長が抑制される

が、タケでは－Pi で水耕栽培した時に根で産生された orobanchol の量はイネよりも少なかった。し

かし、近年では地上部の腋芽の伸長には orobanchol のように四環型でなく、非四環型のカーラクト

ン酸やカーラクトン酸メチルが関わっていると考えられているため、－Pi で産生された orobanchol

は筍と腋芽の伸長を抑制しなかったと考えられる。 

ホウライチクの水耕液抽出物を逆相 HPLC で精製した。逆相 HPLC で分画した画分について発芽

試験を行い、発芽刺激活性が認められた画分について、SL の内部標準物質を用いて LC-MS/MS 分析

を行った。その結果、orobanchol と 4DO は検出されたが、OroAc は検出されなかった。また、これ

ら既知の SL 以外に発芽刺激活性の高い画分が確認された。次に、高極性側で発芽刺激活性が認めら

れた画分を順相 HPLC、逆相 HPLC の順でさらに精製し、発芽試験を行った。その結果、発芽刺激活

性が認められた画分を 2 つ得た。これらの画分について LC-MS/MS を用いて分析した結果、m/z 97.03

が検出された。 そこで親イオンを調べたところ、m/z 375.14、m/z 361.20 であった。m/z 361.20 の親

イオンと精密質量が近い 7-オキソオロバンコールの標準物質を LC-MS/MS を用いて分析したが、

Retention time とフラグメントイオンパターンは一致しなかった 

3. 今後の研究における課題または問題点 

    ホウライチクの水耕液抽出物において、HPLC により得られた m/z 375.14、m/z 361.20 について、

今回は同定することができなかったため、今後も調査を進めていく必要があると考えられる。今回

の研究ではタケの腋芽と筍の構造上の違いを調査することができなかったため、川本法を用いて凍

結切片を作成し、今後調査する必要がある。また、モウハイチクの水耕液抽出物から SL を同定する
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ためには、さらに精製を行い、LC-MS/MS を用いて分析する必要がある。 

 

Summary 

Strigolactones (SLs) play an important role in shoot branching inhibition. Bamboo forms not only 

axillary buds in shoots but also bamboo shoots in rhizomes. Although SLs inhibit shoot branching, 

it is still unknown whether SLs regulate the rhizome formation or not. In this study, I investigated 

whether rhizome formation was inhibited by SL treatment or not. Bamboo classified into two types, 

monopodial type and sympodial type. Phyllostachys meyeri McClire was used as monopodial type 

and Bambusa multiplex Raeusch was used as sympodial type. First, Bambusa multiplex Raeusch 

were hydroponically grown in culture media including GR24 (SL synthetic analog) for 8 weeks. 

There was no significant difference between control and GR24 treatment on number of outgrowing 

axillary buds. However, number of outgrowing rhizomes was reduced on 10 μM GR24 treatment 

compared with control. Thus, SL can inhibit rhizome outgrowth in bamboo. 

SLs increase under phosphate deficiency (–Pi). Next, to evaluate effect of Pi in bamboo growth, 

we cultivated Bambusa multiplex Raeusch under phosphate sufficient condition (+Pi) and –Pi. 

Although orobanchol was highly accumulated in bamboo root exudates and roots under –Pi, there 

was no significant difference on shoot branching and rhizome formation between +Pi and –Pi. These 

results suggest that endgenous SLs have small effect on inhibition of shoot branching and rhizome 

formation in Bambusa compared with in other plants. 

Furthermore, to analyze SLs produced in Bambusa multiplex Raeusch, 270 L of culture media 

was collected. The culture media was purified with PoraPak Rxn cartridge column and HPLC. To 

determine which fractions included SLs, germination assay was performed by using Orobanche 

minor seeds. 4-deoxyorobanchol and orobanchol were detected, but orobanchyl acetate was not 

detected in HPLC fractions, and the other hydrophilic SL-like compounds with specific fragment ion 

m/z 97.03 were detected using LC-MS/MS. Precursor ions of the compounds were m/z 375.14 and 

m/z 361.20. Compound of m/z 361.20 was suggested 7-oxoorobanchol, but the retention time and 

fragment ion pattern were not identical to the 7-oxoorobanchol. Further analysis would be required 

for identification of the compounds. Moreover, I collected 140 L of culture media to analyze SLs 

produced in Phyllostachys meyeri McClire. The culture media was purified with PoraPak Rxn 

cartridge column, and HPLC. 4-deoxyorobanchol, orobanchol and orobanchyl acetate was detected 

in HPLC fractions, and other hydrophilic SL-like compounds were detected using LC-MS/MS. 

Further purification by HPLC would be required for analysis of other hydrophilic SL-like 

compounds. 
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メンタルヘルス不調の改善に食習慣が与える影響の解明 

Relationship between the risk of mental health disorders and dietary habits: A cohort study 

 

研究代表者 眞塩悠平（生命科学研究科 生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 

キーワード／①メンタルヘルス不調 mental health disorder 

②筆跡情報       handwriting characteristic 

③コホート研究    cohort study 

④食習慣       dietary habits 

⑤栄養素摂取割合   nutrient intake 

平成 29 年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

・A cohort study on the relationship between the risk of mental health disorders and life habits,  

Y Mashio, T. Yoshizaki, M. Ota, H. Kawaguchi, Neurosci Abst、245.08/OO5（2017） 

・筆跡情報を用いたメンタルヘルス不調の予兆把握、眞塩悠平、川口英夫、 

計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム 2017、3B4-04（2017） 

・A cohort study on the predictability of the risk of mental health disorders using temporal  

information of handwriting, Y. Mashio, T. Yoshizaki, M. Ota, H. Kawaguchi, IBNS Abst、1P43 

（2017） 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

東洋大学生命科学部のボランティア学生 120 名を対象に、デジタルペンを用いた内田クレペリン検査、

GHQ30（精神健康度を定量化する調査票）、NEO-FFI（性格を 5 因子で定量化する調査票）、BDHQ（食

習慣を定量化する調査票）および DIHAL.2（生活習慣を定量化する調査票）を実施した。実施時期は 4

月中であった。検査実施後、高リスク群（抑うつ状態）にある学生の筆跡データを高リスク群のデータ

として紐づけた（連結可能匿名化）。さらに、本研究ではメンタルヘルス不調と栄養素摂取割合の関係

性について経年変化を検討し、メンタルヘルス不調に陥る要因を調べるため、本研究で得られた調査デ

ータと前年度（1 年次）に行った調査データを結合したデータセットを用いた。 

デジタルペン（日本アノト社製）は、筆跡を 13ms、0.3mm の時空間分解能で記録できる。内田クレ

ペリン検査は、ひと桁の足し算をできるだけ早く 15 分間、2 セッション（間の休憩 5 分）続ける一種

のストレス負荷検査である。DIHAL.2 は、健康度（身体的・精神的・社会的）と生活習慣（運動・食

事・睡眠）に関し 47 の質問項目で構成され、各質問項目は 5 段階の得点で評価される。得点が高いほ

ど健康度と生活習慣が良いと評価される。BDHQ は、専用の栄養価計算プログラムにより過去 1 ヵ月

間の 58 種類の食品と飲料の食事摂取量を定量的に推定することができる。 

 デジタルペンで取得した筆跡の時間情報から数字 4, 5, 7の 1ストローク目と 2ストローク目の間隔時

間（t1）および数字の書き終わりから次の数字の書き始めの間隔時間（t2）を抽出し、これらの時間の

比をストローク間隔時間比（t2/t1）とした。参加者は、t2/t1値が 10 以上の人を高リスク群、それ以外を

低リスク群に分けられた。1 年次に高リスク群であった 7 名を除外し、1 年次から 2 年次に低リスク群
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から高リスク群に移行した群を“悪化群”、1 年次と 2 年次に低リスク群であった群を“良好群”と定義

した。その後、これら 2 群間での 1 年次における参加者の特徴、すなわち DIHAL.2 の各尺度スコアと

BDHQ による各栄養素および食品群摂取割合を比較した。連続変数は対応のない t 検定または

Mann-Whitney の U 検定、カテゴリー変数はχ²検定または Fisher の直接法を用いて統計的に検討し

た。さらに、メンタルヘルス不調のリスクの移行（悪化群・良好群）を従属変数とし、上記の検定で有

意であった変数、メンタルヘルス不調と関連がある変数と交絡変数（年齢・性別・BMI 等）を独立変数

として用いて多重ロジスティック回帰分析（変数増加法）を行った。解析ソフトウェアは SPSS ver.22

を用いた。 

 

2. 研究経過および成果の概要 

1 年次における参加者の平均年齢は悪化群、良好群それぞれ 18.2 ± 0.4 歳、18.3 ± 0.6 歳であり、有

意な差はみられなかった。男性と女性の割合、居住条件と BMI は両群で有意な差がみられなかった。

メンタルヘルス不調のリスク指標 t2/t1値では、悪化群（8.3 ± 2.0）は良好群（6.2 ± 1.7）と比較して有

意に高かった（p < 0.01）。 

1 年次における最近の健康状態の自己評価では、悪化群は良好群と比較してあまり健康でない人が有

意に多かった（p < 0.01）。また、DIHAL.2 の各尺度スコアでは、良好群は悪化群と比較して運動、休

養、生活習慣、身体的健康度、運動行動・条件、運動意識、休息と睡眠の充足性のスコアが有意に高か

った（p < 0.05）。 

1 年次における BDHQ による栄養素および食品群の摂取割合では、悪化群は良好群と比較してエイ

コサジエン酸（n-6 系多価不飽和脂肪酸）と肉類の摂取割合が有意に高かった（p < 0.05）。 

上記で有意であった変数、メンタルヘルス不調と関連がある変数と交絡変数を用いた多重ロジスティ

ック回帰分析を行った結果、1 年次における運動行動・条件のスコアとエイコサジエン酸はメンタルヘ

ルス不調のリスクの移行と有意に関連していることが分かった（OR = 0.33，95%CI：0.12, 0.89 と OR 

= 1.24，95%CI：1.01, 1.53）。 

以上の結果より、生活習慣では良好群と比較して 1 年次における悪化群の運動と休養のスコアが低い

ことから、運動行動が低く、運動条件に恵まれず、運動意識が低い、そして睡眠は十分でなく休息が取

れていない傾向があることが示された。食習慣では良好群と比較して 1 年次における悪化群のエイコサ

ジエン酸と肉類の摂取割合が高いことから、食事のバランスが偏っている傾向が示された。さらに、運

動行動・条件のスコアとエイコサジエン酸の摂取割合がメンタルヘルス不調のリスクの移行と有意に関

連したことから、運動することとエイコサジエン酸の摂取を控えることが介入手段になり得ることが示

唆された。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

本研究では、エイコサジエン酸はメンタルヘルス不調のリスク移行と関連があったが、現在エイコサ

ジエン酸とメンタルヘルス不調に関して調べた研究はほとんどない。したがって、今後はエイコサジエ

ン酸とメンタルヘルス不調との関連を詳細に調べる必要がある。 

本研究では、いくつかの制限があった。本研究では悪化群と良好群間で参加者人数（n 数）の偏りが

大きかった。n 数の偏りが大きい場合、統計的に検出力が下がる傾向がある。それゆえ、統計的に“差

がある”のに“差がない”と誤って判定された変数が存在したかもしれない。さらに、本研究に参加し

た研究協力者は大学生のみであった。そのため、従業員や高齢者において同様の対処方法を提案できる

とは限らない。 
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Summary 

Recently, the number of patients with mental health disorders has been increasing. Our previous 

study revealed that we may be able to predict the risk of mental health disorders by analyzing the 

temporal information of handwriting using a digital pen. The relationship between the risk of 

mental health disorders and life habits was investigated to confirm this risk predictability and 

establish a feasible coping strategy at an individual level in a high-risk group. In total, 108 students 

(age: 18–21 years) were recruited for a follow-up cohort study conducted over 2 years. The 

participants voluntarily completed the Uchida–Kraepelin test, DIHAL.2, and BDHQ questionnaires. 

Time intervals between the first and second number stroke (4, 5, and 7; mean time interval: t1) and 

those between the completion of a number and initiation of the next number (mean time interval: t2) 

were analyzed. The participants were first classified into two groups according to the mean time 

interval ratio (t2/t1) observed each year; one group included participants with a t2/t1 ratio ≥ 10 

(high-risk group, n = 7), whereas the other group included those with a t2/t1 ratio < 10 (low-risk 

group, n = 101). The participants were then categorized into two groups according to the change in 

their mental health risk: one group included participants who moved from the low-risk to high-risk 

group from year 1 to 2 (worsening group, n = 5), whereas the other group included those who stayed 

in the low-risk group (healthy group, n = 96). Participant characteristics and questionnaire scores 

from year 1 were used to analyze differences between the worsening and healthy groups. We also 

evaluated predictors for shifting from the low-risk to high-risk group using multiple logistic 

regression analysis. Significant differences were observed in exercise habit and rest habit scores 

and intake of eicosadienoic acid in year 1 (p < 0.05). In addition, the worsening shift was associated 

with the exercise behavior/condition and eicosadienoic acid intake ratio in year 1 (OR = 0.33, OR = 

1.24，p < 0.05). These findings suggest that interventions including regular exercise and reduced 

dietary eicosadienoic acid intake may improve mental health conditions.  
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Collapsin response mediator protein 4 (CRMP4)がマウス脳内の神経細胞

の移動と形態に及ぼす影響 

Morphology of neurons, behavioral, and gene expression analyses  

on CRMP4-KO mice 

 

研究代表者 中野 結（生命科学研究科 生命科学専攻） 

 

研究期間/平成29年4月1日〜平成30年2月15日 

キーワード／①CRMP４ CRMP４ 

            ②自閉症  Autism 

      ③性差   Sex difference 

        ④細胞形態 Cell morphology 

      ⑤行動   Behavior 

平成 29 年度交付額／605,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

          ・Human CRMP4 mutation and disrupted Crmp4 expression  in mice are associated      

            with ASD characteristics and sexual dimorphism  

            Atsuhiro Tsutiya, Yui Nakano, Emily Hansen-Kiss, Benjamin Kelly, Masugi 

Nishihara,        

            Yoshio Goshima, Don Corsmeier, Peter White, Gail E. Herman & Ritsuko Ohtani-    

            Kaneko 

            SCIENTIFIC REPORTS 7: 16812 (2017)  (Published online : 2017 年 12 月 1 日) 

     ・Studies using Crmp4-KO mice show the functional relevance of Crmp4-deficiency to    

      some symptoms of ASD 

 Y. NAKANO、 A. TSUTIYA、E. HANSEN-KISS、B. J. KELLY、M. NISIHARA、

Y. GOSHIMA 、 D. CORSMEIER 、 P. WHITE 、 G. E. HERMAN 、 R. 

OHTANI-KANEKO、Neuroscience 2017、Walter E. Washington Convention Center

（Washington D.C, USA）、2017 年 11 月 13 日 

 

 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

動物：本実験では、Crmp4-KO マウス（C57BL/6N, 横浜市立大学医学研究科 五嶋良郎教授から提供

さ   

れたものを自家繁殖）と野生型（WT）マウス（C57BL/6N, 日本チャールズリバーから購入および自家
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繁殖）を使用した。全動物実験は、東洋大学動物実験委員会より許可を得た上で、本学規定に従って実

施した。マウス遺伝子型の判定は、ジェノタイピングより行った。 

Crmp４遺伝子欠損と男性自閉症患者がもつ CRMP４遺伝子点変異が、マウス海馬初代培養細胞の樹状

突起発達に及ぼす影響の解析：生後 0 日の雌雄 WT 及び Crmp4-KO の海馬を用いて、初代培養細胞を

作製した。24 時間後、細胞にプラスミドベクター（pEGFP-N、pEGFP-Crmp4、pEGFP-Crmp4S540Y）

を導入し、プラスミド導入 48 時間後に固定した。１細胞毎の合計樹上突起長と枝分かれ数を各細胞群

で比較した。 

Crmp4 の欠損が雌雄マウスの行動に及ぼす影響：本実験には、6 週齢〜11 週齢の雌雄 WT マウス及び

Crmp4-KO マウスを使用した。Crmp4-KO マウスの行動や感覚を調べるために、Elevated plus maze 

test（4 週齢）、Three-chamber test（6、10 週齢）、Food exploring test（11 週齢）を行なった。 

Crmp4 遺伝子欠損が、他の CRMPs 遺伝子の発現に及ぼす影響：本実験には、雌雄 WT マウス及び

Crmp4-KO マウス（8 週齢）の嗅球、海馬、大脳皮質を使用した。CRMP4 以外の CRMPs の mRNA

の発現量を、定量的リアルタイム RT-PCR により評価した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

Crmp4の欠損が雌雄マウスの行動に及ぼす影響：不安行動を評価するElevated plus maze testと嗅覚機

能評価をするFood exploring testではCrmp4の欠損の影響が見られなかったが、社会性を評価する

Three-chamber testでCrmp4の欠損の影響が見られた。Three-chamber testでは、雄Crmp4-KOマウ

スは、雌雄WTマウスや雌Crmp4-KOマウスに比べて社会性が低下していた。 

Crmp４遺伝子欠損と男性自閉症患者がもつCRMP４遺伝子点変異が、マウス海馬初代培養細胞の樹状

突起発達に及ぼす影響の解析：細胞あたりの総樹状突起長の平均値および枝分かれ数は、CRMP4欠損

群では雌雄由来とも他の群より有意に高かった。しかし点変異群については、細胞あたりの総樹状突起

長の平均値は、雌雄由来とも野生型群およびレスキュー群と類似していた。一方、細胞あたりの樹状突

起の枝分かれ数は、点変異群では、雌雄ともに野生型群およびレスキュー群より有意に増加していた。

これより、男性自閉症患者から見つかったCRMP４遺伝子点変異は、Crmp4遺伝子欠損より影響が少な

いものの、樹状突起の枝分かれ数を増加させてしまうことが明らかになった。 

 Crmp4 遺伝子欠損が、マウス脳内の他の CRMPs 遺伝子の発現に及ぼす影響：Crmp4 遺伝子欠

損により、他の CRMPs の遺伝子発現に影響することが示唆された。その変化は、脳の部位や性別

により異なっていたが、CRMP4 と複合体を形成することが知られている CRMP1 と CRMP2 の遺

伝子発現変化が明瞭であった。 

 ヒト自閉症患者に見られた CRMP4 遺伝子の点変異や CRMP4 の欠損が、ニューロンの樹状突起の形

態異常を招き、さらには、社会性行動の低下や感覚異常のような ASD で見られる特徴の幾つかを主に

雄マウスに引き起こすことを示した。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 今回の研究で私は、１つのタンパク質（CRMP4）が神経回路形成発達の過程で果たす役割の大きさ

を、疾患と関連付けて示すことができたが、そのメカニズムは不明である。今後は詳細なメカニズムを

解明したい。また今回の研究で、Crmp4 遺伝子欠損が他の CRMPs 遺伝子発現に影響することが示唆

された。CRMP ノックアウトマウス表現型の研究では、Crmp1-KO マウスは、高活動性、空間学習、
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記憶障害（Yamashita et al., 2013）のような統合失調症に見られる症状や、Crmp2-KO マウスでは、

社会性低下や、感情行動障害（Nakamura et al., 2016）が見られていることが報告されており、自閉症

や統合失調症の発症に関与していることが示唆されている(Braunshweig et al., 2013; Beasley et al., 

2006; Bader et al., 2012; Yamashita et al., 2013) 。これらのことから Crmp4-KO マウスで自閉症行動

がみられたのは、Crmp4 遺伝子欠損だけの原因で引き起こされているのではなく、Crmp4 遺伝子欠損

により、他のCRMPsの機能にも影響を及ぼしたために自閉症行動生じた可能性が考えられた。今後は、

CRMP４、CRMP1、CRMP２がお互いどのように遺伝子発現調節を行なっているのか調べたい。 

Summary 

 Autism spectrum disorders (ASD) are more common among men and boys than women and 

girls. The ASD male-to-female ratio is generally around 4:1. Our proteomics study identified 

collapsin response mediator protein4 (CRMP4) as a protein exhibiting sex-different expression 

during sexual differentiation of the sexually dimorphic nucleus of the hypothalamus (AVPV) 

(Iwakura et al., 2013). CRMP4 is a member of the CRMP family (CRMP1-5) which were 

originally identified as intracellular signaling mediators of Sema3A-induced growth cone 

collapse (Goshima et al., 1995). Recently, we found a de novo mutation of CRMP4 in a male 

patient with ASD from whole exome sequencing. The aim of our present study is to investigate 

the relationship between the sex-different development of autistic features and CRMP4 

deficiency.  

 At first, we examined the effect of mutated Crmp4 or Crmp4-deficiency on neuronal development 

in cultured cells. Crmp4-KO significantly increased the number of branching points and the total  

length of dendrites. Neurons derived from Crmp4-KO mice and transfected with EGFP-Crmp4S540Y 

vector had significantly greater number of dendritic branching points than those derived from 

Crmp4-KO mice and transfected with EGFP-Crmp4 vector, although both of them had less 

branching points than neurons derived from Crmp4-KO mice and transfected with EGFP vector. We 

found a de novo mutation of Crmp4 in a patient with ASD and this mutation increased the dendritic 

branching in cultured mouse hippocampal neurons.  

 We then performed three behavioral tests to examine whether Crmp4-deficiency affect 

behaviors by using WT and Crmp4-knockout (KO) mice. Three behavioral tests were performed. 

Among those tests, significant differences were detected between Crmp4-KO and WT males in 

three-chamber tests. Crmp4-KO males spent more time in the chamber containing an object 

than in the chamber containing a stranger mouse. In addition, Crmp4-KO males (10 weeks old) 

spent significantly more time sniffing the object than the stranger mouse. We found Crmp4-KO 

males showed decreased social interaction activities, compared to WT mice.    

 Furthermore, we examined mRNA expression levels of CRMPs in three brain areas of WT and 

Crmp4-KO mice. We found significant differences by genotype, sex, or interaction of Crmp1, 

Crmp2, Crmp3, Crmp5 expressions. However, Crmp4 deficiency-dependent effects on these 

mRNA expressions varied depending on the sex and brain region.  

 These studies indicate the functional relevance of a case-specific rare-variant of one molecule, 

Crmp4, to some symptoms of ASD and suggest its possible mechanisms 
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イネにおける硫黄認識部位とストリゴラクトン産生量の変化 

 Recognition site of sulfur and strigolactone production levels in rice 

研究代表者 進藤 真登（生命科学研究科生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 

キーワード／①植物ホルモン  Phytohormone 

            ②非生物学的ストレス  Abiotic stress 

      ③硫黄欠乏  Sulfur deficiency 

        ④LC-MS/MS  Liquid chromatography-tandem mass spectrometry 

      ⑤qRT-PCR  Quantitative real time polymerase chain reaction 

平成 29 年度交付額／560,000 円 

  

研究発表／学会および口頭発表 

投稿論文（査読有） 

・“Up-regulation of DWARF27 is associated with increased strigolactone levels under 

sulfur deficiency in rice”, Plant Direct（印刷中） 

学会発表 

・Taiwan Japan Plant Biology 2017 2017 年 11 月 

・第 52 回 植物化学調節学会 2017 年 10 月 

・第 35 回 日本植物細胞分子生物学会 2017 年 8 月 

研究経過および成果の概要   

1．研究方法 

硫黄（S）認識部位がイネのどこにあるのかを調べるために、2 つに分けたイネの根を両方 S

充分条件に曝すパターン（+S/+S）と、片方を S 充分条件でもう一方を S 欠乏条件に曝すパタ

ーン（+S/−S）、両方とも S 欠乏条件に曝すパターン（−S/−S）でそれぞれ栽培し、（1）LC-MS/MS

を用いた内生ストリゴラクトン（SL）の定量分析を行った。+S/−S 条件で栽培したイネのうち、

−S 側の根で内生 SL 量が増加すれば S 認識部位は根であると考えられる。一方、−S 側の根の

内生 SL 量が低いままであれば、+S 側から S が供給されているため、地上部（葉）で S の認識

をしていると考えられる。また、−S における SL の役割を明らかにするために、イネ野生型と

SL 変異体である dwarf27 (d27)、d10、d14 を+S または−S でそれぞれ栽培して、S 欠乏症と

して知られる分げつの減少と葉の老化促進について検証を行った。内生 SL 量が増加する条件

として知られる−S と窒素欠乏、リン酸欠乏の相互関係を明らかにするために、栄養充分条件、

−N、−P、−S、−NP、−NS、−PS、−NPS で 1 週間栽培したイネの内生 SL の定量分析、SL 関

連遺伝子の発現解析を行った。 

2．研究経過および成果の概要 

SL 産生量は−S/−S のみで増加し、+S/+S、+S/−S では低いレベルであった。この結果からイ

ネにおける S 認識部位は地上部である可能性が考えられる。WT を+S で栽培すると、分げつ数

は日数経過と共に増加したが、−S で栽培すると、2 mm 以上に伸長した分げつは観察できなか
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った。+S で栽培した d10、d14 の分げつ数は日数経過と共に増加したが、−S で栽培すると分

げつは WT より多かったが、日数経過による増加量は小さかった。d27 の分げつ数は、+S で栽

培すると日数経過によって増加したが、−S で栽培すると WT よりは多かったが、d10、d14 の

約 50%まで低下した。葉の老化を評価するために、クロロフィル含量を示すSPADを測定した。

WT の SPAD は+S で栽培した時と比べて−S では約 15%減少した。一方、−S で栽培した d10、

d14 の SPAD は+S で栽培した時とほぼ同程度であった。また、d27 の SPAD は+S で栽培する

と WT や d10、d14 と大きな差はなかったが、−S で栽培すると d10、d14 よりも約 10%減少し

た。この結果は、S 欠乏症である分げつの減少や葉の老化促進は SL によって制御されているこ

とを示している。さらに、d27 は SL 変異体であるにも関わらず、S 欠乏症を強く発症したこと

から、D27 は−S への適応に重要な役割を担っていると考えられる。栄養欠乏を組み合わせた条

件で内生 SL を定量分析した結果、最も SL 産生量が増加したのは−P であり、増加した SL は、

−N や−S を組み合わせて欠乏させると減少した。一方、−N もしくは−S 単独の欠乏よりも、−P

を組み合わせたときの方が SL は増加した。SL 産生量が最も増加していた−P と、本研究で着

目している−S を組み合わせた条件である、−PS における SL 関連遺伝子の転写量を解析した。

その結果、供試した全ての SL 生合成遺伝子の遺伝子発現が亢進した。 

本研究によって、−S に曝された植物は地上部で−S を認識して SL 産生量を増加させて、限

られた S の浪費を防ぐために分げつを抑制し、転流を促進するために葉の老化を促進させるこ

とが分かった。D27 は−S への適応に重要な役割を担っている可能性が考えられ、SL とは異な

る物質の産生にも関わっていることを示唆した。さらに栄養欠乏の組み合わせは、SL 産生に相

加相乗的な影響を与えないことを明らかにした。 

3．今後の研究における課題または問題点 

+S/−S で栽培したイネの−S 側の根で SL 産生量が増加しなかった結果から、S 認識部位は地

上部であると考えられる。+S/−S で栽培すると、+S 側の根から−S 側の根に S が供給されてい

る可能性がある。そのため、総 S 含量を定量する必要がある。さらに地上部で−S を認識してい

る可能性から、地上部でも SL を産生している可能性がある。地上部における SL の定量分析や

SL 関連遺伝子の発現解析を行えば、−S に曝されたイネが SL を介して適応するシステミック

なメカニズムを明らかにすることができる。分げつや葉の老化を制御する植物ホルモンは SL

だけではなく、分げつにはオーキシンやサイトカイニン、葉の老化はエチレンやアブシシン酸、

ジャスモン酸などが関与している。S 欠乏症を強く発症した d27 は、これらの植物ホルモンレ

ベルの恒常性が乱れた可能性がある。今後、SL だけでなく様々な植物ホルモンにも着目した研

究を進め、D27 が−S に適応するための作用を明らかにする。栄養欠乏の組み合わせと SL 産生

量に相加相乗効果は認められなかったにも関わらず、−PS における SL 生合成遺伝子の発現量

は亢進した。近年、SL 生合成経路が分岐して未知の生理活性物質を産生する可能性が示唆され

ている。−PS では SL 生合成遺伝子の発現量は亢進するが、未知の生理活性物質の産生を優先

したために、SL 量が増加しなかった可能性が考えられる。 

 

Summary 

 Strigolactones (SLs) are a class of plant hormones that inhibit shoot branching and promote 

leaf senescence. Plants produce SLs in roots in response to nitrogen (N) and/or phosphate (P). 



64 

 

In previous study, I elucidated SL levels increased under sulfate (S) deficiency in addition to −N 

and −P. To investigate recognition site of sulfur for strigolactone (SL) production, we cultivated 

rice seedlings +S and/or –S using root split assay. SL levels increased only –S/−S condition, 

whereas that of +S/+S and +S/−S were low. These results indicate that recognition site of sulfur 

is shoot part. To evaluate physiological roles of SLs increased in responses to –S in rice, I 

cultivated wild-type (WT), SL mutants dwarf27 (d27), d10 and d14 seedlings under sulfate in 

sufficient (+S) or –S conditions, and measured number of outgrowing tillers and chlorophyll 

contents, SPAD. In WT, the outgrowing tiller was not found and 15% of chlorophyll contents 

decreased in –S compared with +S. In d10 and d14, number of outgrowing tillers decreased 

under –S, but still remained. Chlorophyll contents did not show significant change between +S 

and -S. On the other hand, number of outgrowing tillers significantly decreased in d27 

compared with d10 and d14, and chlorophyll contents of d27 showed lower than that of d10 and 

d14 in –S. These results indicate that SL plays important roles for –S adaptation. To 

investigate the effects of combinations of N, P and S deficiencies on 4DO levels, I grew WT 

seedlings under nutrient-sufficient conditions (control), single macronutrient deficiency or 

combined deficiencies. 4DO levels significantly increased in all the treatments in comparison 

with control. The highest 4DO levels were observed in both root exudates and roots under −P, 

but this increase was reduced in combinations of −P with in −N and/or –S. To evaluate how the 

expression of SL-biosynthesis genes changes in response to a combination of nutrient 

deficiencies, I analyzed the 4DO levels and expression of SL-biosynthetic genes under combined 

P and S deficiencies (–PS). Expression of SL biosynthetic genes was enhanced under –PS 

compared with +PS. Combination of nutrient deficiencies has not additive synergistic effect for 

SL production. 
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研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

 我々の研究室では、培養筋細胞系を用いて CXCL10 を新規の骨格筋分泌因子（マイオカイン）候

補分子として見出し、その発現および分泌が運動によって制御されていることを明らかにしてきた。

本研究では、まず、この運動による CXCL10 発現減少が細胞だけでなく動物個体においても観察さ

れるか明らかにするために、複数のマウス走行モデル、すなわち、強制走行モデルおよび自発走行

モデルを用いた実験を行った。マウスに Treadmill を用いた強制走行あるいは Running Wheel を

用いた自発走行による運動を負荷した。その後、麻酔下で心臓より採血を行い、さらに前脛骨筋 

(Tibialis anterior muscle; TA)、跳趾伸筋 (Extensor digitorum longus muscle; EDL)、大腿四頭筋 

(quadriceps femoral muscle; quad)、ヒラメ筋 (soleus muscle; soleus)を採取した。血液からは血

清を調製し、ELISA法を用いて血清中CXCL10量を測定した。各骨格筋組織からはRNAを抽出し、

real-time PCR にて各組織における CXCL10 遺伝子発現量を調査した。 

 次に、運動による CXCL10 分泌減少のメカニズム解明を行なった。運動に必須である細胞内への

Ca2+ の流入や運動によって活性化することが知られている AMP Kinase (AMPK) や 

Mitogen-activated Protein Kinase (MAPK)の影響を調べるために種々の Ca2+キレート剤や特異的
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阻害剤を添加して EPS を負荷したのちに細胞を回収し、RNA を抽出して real-time PCR によって

CXCL10 遺伝子発現量を調べた。 

 さらに、運動による CXCL10 分泌減少の生理的意義についても解析を行った。CXCL10 は血管新

生を強力に阻害することが知られているため、電気パルス刺激 (Electrical pulse stimulation; EPS)

による CXCL10 の減少は血管新生に影響を与えるのか検討を行った。EPS を行なった C2C12 培養

上清 (Ctrl-CM)あるいは行なっていない C2C12 培養上清 (EPS-CM)を血管内皮細胞モデルである

マウス由来 MSS31 細胞に添加し、MTT assay を用いて細胞生存能を測定し、EPS による CXCL10

減少の生理作用を検討した。 

2. 研究経過および成果の概要 

 動物走行モデルを用いた実験において、どちらの走行モデルを使用した際にも血清中 CXCL10 量

に有意な変化は見られなかった。一方で、Treadmill を用いて強制的に走行させた際に soleus にお

いて CXCL10 遺伝子発現量が有意に減少することが明らかとなった。さらに、Running Wheel に

よる自由走行を負荷した際にも、同様に soleus において CXCL10 遺伝子発現量が減少する傾向に

あることが明らかとなった。これらの結果から、運動による CXCL10 の発現減少は C2C12 筋管細

胞のみならず、マウスにおいても観察されることが明らかとなった。これら in vitro 系および in vivo

系の実験結果を併せ、CXCL10 を新規の運動抑制性マイオカインとして提唱するに至った。 

 また、Ca2+をキレートした場合、EPS 依存的な CXCL10 遺伝子発現量の減少は消失することが

わかった。さらに p38 MAPK の特異的阻害剤である SB203580 を添加した状態で EPS による骨格

筋収縮依存的な p38 MAPK の活性化を阻害した際にも、CXCL10 遺伝子発現量の減少は観察され

ないことわかった。これらの結果より EPS 依存的な CXCL10 発現量の減少には Ca2+の流入および

p38 MAPK が関与していることが示唆された。 

 さらに、MSS31 細胞を EPS-CM 存在下で培養した場合、Ctrl-CM 存在下での培養と比較して

MSS31 細胞の生存能は有意に上昇することが明らかとなった。一方、EPS-CM に EPS により減少

した CXCL10 を補償的に添加した際にはその効果は消失した。したがって、運動による CXCL10

の発現減少は血管新生の促進に重要である可能性が初めて示唆された。 

3. 今後の研究における課題または問題点 

 本研究においては、骨格筋収縮依存的な CXCL10 発現減少メカニズムとして Ca2+流入や AMPK, 

MAPK の関与のみを調べている。しかし、CXCL10 発現をコントロールするためには

Calmodulin-dependent protein Kinase Ⅱ(CAMKⅡ)や Calcineurin など Ca2+関連のシグナル伝達

経路の関与についても検討を行う必要がある。また、今回の研究においては、生理作用の検討は血

管内皮細胞モデルである MSS31 細胞の生存能変化を解析することで行った。しかし、CXCL10 は

内皮細胞の生存能を低下させるだけでなく、その遊走能を抑制することや環状構造形成を阻害する

ことなども報告されている*。今後、運動による CXCL10 減少が内皮細胞の遊走やチューブ形成を

促進するかについても検討を行う必要があると考えられる。さらに、今回は生理作用の検討に細胞

モデルのみを用いている。しかし、生体においても同様に運動による CXCL10 減少が骨格筋におけ

る血管新生を促進させるか検討を行う必要があると考える。そのために、CXCL10 遺伝子改変マウ

スを運動させ、骨格筋における血管新生の変化を調査する必要がある。 

 これらが全て明らかとなり、運動依存的な CXCL10 発現減少をコントロールすることが可能とな

れば、糖尿病や加齢における血管障害に対処する方法の開発に寄与しうると考えられる。 
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*: Bodnar RJ et al., Circ Res. 98: 617-625, 2006 

 

Summary 

Exercise induces muscle development and metabolic adaptation. In addition, the effects of 

exercise are not only observed in skeletal muscle, but also in many tissues and organs such as 

adipose tissue, bone, liver blood vessel and so on. Recent accumulated evidence indicates that 

skeletal muscle is an endocrine organ that produces many types of secreted proteins that 

referred to as myokines. Moreover, many studies suggested exercise contributes on increasing in 

the amounts of numerous myokines. In this study, we attempted to identify novel 

exercise-dependent myokines by using in vitro contractile system and cytokine array. 

 Differentiated C2C12 myotubes were cultured with or without electrical pulse stimulation 

(EPS) for 24 hours to induce cell contraction. Subsequently, secreted protein and gene 

expression were analyzed by ELISA and real-time PCR. The result obtained by cytokine array 

analysis was further confirmed by ELISA and real-time PCR. A series of experiments clearly 

showed CXCL10 as a novel myokine that expression and secretion was reduced by contraction. 

In addition, we confirmed that the reduction of exercise-dependent CXCL10 was also observed 

in mice. Male mice were received treadmill training (15 cm/s, 30 min, 8% slope), and blood 

CXCL10 levels was analyzed by ELISA. Additionally, CXCL10 gene expression in skeletal 

muscles (Tibialis anterior muscle (TA), Extensor digitorum longus muscle (EDL), quadriceps 

femoral muscle (quad), soleus muscle (soleus)) were analyzed by real-time PCR. CXCL10 level 

in serum was not changed by exercise, whereas compulsory exercise reduces CXCL10 gene 

expression in soleus. In addition, we obtained similar results in voluntary exercise model in 

mice. Furthermore, we analyzed mechanisms of the contraction-dependent CXCL10 reduction. 

The data indicated that EPS-dependent Ca2+ transient followed by p38 MAPK activation was 

involved in the CXCL10 reduction. Finally, we analyzed the roles of exercise-dependent CXCL10 

reduction, especially focused on its angiostatic activity. To elucidate the role of CXCL10 

reduction, we used mouse MSS31 cell line, which is frequently used as vascular endothelial cell 

model. MSS31 cells were treated with different concentration of recombinant CXCL10 (0, 1, 10, 

100, 250 ng/ml) for 24 hours and cell viability was measured by MTT assay. The data indicated 

that recombinant CXCL10 (rCXCL10) treatment reduced MSS31 cell viability in 

concentration-dependent manner. Further, C2C12 conditioned medium that treated with EPS 

(EPS-CM) had an ability to enhance MSS31 cell viability; however, remarkably the addition of 

rCXCL10 attenuated this activity. 

 In conclusion, we herein provide the evidence of a novel exercise-reduced myokine, 

CXCL10. We also indicated the mechanisms of this cell contraction-dependent CXCL10 

reduction. Together with the fact that CXCL10 has an angiostatic property, the 

contraction-dependent reduction of CXCL10 may be involved in angiogenesis induced by 

exercise.  
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研究経過および成果の概要   

Background 

Rice is one of the world’s most important crops, providing nutrition for approximately 

half of the global population. However, rice is a poor source of essential micronutrients 

such as Zinc (Zn) which is an important micronutrient for human health. Daily intake 

of Zn is important as the human body has limited Zn stores, and Zn is essential in 

proper growth and functioning of the immune system. Zn deficiency is one of the most 

critical health problem, affecting nearly one third of the world population, particularly 

prevalent in developing countries, where cereals, especially rice is widely consumed. 

Furthermore, the presence of phytate in plant-based foods is reported to negatively 

impact on Zn absorption and Zn homeostasis (Oberleas, 1983). Phytic acid (PA) is an 

antinutrient which strongly chelates with cations and forms an insoluble 

phytate-mineral complex which are not readily absorbed by the human gastrointestinal 

tract, which reduces the bioavailability of minerals. Among the strategies to overcome 

Zn deficiency, Zn biofortification is considered as a major solution which appears to be 

the most sustainable and cost-effective approach to address this global nutritional 

issue. Moreover, reducing PA also seems important for increasing the bioavailability of 

available minerals in cereal grains for both human and animal nutrition. Over the past 

decade, several physiological, genetic and molecular studies have been carried out to 
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biofortify rice grains with Zn. Although there are many published studies on Zn uptake, 

translocation inside the plant, grain loading and biofortification of rice grains (Cakmak 

et al. 2010; Murgia et al. 2012; Nakandalage et al. 2016), information on lowering the 

PA content of rice with improved bioavailability is very limited. A better understanding 

of the molecular and physiological basis of PA biosynthesis, distribution of grain PA, 

effects of genetic and environmental factors on PA accumulation and possible ways to 

increase micronutrient bioavailability by lowering the effects of PA is essential for 

developing low-PA crops. Because rice is the principal source of energy for more than 

50% of the world population, it would be important to develop high Zn bioavailable rice 

with low PA content. The objective of this study was to identify Zn dense rice varieties 

from Sri Lankan rice germplasm and recognizing the gene structures of hyper Zn 

accumulators to use in Zn biofortification process for developing Zn dense rice varieties. 

However, considering the importance of low PA trait on improving the Zn absorption, 

targeting high Zn bioavailable rice, I have given more attention on selecting rice 

cultivars with low PA trait as well. However, high Zn and low PA rice were not found 

from the tested Sri Lankan rice germplasm to use in the breeding programs targeting 

high Zn bioavailable varieties. Therefore, I used the World Rice Core collection (WRC), 

which represent a wide geographical variation of rice germplasm for my study focusing 

on identifying low PA and high Zn bioavailable rice. 

 

１．Materials and Methods 

Sixty-nine rice cultivars of the World Rice Core collection obtained from the gene bank 

of Japan were used in the study. The seeds were grown in the research field to multiply 

the seeds for further experiments. The harvested seeds of WRC were used for 

determination of PA and Zn contents. 

Determination of PA content 

PA content of fifty-four WRC brown rice were measured by modified colorimetric 

method (Gao et al., 2007). Briefly, dehusked rice seeds were extracted in 2.4% HCl 

overnight and centrifuged at 3100 rpm for 20 min. The supernatant was mixed with 

25% NaCl, incubated at 40C for 1 hour following combined with wade reagent (0.03% 

FeCl3.6H2O and 0.3% sulfosalicylic acid) and read the absorbance at 500 nm. The 

experiments were conducted in 5 replicates while the WRC 1 (Nipponbare) as the 

control cultivar. 

Determination of Zn content 

Zn content of the fifty-four WRC brown rice were measured from the Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) following digestion with HNO3. The 

experiments were conducted in 5 replicates considering WRC 1 (Nipponbare) as the 

control cultivar. 

Calculation Zn bioavailability 
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Using the above determined PA and Zn contents, total daily absorption of Zn (TAZ, mg 

Zn/day) of the WRC cultivars were calculated from the following equation (Miller et al. 

2007).  

TAZ = 0.5

(

 AMAX + TDZ + KR (1 +
TDP

Kp
) − √(AMAX + TDZ + KR (1 +

TDP

Kp
))

2

− 4 ⋅ AMAX + TDZ

)

  

Where, AMAX, maximum absorption; KP, equilibrium dissociation constant of Zn-phytate 

binding reaction; KR, equilibrium dissociation constant of Zn-receptor binding reaction; 

TDP, total daily dietary phytate (mmol phytate d-1); TDZ, total daily dietary Zn (mmol 

Zn d-1). The avaerage daily intake of rice by a healthy human was assumed as 400 g 

and the three constants: AMAX, KP and KR related to Zn homeostasis in human intestine 

are 0.091, 0.033 and 0.68 respectively (Miller et al. 2007). 

 

２．Progress and Summary of Research 

Phytic acid contents of WRC 

Wide variation for PA in WRC lines were observed, which could be explained by the 

broad genetic differences of the present collection. I have identified three rice cultivars 

with considerably low PA contents compared with Nipponbare; WRC 47, WRC 46 and 

WRC 48.  

Zn contents of WRC 

Relatively higher variation of the Zn contents was observed and the highest Zn content 

was observed from WRC 28 while the lowest was WRC 3.  

Zn bioavailability 

Total daily absorption of Zn was highest from WRC 47 which had the lowest PA content 

and the lowest Zn absorption was observed from the WRC 44 which recorded the 

highest PA content. Moreover, WRC 28 which had the highest Zn content showed a 

moderate absorption of Zn showing that low PA trait would be the key target to 

increase Zn biofortification than high Zn rice. According to the results obtained low PA 

rice is more beneficial in improving Zn bioavailability from rice than using high Zn rice. 

This highlights the fact that decreasing the concentration of PA is a possible strategy to 

improve Zn bioavailability from rice. Therefore, we will further analyze the genetic 

structure of identified low PA WRC lines to understand the molecular and physiological 

mechanisms in future research. 

  

３．Challenges for the future 

Zn biofortification and reducing the PA content of rice have identified as new strategies 

for increasing Zn bioavailability in rice to overcome micronutrient malnutrition 

especially in developing countries. Several genes involved in PA biosynthesis have been 

identified and characterized in rice, though biosynthetic pathway and the enzymes 
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involved in the process of PA synthesis are not fully understood until present. Proper 

understanding of the genes related to PA accumulation during seed developing stage 

and their expression would important in understanding the genetic basis of low PA 

trait. Targeting the suppression of the PA biosynthetic genes would also be a fine 

approach for achieving low-PA crops. So far, low-PA rice mutants have been developed 

with significantly lower grain PA content, but these mutants also showed reduced 

yields and poor agronomic performances. These low performances may have negatively 

affected the practical use of these lines in breeding programs. Therefore, when 

selecting a low PA cultivar with high Zn bioavailability, there seems a challenge in 

achieving high yielding trait. Furthermore, climate change, particularly rising 

atmospheric carbon dioxide concentration ([CO2]), reduces the grain Zn concentration 

but the underlying mechanism is not yet fully understood. Besides, information on the 

effect of elevated [CO2] on PA is limited at present and systematic research is needed 

on developing breeding programs designed to alter the genetic makeup according to the 

challenges arising with elevated [CO2]. Further, focusing on manipulating the PA and 

micronutrient distributions in the endosperm and aleurone layer of rice grain, and the 

PA/micronutrient ratio appears to be a viable strategy to achieve rice biofortification. 

So, the effect of genetic (plant) and environmental factors and the impact from the 

manipulated genes to other traits should be broadly considered when developing low 

PA and high Zn bioavailable rice. However, information about the effect of genetic and 

environmental factors on P uptake, translocation, remobilization, P partitioning in the 

rice grain and PA accumulation in rice grain is limited at present. 

 

Summary 

   Zn deficiency is a serious health constraint worldwide particularly in developing 

countries where cereals and legumes are the major source of food. Phytic acid (PA) is 

known as a food inhibitor which strongly chelates cations such as calcium (Ca2+), 

magnesium (Mg2+), potassium (K+), iron (Fe3+) and zinc (Zn2+) and prevents the 

absorption of these micronutrients in human intestine that may then lead to 

micronutrient deficiencies. PA is the principle storage form of phosphorus (P) in cereal 

grains, and may account for 65%-85% of the total seed P. Among the cereals, rice (Oryza 

sativa L.) is one of the most important staple foods for nearly one-half of the global 

population and the most important crop in Asia. Although rice is the major source of 

energy, protein and minerals for mankind, the grain does not provide sufficient 

amounts of essential micronutrients to fulfill the daily human nutritional 

requirements compared to other cereals. Hence, biofortification and reducing the PA 

content of rice have arisen as new strategies for increasing micronutrient 

bioavailability in rice to overcome micronutrient malnutrition especially in developing 

countries. Accordingly, a holistic breeding approach is essential for developing 
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successful low-PA rice lines. This study was focused on identifying low PA and high Zn 

bioavailable rice from the natural variation of rice and understanding the molecular 

and physiological mechanism of low phytic acid trait. The PA and Zn contents of 

fifty-four brown rice were determined and Total daily absorption of Zn of the WRC were 

calculated. The experiments were conducted in 5 replicates considering WRC 1 

(Nipponbare) as the control variety. Wide variation for PA in WRC cultivars were 

observed and three rice cultivars were identified with considerably low PA contents 

compared to Nipponbare. The highest Zn contents observed for WRC 28. When 

calculate TAZ from the contents of PA and Zn, the cultivars with the same PA but with 

high Zn contents recorded high TAZ. Moreover, TAZ was highest from the cultivar 

which had the lowest PA content and the lowest TAZ was observed from the cultivar 

which recorded the highest PA content. These results suggest that low PA trait would 

be a key target to increase Zn biofortification in rice. It is concluded that low PA rice is 

more beneficial than high Zn trait to improve Zn bioavailability in rice. 
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が Tyrosine Hydroxylase (TH) 陽性ニューロンの生存率に及ぼす影響、第 69 回日本

細胞生物学会大会、2017 年 6 月 13 日、仙台 

 

 吉津葵:Collapsin Response Mediator Protein 4 （CRMP4）とエストロゲン受容体 a

が Tyrosine Hydroxylase (TH) 陽性ニューロンの生存率に及ぼす影響、日本動物学会

第 88 回富山大会、2017 年 9 月 23 日、富山 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

ERを発現していない PC12-WT 細胞（DS ファーマバイオメディカル）と ERを発現している

PC12-ER細胞（山形大学産婦人科教授、高橋一広先生から譲り受けた）を用いた。CRMP4 遺伝

子のノックダウンには siRNA（CRMP4 siRNA（当研究室で設計））を用いた。また PC12-ER細

胞から ERをノックダウンする際には、ER siRNA（Santa Cruz 社, Texas, USA）を用いた。ま

た両者の対照群には、MISSION® siRNA Universal Negative Control（Sigma）を導入した。siRNA

のトランスフェクションは、Lipofectamine RNAiMAX（Invitrogen）を用いて行った。細胞を播

種し 24 時間後に、NGF（50 ng/mL）、E2（0.01, 0.02, 0.1, 0.2, 1, 2, 10, 20 µM）または過酸化水

素（1 mM）を含んだ培地に交換し、細胞生存率や CRMP4 mRNA の発現量を調べた。これらの実

験の対照群には、溶媒を添加した。細胞生存率は、NGF 添加後 48 時間、過酸化水素と E2 添加後

6 時間に MTS アッセイにより調べた。CRMP4 mRNA 発現は、NGF 添加後 48 時間、E2 添加後 6

時間に RNA を抽出し、逆転写後、定量的リアルタイム RT-PCR により解析した。幾つかの実験で

は、CRMP4 に対する抗体（ab126787, Abcam）を用いたウェスタン解析により CRMP4 の発現に

ついても調べた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

(1)NGF の影響について PC12-WT 細胞では①NGF により CRMP4 mRNA 発現が誘導されるこ

と、②NGF により細胞生存率が上昇すること、③CRMP4-KD により、NGF による細胞生存率の

上昇が抑えられることがわかった。このことから、PC12-WT 細胞では NGF による細胞生存率の
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上昇に CRMP4 が関与する可能性が示された。一方、PC12-ER細胞では、①NGF による CRMP4 

mRNA の発現誘導が起きないこと、②NGF により細胞生存率が増加するが、PC12-WT 細胞に比

べ増加は低く抑えられていたこと③CRMP4-KD は細胞生存率に影響しないことがわかった。この

ことから、PC12-ER細胞では、NGF による細胞生存率の上昇が弱く、CRMP4 の関与も殆どない

ことが示唆された。 

(2)E2 の影響について E2 投与 6 時間後に CRMP4 mRNA の発現量を調べたところ、PC12-WT

細胞では E2 により CRMP4 mRNA 発現量が有意に減少したのに対して、PC12-ER細胞では E2

により CRMP4 mRNA 発現量が有意に増加することが分かった。また、E2 投与および E2 作用下

での CRMP4-KD は、どちらの細胞の細胞生存率にも影響しなかった。 

(3)過酸化水素と E2 の影響について 過酸化水素を用いて細胞死を誘導し、E2 がそれをレスキュ

ーするか調べる実験を行った。PC12-WT 細胞では、対照群と CRMP4-KD 群共に、過酸化水素に

よる細胞死を E2 は抑制した。一方、PC12-ER細胞では、対照群と CRMP4-KD 群共に、過酸化水

素により誘導される細胞死を E2 は抑制しなかった。さらに、PC12-ER細胞で ERをノックダウ

ンした場合は、過酸化水素による細胞死を E2 は抑えた。このことから、ERの有無により、E2 に

よる細胞死抑制効果が異なることがわかった。しかし、一般的に考えられる E2 の作用と逆に、ER

があると E2 は細胞死を抑えず、ERが無いと E2 が細胞死を抑える、という結果であった。 

 以上の結果から、①PC12 細胞では ERの有無により、NGF や E2 による CRMP4 mRNA の発

現誘導が異なることが示された。③PC12-WT では、NGF の生存率上昇に CRMP4 が関与すること

が示唆されたが、PC12- ER細胞では NGF や E2 による影響が少なく、CRMP4 の生存率への関与

も認められなかった。③PC12 細胞では ERの有無により、過酸化水素による細胞死を E2 がレス

キューする能力が異なることが示された。本研究では、「ERの有無により、CRMP4 欠損が TH 陽

性ニューロンの生存率に及ぼす効果が異なる」という仮説を立てた。NGF が引き起こす生存率の

変化については、本仮説は正しかった。しかし、E2 の細胞死抑制作用と思われる生存率の変化に

ついては、本仮説は当てはまらなかった。 

CRMP4 はアポトーシスの過程に関与していることが、幾つか報告されている（Franken et al., 

2003; Wei et al., 2009）。また CRMP4 については、樹状突起形成への抑制作用も報告されている

（Tsutiya et al., 2016）。一方、性差神経核として知られる神経核（例、AVPV）には、ER の発現

にも性差がある。本研究が初めて示したように、ER の有無により CRMP4 mRNA の発現が異なる

ことは、CRMP4 を介した樹状突起形成や細胞生存率調節を経て、脳の性分化に CRMP4 が関与す

る可能性を示唆する。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

本研究では、ERを発現していない PC12-WT 細胞と ERを導入した PC12-ER細胞を用い

て、siRNA により CRMP4 をノックダウンして細胞生存率への影響の比較を試みた。しかし、

PC12-ER細胞では元々の CRMP4 の発現量が少なかったため、ERが発現している細胞での

CRMP4 欠損の影響を調べることが難しかった。 

また、PC12 細胞の細胞生存率の変化は、背景となる前腹側脳室周囲核（AVPV）の TH 陽

性ニューロンの数が、CRMP4 ノックアウト仔マウスのメスでのみ増加する現象と一致してお

らず、どのようにこのメカニズムを明らかにするかは課題である。AVPV の TH 陽性ニューロ
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ンの数が、CRMP4 ノックアウト仔マウスのメスでのみ増加する際の CRMP4 の機能解析のた

めに、どのような要因が関与しているのかさらに検討が必要である。 

 

Summary 

The anteroventral periventricular nucleus (AVPV) of the hypothalamus is one of the sexual 

dimorphic nuclei; the AVPV is larger and contains more neurons in females than in males. Our 

previous study (Iwakura et al., 2013) revealed that collapsin response mediator protein 4 (CRMP4) 

is a sexually dimorphic protein exhibiting significantly higher expression in male AVPVs than in 

females during sexual differentiation of the nucleus. By using CRMP4-KO mice, we found that the 

number of tyrosine hydroxylase (TH)-positive neurons in the AVPV was increased in female 

CRMP4-KO mice, compared to that in male CRMP4-KO mice and wild-type mice of both sexes, 

though the number of other cells including kisspeptin neurons remained unchanged (Iwakura et al., 

2013). These results suggested the possible role of CRMP4 in regulating the number of TH-positive 

neurons in a sex-specific way. In addition, we already showed the suppressive effect of CRMP4 on 

dendritic elongation (Tsutiya et al., 2016). We also demonstrated that CRMP4 contributes to 

making excitatory-inhibitory balance within developing neural circuits in the olfactory bulb 

(Tsutiya et al., 2015). However, it remains unknown whether CRMP4 affects neuronal viability 

and/or proliferation. Therefore, this study aims to examine the effect of CRMP4-knockdown 

(CRMP4-KD) on the viability of neurons, especially TH-positive neurons. In the present study, we 

used PC12 cells (PC12-WT cells) and PC12 cells transfected with estrogen receptor alpha (PC12-ER

α cells). In order to know the time course of changes in CRMP4 mRNA expression during 

differentiation of these cells, we first studied the expression of CRMP4 mRNA at various times after 

nerve growth factor (NGF) treatment. To confirm the effect of KD on the CRMP4 mRNA and 

CRMP4 expressions, their expression levels were also studies. Then, the effect of CRMP4-KD on the 

cellular viability was examined with or without NGF. The viability was analyzed in the following 

three cellular groups of PC12 cells: intact cellular group and two groups transfected with either 

control siRNA or Crmp4 -KD siRNA. Cell viability was monitored at 48 hours after NGF treatment 

using the Celltiter 96Ⓡ AQueous One Solution Cell Proliferation Assay (Promega). Real-time PCR 

study showed that the expression of CRMP4 mRNA was significantly increased in PC12 cells within 

24 h after NGF treatment and gradually increased thereafter. The cellular viability was 

significantly decreased in CRMP4-KD group, compared to control group. The expression of CRMP4 

mRNA was induced by NGF treatment in PC12-WT cells and was not changed in PC12-ERα cells. 

In PC12-WT cells treated by NGF, CRMP4-KD decreased cell viability. But, in PC12-ERα cells 

treated by NGF, CRMP4-KD did not affect cell viability. 
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Micro-Tom のストリゴラクトン欠損系統の生育特性評価 

Characteristics of strigolactone-defective mutants in Micro-Tom   

 

研究代表者 長谷川 翔子（生命科学研究科生命科学専攻） 

 

研究機関/平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 

キーワード／①ストリゴラクトン Strigolactone 

            ②トマト Tomato 

      ③カロテノイド酸化開裂酵素 8  Carotenoid cleavage dioxygenase8, CCD8 

      ④根寄生植物 Root parasitic plants 

 

平成 29 年度交付額／560,000 円 

研究発表／学会および口頭発表 

・Taiwan-Japan Plant Biology 2017 (台湾、ポスター発表) 

・植物化学調節学会第 52 回大会（2017 年、鹿児島、ポスター発表） 

・第 35 回日本植物細胞分子生物学会（2017 年、埼玉、口頭発表） 

 

研究経過および成果の概要 

1． 研究方法 

近年、海外では根寄生植物がトマトに寄生し、生産量を低下させる甚大な農業被害が起きている。そ

こで、本研究では根寄生植物の被害を低減するために、SL を欠損させたトマトを作出し、生育を評価

した。はじめに、Targeting induced local lesions in genomes（TILLING）法を用いて SL 生合成に関

与するカロテノイド酸化開裂酵素 8（carotenoid cleavage dioxygenase8, CCD8）が欠損した Micro-Tom

を探索した。CCD8 は、SL から負のフィードバック制御を受ける遺伝子として重要である。次に、SL

を欠損すると枝分かれの数が増加することが知られているため、枝分かれの数を測定した。野生型と比

べて枝かわれの数が増加した slccd8 変異体の内生 orobanchol 量を LC-MS/MS を用いて定量した。

orobanchol はトマトで産生されることが知られている SL の１種である。その他の SL の産生を調べる

ために根寄生植物 Orobanche minor を用いた発芽試験を行った。探索した slccd8 変異体の枝分かれの

数の増加は SL が欠損した影響であることを確かめるために、SL 合成アナログ GR24 を処理したとき

の枝分かれの数を測定した。内生 SL による枝分かれ抑制効果を調べるために、野生型と slccd8 変異体

の接ぎ木実験を行った。また、その時の SL 産生量を LC-MS/MS を用いて測定した。さらに、SL が欠

損して増加した枝分かれの数が果実形質に与える影響を調べるために、果実形質評価を行った。さらに、

トマトに寄生する根寄生植物 Phelipanche aegyptiaca の感染実験を行った。最後に、実際にフィール

ドで栽培することを想定し、栽培トマトの money maker（MM）または M82 における CCD8 欠損変異

体を作出した。MMまたはM82の slccd8変異体が本当に SLを産生していないことを確かめるために、

内生 orobanchol 量を LC-MS/MS を用いて定量した。 

 

2． 研究経過および成果の概要 
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 TILLING 法から slccd8 変異体の候補 11 系統を探索した。候補 11 系統の中から、遺伝子型を確認

し、slccd8 劣勢ホモ系統の 5291 と 2757 を選抜した。野生型の枝分かれの数は、1 から 4 個であったの

に対して系統 5291 と 2757 では枝分かれの数が 4 から 7 個と増加した。系統 5291 と 2757 の根滲出液

と根における orobanchol は、いずれも検出限界以下であった。また、Orobanche minor を用いた発芽試験

は、野生型において約 40%の発芽が認められた。しかし、系統 5291 と 2757 の根滲出液を処理しても

Orobanche miner の発芽は認められなかったため、系統 5291 と 2757 は orobanchol 以外の SL もほとんど

産生していないと考えられる。slccd8 変異体の増加した枝分かれの数は、GR24 を根に処理することで

野生型と同等にまで減少した。接ぎ木実験では、野生型を台木に、slccd8 変異体を穂木に接ぎ木すると

slccd8 変異体の過剰な枝分かれの数は野生型と同等にまで減少した。次に、野生型と slccd8 変異体を接

ぎ木した際の根滲出液と根における orobanchol を定量した。野生型/野生型（地上部/地下部）と slccd8

変異体/野生型の組み合わせでは根滲出液で約 10 pg/ml、根で約 250 pg/g FW であったが、slccd8 変異体/

野生型と slccd8 変異体/slccd8 変異体の組み合わせでは、根滲出液および根の orobanchol 量は検出限界以

下であった。次に、slccd8 変異体の果実形質を調べた。slccd8 変異体では枝分かれの数が増えたため、

果実形成や成熟に影響を与えると予測したが、SL はマイクロトムの slccd8 変異体における果実形質の

ほとんどに影響を与えなかった。しかし、slccd8 変異体の開花日数に関しては、野生型と比べてわずか

に遅延した。さらに、Phelipanche aegyptiaca の感染試験では、系統 5291 における発芽率及び寄生率が野

生型と比べて減少した。最後に、MM および M82 における slccd8 変異体を CAPS 法で探索した。MM

および M82 の slccd8 変異体における orobanchol 量は、根滲出液および根ともに検出限界以下であった。 

 

3．今後の研究における課題または問題点 

これまでの系統 5291 と 2757 に関する研究から、作出した slccd8 変異体が根寄生植物に対して耐性

を示すことが明らかとなった。しかし、Micro-Tom は植物体が小型であり蛍光灯下で栽培することが可

能なため、実験ではよく利用される品種であるが、食用品種ではない。そのため、実用化には栽培トマ

トでの検証が必要である。そこで今回作出した栽培トマトの SL 欠損変異体が将来、根寄生植物による

被害を軽減するトマト品種として期待される。Micro-Tom における slccd8 変遺体の果実形質は、野生

型と比べて差が認められなかったが、2012 年の Kohlen らによる報告では RNAi で作出した M82 の

SL 変異体では果実形質が野生型よりも果実の形質が低下する。そのため、TILLING 法で作成した栽培

トマト品種における SL 欠損系統の果実形質は野生型よりも低下することが予測される。slccd8 変異体

を接ぎ木の台木に使用すれば、この問題を解決できると考える。根寄生植物耐性品種を接ぎ木の台木と

して使用することで、現在存在する多くの在来品種に対応させることが可能である。また、これまで行

われてきた GR24 を用いた自殺発芽など対策法に比べてコストも低い。本研究で得られた系統は、根寄

生植物耐性品種として、トマトの生産量向上に貢献できると考えられる。栽培トマト品種の slccd8 変異

体における接ぎ木実験やその際の SL 産生量は、まだ定量していない。今後、作出した MM および M82

の slccd8 変異体の接ぎ木実験や SL 産生量の定量、果実形質や果実の成熟度合について調査しする必要

がある。 

Summary 

 Shoot branching is an important trait that affects number and quality of fruits. Therefore, it is 

necessary to control number of branches. Strigolactones (SL) inhibit shoot branching and induce 

germination of root parasitic plants. Infection of root parasitic plants causes agricultural damage of tomato 
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(Solanum lycoperiscum L.) cultivated in world. Thus, new tomato cultivars are expected to be resistant to root 

parasitic plants (Phelipanche aegyptiaca). In this study, carotenoid cleavage dioxygenase 8 (slccd8)-defective 

mutants were found in Micro-Tom by targeting induced local lesions in genomes (TILLING) method. Number of 

branches in line No. 5291 and 2757 showed the excess shoot branching compared with wild type (WT). I 

measured orobanchol levels in root exudates and roots of line No. 5291 and 2757 using LC-MS/MS. Orobanchol 

was not detected in line No. 5291 and 2757. To confirm other SL production, I performed germination assay using  

a root parasitic plant, Orobanche minor. Orobanche minor could not germinate in root exudates of line No. 5291 

and 2757. To investigate effect of GR24 on branching inhibition, I added GR24 in hydroponic culture medium. 

Number of branches in line No. 5291 and 2757 increased in comparison with WT, which decreased by 

exogenously applied GR24. To investigate effect of endogenous SLs on branching inhibition, I performed grafting 

experiment. When shoot scion of 2757 was grafted with root stock of WT, number of the branches decreased. In 

addition, I analyzed SL levels in roots of WT grafted with line No. 5291 or 2757 using LC-MS/MS. When shoot 

scion of WT was grafted with root stock of line No. 5291 and 2757, SL was not detected. I investigated fruit traits 

to evaluate effects of SLs on fruit productivity. There is no significant difference between WT and slccd8 mutants.  

Furthermore, I performed infection assay using a root parasitic plant, Phelipanche aegyptiaca. Infection rate of 

Phelipanche aegyptiaca in line No. 5291 decreased in comparison with WT. Finally, we crossed M82 or MM with 

slccd8 mutants to produce slccd8 mutants in M82 and money-maker (MM) of tomato. Orobanchol was not 

detected in slccd8 mutants of M82 or MM. Thus, slccd8-difective mutants might be useful for tomato resistant to 

root parasitic plants. 
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社会的包摂をめざす社会的企業の就労支援プロセスと 

イノベーション 

研究代表者 宮竹 孝弥（福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻） 

 

研究期間／平成 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

キーワード／①働く居場所    Working whereabouts 

②中間的就労       Intermediate working 

③半福祉半就労     Semi—working with semi—welfare 

平成 29年度交付額／560,000円 

研究発表／学会および口頭発表  

(1)７月２３日、日本ソーシャルワーク学会第３４会全国大会 口頭発表「自立支援に取り組

む社会的企業」北星学園 

(2)８月１２日 日本発達障害学会第５２会全国大会 ポスター発表「社会的企業による障が

い者への就労支援」群馬県社会福祉センター 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

(1)理論的研究先行文献研究調査を行い、2017年度は 3学会 4研究会に参加した。 

①６月３日 社会政策学会第１３４回大会 明星学園大学 

②７月２２日～２３日 日本ソーシャルワーク学会全国大会 北星学園大学 

③１０月７～８日 「いま、『協同』が創る」２０１７全国集会（大津） 

④１０月２１～２２ 日本社会福祉学会第６５回秋季大会 首都大学 

⑤１１月１１～１２日 生活困窮者ネットワーク全国大会（高知） 

⑥１１月１５日 第９５回社会的企業研究会 明治大学 

⑦１月２３日  第９６回社会的企業研究会 明治大学 

(2)質的調査 

生活困窮者への就労支援を行う国内１２事業所への現地訪問聴き取り調査を行い。グウランデッドセ

オリーによる集約を行った。 

（調査実施事業所） 

①６月１～３日 釜ヶ崎支援機構・釜ヶ崎芸術大学：釜ヶ崎地域のホームレス支援、大阪市から委託

による公園清掃などの就労創出について聴取した。 

②７月６日 千葉生活クラブ風の村：生活困窮者支援事業のモデル事業になったユニバ－サル就労に

ついて伺い、当事者からも聴取した。 

③７月２１日 北海道浦河べてるの家：地域特性を生かした昆布製品開発、就労を行いながら在宅生

活をする当事者支援を伺った。 

④１１月１０日 社協高知市生活相談センター・ワーカーズコープ高知事業所：生活困窮者支援事業

開始前からの就労支援相談取り組みと認定就労訓練で病院清掃・管理を行う当事者からも聴取した。 



80 

 

⑤１１月１３日 高知県土佐町役場・（株）れいほく未来：過疎の農村地帯での農業実習と移農への地

元役場の取り組みと農業支援会社の聴取を行う。 

⑥１１月１６日～１８日 釧路市生活福祉事務所・釧路社会的企業創造協議会・くしろ市若者サポー

トセンター・NPO 地域生活ネットワークサロン：釧路地域における中間的就労を支援する４団体にイ

ンタビュー調査を行った。 

(3)量的調査 

質問紙郵送によるアンケート調査を行った。調査対象は、生活困窮者支援制度における認定就労訓

練事業所（設立から１年以上経過した約 650所）である。まず各社会的企業の活動に対し、事業体ご

との評価を行った。さらに事業体全体の属性を集計した。 

２．研究経過および成果の概要 

 近年福祉領域社会的企業の台頭が著しい。その中で、社会的に不利な人々への就労支援に取り組む

社会的企業は、これまでの福祉的支援を変容させる取り組みと、成果を上げてきている。特に２０１

５年から開始された生活困窮者支援制度における認定就労訓練事業所は、これまでの福祉的就労を改

善させる成果が期待される。我が国の就労支援を行う社会的企業を、現行では次の３群に分けて考え

ている。 

① ソーシャル・ファーム型：主に障がい者の就労支援に取り組み、雇用契約・社会保険提供を目 

す。当事者のストレングス支援に取り組む。就労継続支援Ａ型雇用型では、一部の企業でブラック企

業化という問題点が起きている。 

②生活保護受給・生活困窮者支援型：生活困難を課題として、主として行政からの委託で取り組まれ

る。無職若者・ひきこもり支援も含まれ、ニーズキャッチ・アウトリーチが手法になる。しかし、認

定就労訓練事業所には、社会福祉法人就労施設のような経済的給付はなく、設置数が増加しない。 

③協同労働型：互恵団体であるワーカーズコープ・ワーカーズコレクティヴによって取り組まれる。

社会的不利な人々の制度的属性の区分けはなく、当事者と支援者の協働の理念を前提に、当事者も運

営に参加していく事が期待される。 

 今回の調査は。以上の①②を主にして、調査を行った。我が国には社会的企業に関する法がなく、

様々な事業体による実践が先行している。そのため、就労支援を行う社会的企業の活動には理念と実

践に距離も見られ、特に生活困窮者へ支援する事業所に両観点から調査し集約を行った。就労支援を

行う社会的企業の主要な概念として、「日常生活・社会生活自立と就労事実の３点支援」「居場所から

市場へ」「中間的就労」「半福祉半社会参加」がある。グッドプラクティス事業体に共通する取り組み

として、第１に「働く居場所」を設置し、失業により傷ついた自尊感情から人間回復のドラマを生み

出した。第２に参加型の「中間的就労」による支援で、福祉的就労と一般就労の間に就労訓練を位置

づけていた。第３に当事者には「半就労半社会参加」の就労形態であるが、ここから一般就労への移

行には、まだ厳しい雇用の壁が残っている。この中間的就労からから一般就労への移行を最終目標と

するのではなく、就労収入での生活費不足分を、生活保護費や障害年金で補填することを、社会的企

業は肯定的に捉えて行こうとしている。 

３．今後の研究における課題または問題点 

(1)調査対象事業所の限界―今年度は就労支援を行う社会的企業の多様な形態から、主に障害者支援

を行う事業所、生活困窮者支援を主とする事業所に対し、調査集約を行った。その結果、就労困難者

と協働する協同組合への調査が不足し、今後の研究課題となった。 
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 (2)海外との国際比較の不足―社会的企業が法制化されている海外との比較が必要であるが、文献調 

  査に留まっている、今後は特に韓国との比較が必要と思われる。 

 

(Summary) 

  In recent years social enterprises in the welfare area have risen remarkably. Among them, social 

enterprises tackling employment support for socially disadvantaged people have achieved results 

and efforts to transform welfare support so far. Especially certified employment training 

workplaces in the support system for living poverty who began in 2015 are expected to achieve 

results that improve welfare work so far.  

I conducted interview surveys and questionnaire surveys for social enterprises that support 

employment. Research and results in the activities of social enterprises that support employment 

assistance in Japan, there is also a deviation between ideals and practices, and we have 

summarized from both perspectives. There are no laws relating to social enterprises in Japan, and 

practices by various entities are precedent. As a result, distances in ideals and practices are seen 

in the activities of social enterprises that provide employment support, especially at offices that 

support daily living from both viewpoints and consolidated. Initiatives common to good practice 

entities firstly set up "working place" and created a drama of human recovery from self-esteem 

that was hurt by unemployment. Secondly, with support from a participatory "intermediate work", 

we positioned employment training between welfare work and general work. Thirdly participation 

is a form of employment of "semi-working semi-social participation", but still there is still a harsh 

employment barrier to shift from regular employment to regular employment. Social enterprises 

positively grasp that living expenses shortage by living expenses and disability pensions will be 

compensated for rather than the final goal of transition from regular employment to regular 

employment instead of this intermediate work I am about to go. 

   Limitations of the surveyed workplaces in this fiscal year, from various forms of social 

enterprises that support employment support, workplaces that support disabled persons, business 

establishments that mainly support people with disabilities, survey Concentrated. As a result, 

there was a lack of survey on collaborative unions working with difficult workers, which became 

future research subjects. Comparison with overseas where social enterprises are legislated is 

necessary, but literature survey. It seems that comparison with Korea is necessary in the future 
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日本スポーツ少年団の設立過程に関する歴史研究 

History study on establishment process of Japan Junior Sports Clubs Association  

     

研究代表者 坂中勇亮（福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻 博士後期課程 2 年） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①日本スポーツ少年団 Japan Junior Sports Clubs Association 

      ②ドイツ・スポーツユーゲント Deutsuche Sportjugend 

            ③オリンピック・ムーブメント Olympic Movement 

平成 29 年度交付額／700,000 円 

 

研究発表／・横浜市における健民活動に関する一考察―健民会活動に着目して―. 

     日本ヘルスプロモーション学会第 15 回大会で口頭発表（平成 29 年 11 月 25 日） 

・戦後日本における日独青少年交歓事業の展開に関する史的考察.  

日本運動・スポーツ科学学会誌に投稿予定（平成 30 年度） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 本研究では 1962 年に創設された日本スポーツ少年団の設立過程を究明するために、日本スポー

ツ少年団の設立に関連する史料が所蔵されている国立国会図書館、日本体育協会資料室、関西大学

（大島アーカイブス）、横浜市立図書館を中心に史料を蒐集して研究を進めた。 

はじめに、オリンピック・ムーブメントとしてオリンピック東京大会（1964 年開催）へ向けた、

オリンピック青少年運動が日本スポーツ少年団の設立に及ぼした影響を検討するために、『日本体

育協会時報』、『日本体育協会理事会議事録』を史料として用いた。 

次に 1953 年に設立され日本スポーツ少年団の先駆形態であると考えられる横浜健民少年団の組

織概要及び設立過程を明らかにするために、同団の普及を担った横浜市健民課が発行した機関誌

『健民横浜』、横浜市が作成した事務報告書等の行政文書、横浜健民少年団に関する新聞記事等の

検討を行った。 

最後に日本スポーツ少年団設立のモデルとされたドイツ・スポーツユーゲントが、我が国へ紹介

された経緯と日本スポーツ少年団の設立に与えた影響を論究するために、日本スポーツ少年団の設

立準備の中枢を担い、ドイツ・スポーツユーゲントと日本の青少年団体との交流活動を推進した大

島鎌吉に関連する史料の分析を試みた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

オリンピック東京大会に向け、青少年のスポーツ活動に対する機運を上昇することを目的に、日本体

育協会を中心としてオリンピック青少年運動が開始された。当協会の理事会における議事録から、オリ

ンピック青少年運動の一環として日本スポーツ少年団を設立する構想が誕生し、同協会の事業として設

立を進めた過程を確認することができた。さらに、同協会が発行していた時報より、日本スポーツ少年
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団の設立準備を進めるための組織として、オリンピック青少年運動推進準備委員会が 1960 年 12 月

に発足し、日本体育協会、文部省、東京都をはじめとした各方面から選出された 50 名を超え 

る委員によって構成されていたことが明らかになった。 

日本スポーツ少年団の先駆形態である横浜健民少年団に関する史料を分析した結果、横浜市民の

健康増進と体力向上を目的に創設された健民会が横浜健民少年団の母体であることが明らかにな

った。健民会は横浜市が主導となって 1950 年より設立された組織で、わずか 2 年間で市内各地に

60 を超える団体が組織化された。健民会の組織概要を分析すると、組織の運営は会員であった市民

によって支えられており、多くの市民が活動に参加できるように、市民参加型の活動を中心に展開

された。健民会で活動する市民の中でも、青少年を中心として組織化されたのが、横浜健民少年団

であった。横浜健民少年団も行政が主導となって設立が進められ、構成員である青少年が運営を担

いながら活動が実施された。さらに 1954 年には、健民少年団の全国規模の組織として日本健民少

年団が創設され、同年 8 月から開催された第一回日独青少年交歓事業では、日本健民少年団の一行

が訪独してドイツ・スポーツユーゲントとの交流事業を実施したことが明らかになった。 

ドイツ・スポーツユーゲントは、戦後復興が進む西ドイツにおいて実施されたドイツ青少年計画

に基づき、1950 年に創設された組織であった。西ドイツにおけるドイツ・スポーツユーゲントの

活動に着目し、我が国へ紹介したのが大島鎌吉であった。大島は、ドイツ・スポーツユーゲントの

創設者であるカール・ディームと親交があったこともあり、同組織が発足した直後より、自身の論

文や書籍を通じて、ドイツ・スポーツユーゲントの組織概要や当時の西ドイツにおける青少年に関

する教育及びスポーツ活動の実態を報告した。さらに、1955 年と 1961 年には、カール・ディーム

を日本へ招聘し全国の各都市での講演会を実施して、西ドイツにおける青少年スポーツ活動の紹介

と、我が国におけるスポーツ少年団創設の必要性を訴えさせた。この他に大島は、第一回日独青少

年交歓事業の日本側の代表者として訪独するだけでなく、1956 年に同事業が初めて日本で開催さ

れた際にも尽力し、ドイツ・スポーツユーゲントと我が国の青少年組織が交流する機会を創設した。 

以上のように、本研究を通じて日本スポーツ少年団の設立過程の一旦を究明することができた。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

これまでの研究では 1954 年から開催された日独青少年交歓事業において、ドイツ・スポーツユ

ーゲントと日本健民少年団の交流が図られていたという事実は確認されていなかった。そこで、今

後の研究では、日独青少年交歓事業に着目して事業の変遷を史料に基づきながら検討した上で、同

事業が日本スポーツ少年団創設の前史として果たした機能について論究したいと考える。 

 

Summary 

【Aims】   It is to clarify the process of establishing the Japan Junior Sports Clubs Association.

【Methods】   I collected documents on the establishment of the Japan Junior Sports Clubs 

Association and gathered the Olympic Movement for the Olympic Games tournament date, 

Deutsche Sport Jugend in the 1950s, And from the viewpoint of exchange project with Japanese 

youth group.   【Results】   The Japan Sports Association revealed the process of establishing 

the Japan Junior Sports Clubs Association as part of Olympic Movement. Also, Deutsche Sport 

Jugend, a model of the Japan Junior Sports Clubs Association, was founded in 1950 and 
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confirmed that it has developed exchange activities with Japanese youth organizations through 

the JUGEND AUSTAUSCH JAPAN - EUTSCHLAND . In addition, we revealed that Deutsche 

Sport Jugend 's activities were introduced to Japan by Carl Diem, the founder of the 

organization and OUSHIMA Kenkichi who had a close relationship with Carl Diem   

【Conclusion】   In this research, I revealed part of the process of establishing the Japan 

Junior Sports Clubs Association. I would like to clarify the development of the JUGEND 

AUSTAUSCH JAPAN - EUTSCHLAND in the future. 
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ラット膝蓋骨における海綿骨の構造と血管分布に及ぼす 

加重低減の影響 

Histological study on bone structures and vessel arrangements of rats’ 

patellae by tail suspension. 

 

 

研究代表者 吉良 裕一郎 

（福祉社会デザイン研究科 ヒューマンデザイン専攻 博士前期課程 2 年） 

 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／ ①膝蓋骨  Patella 

            ②血管   Blood vessel 

       ③尾部懸垂 Tail suspension 

平成 29 年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

     ･ラット膝蓋骨における骨構造と血管分布に及ぼす加重低減の影響、 

第 72 回 日本体力医学会大会、口頭発表 

      平成 29 年 9 月 17 日 

     ･Histological study on bone structures and vessel arrangements of rats’ patellae by tail 

suspension.、東洋大学大学院紀要、第 54 巻 

      平成 30 年度掲載予定 

 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

 実験材料として、7 週齢の wistar 系雄性ラット 36 匹を使用し、それらを無作為に尾部懸垂群（TS）

および対照群（CO）に分類し、TS は 14 日間尾部懸垂を行なった。尾部懸垂の方法として、通常のケ

ージより天井の金網が 20cm 高いものを用意し、金網から吊るしたタコ糸を TS の尾部にテープで固定

し、後肢が床面に着かないようにした。また、その際にラットに不必要な不快感や不安感を極力与えぬ

ように、あらかじめペントバルビタール Na（40mg/Kg 体重）にて麻酔した。実験期間において、尾部

懸垂されたラットが容易に摂餌および摂水できるように餌箱を床面に設置し、給水瓶口も床面に近く、

角度をつけて給水瓶を天井から吊るし固定した。実験期間終了後、ラットの苦痛を避けるため炭酸ガス

吸引により安楽死させた。心停止を確認した後、下肢の皮膚を剥離して軟組織の除去を行い、膝蓋骨に

埋入する大腿四頭筋腱および膝蓋靭帯を残し、膝蓋骨を各群から摘出した。その後、ハンドモーターに

て膝蓋骨を大腿骨の長軸方向に割断し、これを縦断面とした。それらの標本をすみやかに 4℃の 4%パ
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ラフォルムアルデヒド液に浸漬し固定した。固定された標本を用いて非脱灰樹脂研磨標本を作成し、

100-150μm になるまで研磨した。研磨面を 0.1N 塩酸で酸腐蝕し、十分に水洗した後、トルイジンブ

ルー染色を施した。さらに、これらを用いて、骨形態計測を行なった。膝蓋骨全体の骨密度（BV/TV）

および骨梁幅（Tb.Th）を測定し、統計処理をした。また、4%パラフォルムアルデヒドで固定した標本

を 8%EDTA 水溶液に 6 週間浸漬し、脱灰を行なった。脱灰終了後、パラフィンに包埋して 4μm に薄

切し、これらの切片に酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ（TRAP）染色を施した。 

2. 研究経過および成果の概要 

 膝蓋骨の縦断標本に次亜塩素酸処理を施して観察すると、CO における膝蓋骨内の海綿骨は骨梁が密

に存在し、基本的に網状構造をなした。 

非脱灰樹脂研磨標本にトルイジンブルー染色を施したものを観察した。膝蓋骨の中で大腿四頭筋腱膜

に包まれる側を表層、反対に大腿骨に面する側を深層とすると、最深層には大腿骨に接する関節軟骨が

存在した。膝蓋骨の表層にはその長軸にほぼ平行に配列する太い骨梁が存在した。一方、深層では、関

節軟骨から放射状、すなわち、中央部の骨梁は上下方向に配列し、近位および遠位部では中央部よりや

や斜め方向に配列する骨梁がみられた。これに対し、TS の骨梁は、いずれの部位においても減少して

おり、特に上下方向に配列する骨梁の減少が顕著であった。また、大腿四頭筋腱や膝蓋靭帯の腱線維が

埋入する部位、すなわち膝蓋骨の近位部と遠位部では、腱線維が線維軟骨に移行しその線維が皮質骨内

に埋入する像が観察された。 

TS の骨梁の密度（BV/TV）および幅はいずれも CO より有意に低値を示した（p<0.05）。このことは、

大腿四頭筋および膝蓋靭帯双方の牽引力の低下および大腿骨側への圧迫力の低下によって引き起こさ

れたと推測する。 

脱灰パラフィン切片に TRAP 染色を施したものから、CO では近位および遠位部とそれらの中間部の

いずれにおいても、それらに存在する海綿骨の骨梁表面に破骨細胞がみられた。TS の破骨細胞は、ど

の部位においても CO より多く存在し、近位部や遠位部では線維軟骨の線維が骨に埋入される部位およ

び関節軟骨中央部で特に多く観察された。また、膝蓋骨中央部では血管が骨梁に沿って配向する像が認

められたが、その中でも、血管が骨の表面に密接する部位では、血管と骨との間に破骨細胞が存在して

いた。 

結論として、非加重骨である膝蓋骨は、加重低減によって骨構造が脆弱化し、その変化には血管の配

向性が密接に関連していることが示唆された。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

 本研究では、膝蓋骨と血管の関係について形態的な観察を中心に行なった。今後においては、血管新

生に関与する血管内皮細胞増殖因子（VEGF）の免疫染色などを行なう。これによって、骨と血管に関

わるホルモンやサイトカインについて検討し、骨量減少と血管の配向の関係についてさらなる発展を目

指したい。 

 

 

Summary 

【Aims】   In this study, we used patella of rats subjected to tail suspension, and observed 

proximal and distal of it as the effect of reduced traction and middle of it as the effect of decrease in 
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compressive force. Moreover, we aimed to examine the structure change in relation to the 

arrangement of blood vessels.【Methods】   Seven weeks old rats (wistar strain, male, n=56) were 

randomly assigned to the tail suspension group (TS) and the control group (CO). TS were subjected 

to a 14-day tail suspension. After the experiment period, the patellae were removed from each group. 

At the time, they were fixed in fixing solution and various specimens were made from them. And 

then, those were examined histologically. 【Results】   In the cancellous bone at CO, trabecular 

bone were density, basically formed a network structure. Furthermore, there were thick trabeculae 

arranged in parallel to the long axis of the patella at the surface layer of it. At the deep layer of it, 

trabecular bones arranged radially from articular cartilage were observed.  In TS, the trabecular 

bones of any part were thinner than CO and the bone mineral density was low. And, there were a lot 

of TRAP positive reaction at the region of embedded quadriceps tendon and patella ligament in TS. 

At the region where blood vessels and trabecular bone are close to each other, osteoclasts were 

observed between them. 【Conclusion】   In the patella, which is a non-weighted bone, bone mass 

were decreased due to weight reduction, suggesting that this bone structure change may be closely 

related to blood vessel orientation. 
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運動不足に伴う小児期の骨折を想定した 

発育期ラットの加重低減に伴う骨折線の組織学的解析 

Histologic analysis of fracture-line by reduction of mechanical stress in growing-period 

rats as assuming bone fracture accompanied with the lack of exercise in the infant 

period. 

 

研究代表者 中井 真悟（福祉社会デザイン研究科 博士後期課程 2 年） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①発育期 growth phase 

            ②骨基質 bone matrix 

      ③骨折  fracture 

平成 29 年度交付額／599,000 円 

 

研究発表／発育に伴うラット大腿骨の構造変化と破折面の形状に関する研究. 

 日本柔道整復接骨医学会誌に投稿予定（平成 30 年度） 

 

1．研究方法 

材料として，3，7 および 13 週齢のウィスター系雄性ラット各 12 匹を用いた．標本摘出に伴う苦痛

を軽減するために，ラットを炭酸ガス吸引によって安楽死させた．死亡を確認後，筋や神経，結合組織

などの軟組織を丁寧に除去し，骨膜が付着した状態で大腿骨を摘出した．右脚の大腿骨を骨強度測定用

とし，左脚を組織構造観察用とした．標本は，0.1M カコジル酸ナトリウム水溶液（pH7.4）にて緩衝さ

れた固定液（4％パラホルムアルデヒド液またはカルノブスキー液）に浸漬し，種々の標本を作製して，

光学および走査電子顕微鏡（SEM）にて観察した．同一骨基質内においても石灰化度に差異が生じると

いう性質を利用し，0.1mol 塩酸に 30 秒浸漬し，骨表面の酸腐食を行った．その後，カーボンおよびプ

ラチナ蒸着を行った．破断試験器（TK-252C，室町機械，東京）を用い，以下の方法により Three-Point 

Bending Test を行った．骨幹中央部の前面にマーキングし，その部位を上方に向け，装置のクロスヘッ

ドがその部位に正確に当たるように機械にセットした．また，支点間距離を 10mm，クロスヘッド速度

を 10mm/min に設定し，骨の前方から破断した． 

 

2. 研究経過および成果の概要 

外科領域では骨折線の性状より分類がなされているが，破断された時点の骨折線を骨基質の成熟度に

関連づけた分類はない．本実験では破断試験機を用い，破断点すなわち物性的に破綻する点で条件を揃

え，骨折線を形態学的に観察した．著者はこれまでに成熟直後の同一皮質骨内に基質線維が疎で不規則

な配列を示す骨，層板構造を示す骨，およびそれらの移行型の部分が混在することを認めている．発育

後期に相当する 13 週齢の大腿骨表面に内外環状層板を認め，その深部には石灰化軟骨基質やその周囲

の基質線維が疎で不規則な配列を示す幼若な骨が島状に点在していた．骨基質は，基質線維の密度や石
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灰化度の違いによって染色性が異なり，層板状にみえる休止線や接合線などの非コラーゲン性の有機質

を多く含む部位は周囲よりも濃く染まっていた．また，脱灰によって石灰化軟骨基質およびその周囲は

白く抜けた骨基質が島状にみられた．7 週齢では同様の構造であったが，3 週齢では層板構造は観察さ

れなかった． 

次に，骨膜を介して骨基質に埋入するシャーピー線維を観察した．皮質骨前面の骨膜は薄く，筋が骨

長軸と平行に近い方向から付着しており，繊細な線維で構成されていたが，一方で，後面の骨膜は厚く，

筋が骨膜表面に対して垂直方向から付着しており，太い線維を多く認めた．石灰化度によって骨の溶出

の程度に差異が生じる性質を利用し，13 週齢の皮質骨断面に酸腐食を行った．基質線維が疎で不規則な

配列を示す骨の領域で滑沢となっており，層板骨では溝状になっていた．破折部位を観察すると前面は

扇状に基質部分が裂けるように破断された．さらに拡大すると，層板間に線状の亀裂を認め，周囲より

も層間の線維連絡が乏しく，力学的脆弱部位となっていたと推測される．それに加え，本実験では深部

に位置する島状の構造周囲に骨片がみられた．これは島状に存在する石灰化軟骨基質や幼若な骨とその

周囲の石灰化度が異なることが影響していると考えられる．表層，深部ともに硬軟両組織の移行部位が

力学的脆弱部位となることを示している．それに対し，後面では破断方向へ亀裂が入っていることを認

めたが，これは骨長軸方向に引張する応力が加わっていたためと推測できる．引張応力は膠原線維によ

って，圧縮応力はアパタイトによって受けることが知られ，相対的に石灰化度の高い後面は引張力に対

して脆弱で膠原線維による弾性率が低いため，離開した結果であると考えられる．発育に伴う破断像の

変化をみてみると，発育前期の前面は骨質が一様で破断方向に一致して亀裂を認め，発育に伴って休止

線や接合線に沿うように破断方向と直交するように亀裂がみられた．また，その深部の赤紫色の石灰化

軟骨基質周囲に島状な骨片が形成されていた．発育期の骨では Deformation を一定に保ちつつ，

Stiffness を高めることによって強度を上昇させ，このことに層板骨の形成が関わると推測された． 

 

3．結論 

発育変化による骨基質の成熟だけではなく，同一個体の皮質骨内でも骨基質の成熟度は異なることが

理解された．骨基質の成熟度と骨折線の方向は密接に関与していることが示唆された． 

 

 

Summary 

【Aims】  A purpose of this study was to related growth on bone structures and character of 

fracture line in rats. 【Methods】  Wistar strain male rats (3,7,13-week-old) were used by this 

experiment.  It compared the break part of the bone matrix histologically and examined.  Those 

samples were immersed in a fixation fluid rapidly after breaking. 【Results】  It was understood 

by the formation of the layer bone structure with the growth that the crack of fracture line 

expression to be split in the major axis direction of the bone.   In addition, the maturity degrees of 

the bone matrix were different in the cortical bone of the individual and cracked around the high 

immature part of the calcification degree including a calcified cartilage matrix. 【Conclusion】  It 

was understood that a maturity degree of the bone matrix and the direction of the fracture line 

participated closely. 
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科学的根拠に基づいた前立腺がん予防に有効な 

ビタミン E サプリメントの開発 

 

Development of vitamin E supplement effective for prevention of prostate 

cancer based on scientific evidence 

 

研究代表者 佐藤 知晶 （食環境科学研究科 食環境科学専攻 2 年） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①がん予防 Cancer Prevention 

            ②がん幹細胞 Cancer Stem cells 

      ③前立腺がん Prostate Cancer 

        ④ビタミン E  Vitamin E 

      ⑤併用  Combination 

平成 29 年度交付額／700,000 円 

 

研究発表／ 学会および口頭発表 

・ 佐藤知晶,佐藤綾美,金子沙妃,太田昌子, 矢野友啓、δ-T3 とγ-Toc の併用効果による前立腺が

ん予防・治療の可能性、日本ビタミン学会第 69 回大会,2017.6.9-10  

・ Sato C, Ota M, Yano T, The Combination of vitamin E homolog induced cytotoxicity on 

Prostate cancer cells .10TH Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition, APCCN2017, 

2017 .11.26-29 

・  佐藤知晶,佐藤綾美,金子沙妃,太田昌子, 矢野友啓、ビタミン E の併用効果による前立腺がん予

防・治療の可能性、第 15 回日本機能性食品医用学会 2017.12.9-10  

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

 現在までの研究により、δ-tocotrienol と γ-tocopherol の組み合わせは、ヒトの血中到達可能な低

濃度条件下において、前立腺がん細胞株（ホルモン依存性細胞株 LNCaP、ホルモン非依存性細胞

株 PC-3）に対して、濃度依存的に細胞増殖抑制効果を示すことが明らかになった。このような現

在までに得られた結果に基づき、本研究では科学的根拠に基づく前立腺がん予防効果が期待できる

サプリメントの開発を実現するために、細胞培養系および動物モデルを用いた抗がん作用が最大限

期待できるビタミン E 同族体（δ-tocotrienol と γ-tocopherol）を組み合わせた組成の持つ抗前立腺

がん作用の機序解析を行う。 

① ビタミン E 同族体の組み合わせによる前立腺がん細胞株に対する増殖抑制機序の解析 

 以前の解析結果から、ビタミン E 同族体の組み合わせによる併用効果により、濃度依存的な前立

腺がん細胞増殖抑制効果が認められた。そのため、作用機序の解明として、細胞周期の進行を計測
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するセルサイクルアッセイを用いて、細胞周期制御の作用点や細胞死誘導の有無を特定し、細胞周

期制御因子や細胞死誘導及び抑制因子の変化をウエスタンブロット法により解析し、ビタミン E 同

族体の組み合わせによる前立腺がん細胞における細胞周期制御および細胞死誘導機構の解析を行

う。 

 

② ビタミン E 同族体の組み合わせによる前立腺がん幹細胞増殖抑制効果の検討 

 近年のがん幹細胞発がん理論に基づき、がん発生に大きく関与するといわれる、前立腺がん幹細

胞を用いた細胞増殖抑制効果の検討を行う。すでに、本研究室において前立腺がん幹細胞が濃縮さ

れたクローンの生成法が樹立されているので、この樹立された方法で濃縮した前立腺がん幹細胞を

もちいて、ビタミン E 同族体の組み合わせによる前立腺がん幹細胞に対する増殖抑制効果及びその

機構の解析を１．と同様の方法で行う。 

 

③ 前立腺がん幹細胞移植モデルを用いたビタミン E 同族体の組み合わせによる増殖抑制効果の

検証 

 ②で分離した前立腺がん幹細胞を移植した Scid マウスを用いて、ビタミン E 同族体の組み合わ

せによる増殖抑制効果の検証を行う。実験系として、がん細胞移植後がん組織がマクロで確認され

た直後に、ビタミン E 同族体単独およびその組み合わせた試料（各成分の投与量は in vitro の結果

から推察される血中到達濃度を考慮し、投与量を決定する）をビタミン E を含まない油で懸濁し、

１週間に３回、計４週間経口投与し、最終的に各個体から腫瘍組織を摘出し、腫瘍重量から各群の

増殖抑制効果を評価する。また、各組織の組織像を組織学的に解析すると同時に、代表的な増殖お

よび細胞死マーカーで免疫染色を行い、ビタミン E 同族体を投与した各群の増殖抑制効果を総合的

に評価する。 

 

2. 研究経過および成果の概要  

①の研究経過 

VE 類を 24 時間作用させた細胞周期の分布は、両方の前立腺がん細胞株において、δ-T3 単独処理は

G0/G1 期の割合の増加、γ-Toc 単独処理は G2/M 期の割合の増加が確認できた。さらに、両方の前立腺

がん細胞において、δ-T3 と γ-Toc の併用処理は、G0/G1 期および G2/M 期の割合の増加を引き起こし

た。Western blot 法により、G1 期通過に必要な因子である CyclinD1 および M 期開始に必要な因子で

ある CyclinB1 の発現を解析した。LNCaP、PC-3 のどちらの前立腺がん細胞株に対しても、δ-T3 単独

処理は CyclinD1 のタンパク発現の抑制、γ-Toc 単独処理は CyclinB1 のタンパク発現の抑制を示した。

さらに、どちらの前立腺がん細胞株に対しても、δ-T3 と γ-Toc の併用処理は、CyclinD1 および CyclinB1

のタンパク発現の同時抑制を引き起こした。VE 類を 24 時間および 48 時間作用させたアポトーシス誘

導をフローサイトメトリーにより測定を行った。どちらの前立腺がん細胞株においても、VE 類を 48

時間作用させたアポトーシス誘導の割合において、VE 併用処理が最もアポトーシス誘導を引き起こし

ていることが確認できた。また、24 時間作用時点では、VE 類併用処理に比べ δ-T3 が最もアポトーシ

スを引き起こしていた。 

 

②の研究経過 
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がん幹細胞へ対する抗がん効果の評価として、本研究では、三次元培養法により作成したがん幹様細胞

を用い検討を行った。δ-T3 と γ-Toc の併用処理では LNCaP、PC-3 のどちらの前立腺がん幹様細胞に

対しても、濃度依存的に増殖抑制効果を示し、併用効果が認められた。以上の結果から、LNCaP、PC-3

の両方の前立腺がん細胞において、δ-T3 と γ-Toc の併用処理は、前立腺がん幹様細胞に対する増殖抑制

効果が確認できた。 

 

③の研究経過 

29 日間、計 9 回の VE の経口処理により、前立腺がん幹様細胞由来腫瘍の重量減少が見られた。δ-T3

および γ-Toc 単独処理においては、有意な減少は示さなかったが、δ-T3 と γ-Toc の併用処理においての

み、有意な減少を示したため、動物移植モデルにおいても有意な併用効果が認められた。また、VE の

経口投与によるマウスの体重減少は認められなかった。 

 

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δ-T3 とγ-Toc の併用処理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、in vivo においても、δ-T3 とγ-Toc の併用処理による抗前立腺が

ん効果が確認できた。そのため、VE 併用投与が前立腺がん予防として臨床応用されるためにはさ

らなる in vitro および in vivo での研究データの蓄積が必要となる。したがって、次の段階として

VE 併用投与が人体に及ぼす影響や in vitro におけるさらなる作用機序の検討を行う必要がある。 

 

 

Summary 

Vitamin E homolog is known as an anti-cancer ingredient with high safety. The epidemiological 

analysis of vitamin E intake has indicated prominent preventive effect against prostate cancer. 

Therefore, we investigated whether the combination of γ-Toc with δ-T3 could strengthen the 

inhibitory effect of δ-T3 on prostate cancer cell growth. Specifically, cell cycle phase distribution 

analysis revealed that in addition to G1 arrest caused by the treatment with δ-T3, the combination 

of δ-T3 with γ-Toc induced G2/M arrest. These observations were completely confirmed by the 

results that δ-T3 induced reduction of cyclin D1 level, γ-Toc reduced cyclin B1 level, and the 

combination simultaneously decreased the level of two cyclins. Enhanced induction of apoptosis by 

the combined treatment was also observed. These findings indicate that the combination of δ-T3 

and γ-Toc significantly inhibits prostate cancer cell growth due to the simultaneous cell cycle arrest 

in G1 phase and G2/M phase. VEs were allowed to act for 24 hours and 48 hours to induce apoptosis 

by flow cytometry. In both prostate cancer cell lines, it was confirmed that treatment with VE most 

induces apoptosis induction at the rate of induction of apoptosis when VEs were allowed to act for 

48 hours. As an evaluation of anticancer effect on cancer stem cells, in this study, cancer stem-like 

cells prepared by three-dimensional culture method were used. In combination treatment with δ-T3 

and γ-Toc, the proliferation inhibitory effect was shown in a concentration-dependent manner for 

both LNCaP and PC-3 prostate carcinoma stem-like cells, and a combined effect was observed. 

From the above results, it was confirmed that the combination treatment of δ-T3 and γ-Toc in 
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prostate cancer cells of both LNCaP and PC - 3 could suppress proliferation of prostate cancer 

stem-like cells. Weight loss of tumor derived from prostate cancer stem-like cells was observed by 

oral treatment of VE 9 times in total for 29 days. In the treatment with δ-T3 and γ-Toc alone, there 

was no significant decrease, but it showed a significant decrease only in the combined treatment 

with δ-T3 and γ-Toc. Therefore, significant combination effect was confirmed. No weight loss of mice 

was observed by oral administration of VEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

ボイセンベリー由来のアントシアニン類による 

大腸がん予防効果に関する研究 

 

Study on preventive effect of colon cancer 

by boysenberry-derived anthocyanins 

 

研究代表者 春日 優子（食環境科学研究科食環境科学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 

キーワード／①がん予防 Cancer Prevention 

            ②大腸がん Colon Cancer 

      ③機能性食品素材 Functional Food Component 

        ④ボイセンベリー Boysenberry 

      ⑤アントシアニン Anthocyanin 

平成 29 年度交付額／700,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

・春日優子、内田明日香、太田昌子、矢野友啓 「ボイセンベリーによる生活習慣病予防の

可能性検討」第 64 回日本栄養改善学会 平成 29 年 9 月 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

①ボイセンベリーの大腸がん細胞生存活性に対する影響評価 

ヒト結腸癌由来細胞株 DLD-1 を用いて、ボイセンベリーと他の 3 種類のベリー種（ブルーベリー、ラ

ズベリー、ブラックベリー）の生存活性におよぼす影響をベリー4 種類のポリフェノール量を揃えて

WST-1 法で評価し、予備的検討の結果の再現性を見る。 

 

②各種アントシアニンによる細胞生存活性評価 

ボイセンベリーに特徴的に含まれる成分であるアントシアニンの組成はすでに行った HPLC の結果か

ら判明しているので、含まれている 4 種類のアントシアニンのうち、どの成分が大腸がん細胞の生存活

性増殖抑制作用が強いか、WST-1 法で評価する。 

 

③各種アントシアニンによる生存活性抑制機序の解析 

②で生存活性抑制作用が強く認められたアントシアニンを選択し、その生存活性抑制作用様式を細胞周

期解析や細胞死解析を通じて明らかにする。 
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2. 研究経過および成果の概要  

①の研究経過 

4 種類のベリーは、コントロールと比べて細胞生存活性は有意に減少し、4 種類のベリーに細胞増殖

抑制効果が見られ、中でもボイセンベリーに最も効果が見られた。このことから、4 種類のベリーのう

ちボイセンベリーに大腸がん予防の可能性が示唆された。 

 

②の研究経過 

ボイセンベリーに含まれるアントシアニン 4 種類はコントロールと比べて減少していたが、ボイセン

ベリーに比べるとあまり効果がなかった。しかし、アントシアニンを組み合わせることによって効果を

示し、中でも 4 種類のアントシアニンを組み合わせた場合が最も効果を示した。また、アントシアニン

の組成をボイセンベリーに近づけたところ、アントシアニンを 1 対 1 の組み合わせで添加した群よりも

効果を示した。このことから、ボイセンベリーの細胞増殖抑制効果はアントシアニン単体によるもので

はなく組み合わせ及びアントシアニン組成によるものである可能性が示唆された。 

 

③の研究経過 

ボイセンベリーの細胞周期を測定したところ、S 期アレストを引き起こした。また、アントシアニン

単体で細胞周期を測定したところ、ボイセンベリーと同様に S 期アレストを引き起こし、4 種類のアン

トシアニンを組み合わせた場合でも同様に S 期アレストを引き起こした。アントシアニン単体よりもア

ントシアニンを組み合わせた方がより効果を示した。このことから、ボイセンベリーの細胞増殖抑制効

果は S 期アレストを介し、アントシアニンの組み合わせによるものである可能性が示唆された。 

 

以上の研究経過を総括すると、①4種類のベリーの細胞生存活性評価を WST-1 法より行った。4種類

のベリーに細胞増殖抑制効果が見られ、中でもボイセンベリーに最も効果が見られた。このことから、

4種類のベリーのうち、ボイセンベリーに大腸がん予防の可能性が示唆された。 

②ではアントシアニンによる細胞生存活性評価を WST-1 法により行った。アントシアニン単体では

コントロールと比べて減少していたが、ボイセンベリーほどの効果は見られなかった。アントシアニン

を組み合わせることによって効果を示し、中でもアントシアニン 4 種類を組み合わせることによって効

果を示した。また、アントシアニンの組成をボイセンベリーに近づけることでより効果を示した。 

③では作用機序の検討として細胞周期測定を行った。ボイセンベリーは S 期アレストを引き起こし、

含まれるアントシアニンも同様に S 期アレストを引き起こした。また、ボイセンベリーに含まれるアン

トシアニン 4 種類を組み合わせた場合でも同様に S 期アレストを引き起こした。このことから、ボイセ

ンベリーの細胞増殖抑制効果は S 期アレストを介して起こる可能性が示唆された。また、アントシアニ

ンの組み合わせによって引き起こされる可能性が示唆された。 

本研究の結果から、ボイセンベリー及び含まれるアントシアニンに大腸がん細胞に対する有効な抗が

ん作用を持つ可能性が示唆された。ボイセンベリー及びアントシアニンの抗大腸がん細胞作用機序のひ

とつとして S 期アレストを介して細胞増殖抑制効果を示している可能性が示唆された。 

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 におけるボイセンベリーの抗大腸がん作用機序の一つの可能性が示

唆された。また、ボイセンベリーが大腸がん予防において臨床応用されるためには in vivo の研究
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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ボイセンベリーによる大腸がんに対す

る検討を行う必要がある。 

 

Summary 

 National budget for medical care in Japan is increasing year by year due to super aged society 

and changes of diet. Three lifestyle-related diseases, cancer, heart disease, cerebrovascular 

disease, account for about half of the cause of death in the whole. Therefore, we think that 

preventive medicine that suppresses onset is important to reduce medical expenses, and we are 

studying functional food materials. We compared the some berry species. As a result, different 

anthocyanins were detected depending on the type of berry. Among the four types of berries we 

compared, boysenberry had a large amount of polyphenols and had high antioxidant capacity. 

In this study, we focused on boysenberry which is expected to contain many functional 

ingredients. We clarified the preventive effect of arteriosclerosis, which is a major cause of 

heart disease and cerebrovascular disease dependent on antioxidant. In addition, the purpose 

was to evaluate the effect of the preventive effect of boysenberry on colon cancer, it incidence 

and mortality are high among all cancers, and to clarify the possibility irrespective on of 

antioxidant property. The cell survival activity of the four berries was significantly decreased 

compared with the control, and the cytostatic effect was seen in the four berries, and among 

them, the most effective in boysenberry. Also, boysenberry induced the S phase arrest. With 

respected to cytostatic effect each anthocyanin involve in boysenberry it was decreased 

compared with the control, but it was not so effective compared with boysenberry. The effect 

was shown by combining anthocyanins, and among them, the combination of four kinds of 

anthocyanins was the most effective. In similar with boysenberry each anthocyanin induce S 

phase arrest when treated with the anthocyanin alone. Also, combination of all anthocyanins 

involved in boysenberry has the same effect, and the effect in the latter in stronger than that in 

the former. The results of this study suggest that boysenberry and its contained anthocyanins 

have an effective anticancer effect on colon cancer. It is suggested that cell proliferation 

inhibitory effect could be depend on S phase arrest as a possible mechanism of anti-colon cancer 

effect which boysenberry and the anthocyanins have. 
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エピジェネティック修飾に着目した 

ビタミン E 誘導体の抗中皮腫作用の解析 

 

Elucidation of anti-mesothelioma effect of vitamin E derivatives 

through epigenetic modification 

 

研究代表者 上野 はるか（食環境科学研究科 食環境科学専攻） 

 

研究期間／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

キーワード／①中皮腫 Mesothelioma 

            ②エピジェネティクス Epigenetics 

      ③ヒストン修飾 Histone modification 

        ④DNA メチル化 DNA methylation 

      ⑤低酸素 Hypoxia 

平成 29 年度交付額／700,000 円 

 

研究発表／学会および口頭発表 

上野はるか , 佐藤綾美 , 矢野友啓 : Elucidation of anti-mesothelioma effect of vitamin E 

derivatives through epigenetic modification, 第 76 回日本癌学会 横浜 2017 年 10 月 

 

研究経過および成果の概要 

 

1. 研究方法 

①HDAC ノックダウン下における細胞生存活性、DKK1 レベルの評価 

H2452細胞において、HDACが細胞生存活性およびDKK1発現に関与しているのかを精査するために

siRNAを用いて各HDACをノックダウンし、HDACノックダウン下での細胞生存活性をWST-1法で、

DKK1のmRNA発現をRT-real time PCR法を用いて解析する。これにより、HDACをノックダウンした

状態でDKK1の発現が増加するかの裏付けを行い、HDACとDKK1の関係を明らかにする。 

 

②ヒストンアセチル化・メチル化レベルに対するT3Eの影響 

これまでの研究および実験①では悪性中皮腫細胞の総細胞中のHDAC量を測定しているが、実際

にDKK1のプロモーター領域のヒストンアセチル化、メチル化にビタミンE誘導体(T3E)が関与する

のかどうかをChIP assayを用いて解析し、DKK1プロモーター領域中のヒストンアセチル化および

メチル化レベルへのT3Eの影響を評価する。 

 

③T3Eと抗がん剤との併用効果の検討 

これまでの研究により、T3E が DNMT と HDAC 両方の阻害剤となり得る可能性が示されてい
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る。抗がん剤に抵抗性を持つとされる H2452 細胞に加えて、感受性を持つとされる H28 細胞にお

いても T3E と抗がん剤であるシスプラチン(Cis)及びペメトキセド(PEM)を併用したときの細胞生

存活性を検討する。さらに、通常酸素条件下に加え抗がん剤が効きにくいとされる低酸素条件下に

おいても細胞生存活性を検討する。 

 

2. 研究経過および成果の概要  

①の研究経過 

HDAC をノックダウン下での細胞生存活性を WST-1 法で測定したところ、細胞生存活性は減少した。

また、HDAC ノックダウン下での DKK1 の mRNA 発現を RT-real time PCR 法を用いて解析したとこ

ろ、DKK1 の発現は増加した。さらに、DNMT ノックダウン下での DKK1 の mRNA 発現も解析した

ところ、DKK1 の発現は増加した。 

 

②の研究経過 

DKK1 のプロモーター領域のヒストンのアセチル化及びメチル化状態を解析した。T3E 処理によりヒ

ストンのアセチル化状態は増加した。また、DKK1 のプロモーター領域のヒストンのメチル化状態はヒ

ストン H3K4 において増加し、H3K9 及び H3K27 においては変化がなかった。また、各ヒストンのメ

チル化活性はヒストン H3K4 において増加し、H3K9 及び H3K27 においては変化がなかった。さらに、

DKK1 のプロモーター領域の DNA メチル化状態を解析した。その結果、T3E 処理によりメチル化状態

は減少した。 

 

③の研究経過 

H28 細胞株において、Cis、PEM、T3E 単独と比べて Cis と PEM、T3E と PEM の併用では細胞生

存活性がより減少した。また、低酸素条件下においても細胞生存活性が減少した。H2452 細胞株におい

ても、Cis、PEM、T3E 単独と比べて Cis と PEM、T3E と PEM の併用では細胞生存活性がより減少

した。また、低酸素条件下においても細胞生存活性が減少した。 

 

これまでの研究で T3E は低酸素条件下において、処理濃度依存的に H2452 細胞の生存活性を減少し

た。一方で、T3 は T3E と同じ濃度範囲内による殺細胞効果はみられなかった。また、T3E は正常酸素

分圧条件下と同様に低酸素分圧条件下においても細胞生存活性を抑制した。従って、T3 をレドックス

不活性の安定化体に誘導することで抗中皮腫作用が強化できることを示した。さらに T3E は、低酸素

適応阻害作用をもつことから難治性がんの細胞増殖を制御できる可能性があると示唆された。また、

T3E は HDAC 及び DNMT の mRNA 発現を減少させることも報告している。 

研究経過を総括すると、①では、HDAC が抑制されることにより細胞生存活性が抑制されるというこ

とが示唆された。また、HDAC や DNMT の発現が抑制されることで DKK1 の発現が増加すると考え

られ、DKK1 が抗中皮腫作用メカニズムに関与することが示唆された。 

 ②では、DKK1 のプロモーター領域のヒストンのアセチル化及びメチル化状態を解析した。MSP 解

析により、T3E は DKK1 プロモーター領域のメチル化状態を減少させた。また、ChIP assay により

T3E は DKK1 プロモーター領域のヒストンのアセチル化状態を増加させた。さらに、T3E は DKK1 プ

ロモーター領域におけるヒストン H3K4 メチル化を増加させた。また、T3E は DKK1 プロモーター領
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域におけるメチル化レベルに関して、H3K4 において増加した。そのため、DKK1 活性は、H3K4 メチ

ル化の活性化を介して T3E によって増強されるということが示唆された。 

①及び②より、T3E は DKK1 プロモーター領域の DNA の脱メチル化、ヒストンのアセチル化、ヒ

ストン H3K4 のメチル化レベルの増加を誘導し、DKK1 発現を増加させることにより中皮腫細胞増殖を

抑制している可能性が示唆された。 

 ③では、H2452 及び H28 細胞を通常酸素条件下及び低酸素条件下での併用処理の効果を測定したと

ころ、通常酸素条件下だけでなく低酸素条件下においても細胞生存活性が減少した。また、両細胞にお

いてPEMとCisの併用では相加効果であったのに対し、PEMとT3Eの併用では相乗効果が示された。

さらに、H28 細胞と H2452 細胞を比較したところ、H2452 細胞の方が Cis 及び PEM に対して抵抗性

を示した。H28 細胞や抵抗性を示した H2452 細胞においても PEM と T3E の併用は細胞生存活性を減

少させたため、PEM と T3E を併用することで Cis と PEM の併用が効きにくい H2452 細胞において

よりよい治療法になる可能性が示された。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

本研究の結果から、in vitro における T3E の抗中皮腫作用機序の一つの可能性が示唆された。ま

た、T3E が中皮腫治療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 T3E による腫瘍抑制効果をさらに検討する必要がある。 

Summary 

At present, the number of deaths due to mesothelioma is around 1400 in Japan and is expected to 

increase year by year. Vitamin E is known to have diverse functionalities. One of its typical 

functions is anticancer action. Especially tocotrienol (T3) has strong anticancer activity among 

functional ingredients derived from food and has been evaluated as highly safe. But, T3 cannot 

maintain an anticancer activity, because it is unstable in vivo by strong antioxidant property. To 

block the anti-oxidant properties by T3, we synthesized 6-O-carboxypropyl-α-tocotrienol (T3E). In 

our previous study, we have reported that T3E acts as a potential anti-mesothelioma agent. Also, it 

is suggested that dickkopf-1 (DKK1) related in anti-mesothelioma effect of T3E. In this study, we 

investigated if T3E could have the anti-mesothelioma effect through epigenetic modification of 

DKK1. 

We utilized a human malignant mesothelioma cell line H2452. We evaluated cell viability by T3E 

treatment under a hypoxic condition. Also, we analyzed DKK1 mRNA expression level of DKK1 

promoter region, DNA methyltransferase (DNMT) and Histone deacetylase (HDAC) expression 

levels under the hypoxic condition. In addition, in order to clarify the relationship between DNMTs, 

HDACs and DKK1, we evaluated DKK1 levels under silencing of DNMTs and HDACs. The effect on 

DNA methylation and histone modification after T3E treatment was evaluated by methylation 

specific PCR, chromatin immunoprecipitation (ChIP), histone methyltransferase activity. Moreover, 

we used H2452 cells resistant to anticancer drugs and H28 cells with sensitivity. In these cell lines, 

cell survival activity is evaluated when T3E and cisplatin (Cis) or pemetrexed (PEM) which are 

anti-cancer agents are used in combination. 

Cell viability in H2452 cells decreased in a T3E dose-dependent manner. T3E increased DKK1 
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mRNA expression level. Also, DNA demethylation and histone acetylation of the DKK1 promoter 

region were observed by T3E treatment. Moreover, T3E suppressed DNMT and HDAC mRNA 

expression levels. In the H28 cell line, the combined use of Cis + PEM and T3E + PEM compared 

with Cis, PEM, T3E alone reduced the cell survival activity more. In addition, cell survival activity 

decreased even under hypoxic conditions. Even in the H2452 cell line, the cell survival activity was 

further decreased in combination with Cis + PEM and T3E + PEM as compared with Cis, PEM and 

T3E alone. In addition, cell survival activity decreased even under hypoxic conditions. 

Therefore, it is suggested that T3E induces expression of DKK1, a tumor suppressor gene, through 

suppression of DNMT and HDAC expression, and exerts an inhibitory effect on mesothelioma cell 

proliferation. Moreover, the combined use of PEM and T3E showed the possibility of better 

treatment in H2452 cells, where combination use of Cis and PEM is less effective. 
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女性アスリートの疲労骨折に対する 

ホモシステインおよび MTHFR の一塩基多型の影響 

The influence of homocysteine and SNP (Single nucleotide polymorphism) 

in the MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) 

on stress fracture of female athlete 

 

研究代表者 峰松 明也子（食環境科学研究科 食環境科学専攻） 

 

研究機関／平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 15 日 

キーワード／①疲労骨折    Stress fracture 

      ②女性アスリート   Female athlete 

      ③ホモシステイン   Homocysteine 

      ④メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素 Methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR) 

      ⑤一塩基多型   Single nucleotide polymorphism (SNP) 

平成 29 年度交付額／630,000 円 

 

研究発表／学会発表および論文投稿 

     ・学会発表（ポスターおよびショートオーラル発表） 

A Minematsu, K Yamamoto, K Matsuya, K Kono, Y Miyakoshi, T Yano, M Ota. 

Examination of risk factors related to stress fractures in female, long-distance runners. 

10th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition. Adelaide (Australia), Nov, 2017. 

     ・原著論文（論文投稿中） 

峰松明也子，松谷紀枝子，河野翔，山本かおり，関根美季，宮越雄一，矢野友啓，太田昌

子．女性長距離陸上選手における疲労骨折リスク因子の検討．臨床生理学会誌．2018 年 3

月投稿中． 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 月間走行距離が 500 km 以上、3,000 m 走にて 9 分 20±10 秒の記録を保持する競技能力の高い女性

長距離陸上選手 7 名を対象とした。MTHFR C677T の SNP 判定は被験者の唾液を用いて PCR-RFLP

法にて行った。静脈血採血は早朝空腹時に行い、血漿ホモシステインおよびペントシジン濃度測定に用

いた。骨密度および体組成測定は、DEXA 法によって行い、全身の骨塩量、骨面積、骨密度、YAM 値、

脂肪量、除脂肪量を測定した。 

 主成分分析には先行研究において骨および疲労骨折に関連すると考えられる、年齢、血漿ホモシステ

インおよびペントシジン濃度、月間走行距離、過去の疲労骨折経験、競技歴、YAM、月経の有無や MTHFR 

C677T SNP、頭部を除いた各部位の骨密度を変数として投入した。この際、頭部の骨密度は、全身で

最も高値であり、骨折への関連がないため除外した。また、頭部骨密度の影響を受ける全身骨密度も除

外し、頭部を除いた Subtotal 骨密度を総領値として用いた。各指標の比較には Mann-Whitney の U 検

定を用いた。MTHFR C677T SNP 型は、野生型（CC 型）と保有者（CT 型および TT 型）にて分類し、
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血漿ペントシジン濃度はカットオフ値を 0.035 µg/mL として、それ以上（High）の群と未満（Low）

の群に分けた。また、疲労骨折経験のありとなしに分類した。MTHFR SNP 型によるペントシジン濃

度および疲労骨折歴の傾向を Goodman-Kruskal のγ係数を用いて調査した。さらに、先行研究にて骨

質劣化因子として報告されている血漿ホモシステインとペントシジン濃度の相関解析には Pearson の

相関係数を算出した。いずれも統計的な有意水準は 5%未満とした。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 主成分分析の結果、第 1 主成分において最も係数値が大きい変数は MTHFR C677T の SNP 型であっ

た。それに続いて、左右の肋骨、脚の骨密度、そして疲労骨折歴と続いた。第 2 主成分には、血漿ホモ

システインおよびペントシジン濃度、月経の有無、腰椎骨密度および YAM が含まれた。第 3 主成分に

は、月間走行距離、年齢および競技歴という走行運動に費やした年月や量が位置していた。これらの寄

与率について、横軸を第 1 主成分、縦軸を第 2 主成分としてプロットしたとき、各部位の骨密度変数は

第 1 主成分について正の方向に位置しているものがほとんどであった。対して、MTHFR C677T SNP、

血漿ホモシステインおよびペントシジン濃度および過去の疲労骨折歴は負の方向に位置していた。 

 第 1 主成分において MTHFR C677T SNP の寄与率が最も高かったことから、対象者を SNP の有無

で分類して各変数の平均値を比較した。SNP 保有者の肋骨骨密度は野生型よりも有意に低かったが、そ

の他の部位の骨密度、血漿ホモシステインおよびペントシジン濃度に有意な差は見られなかった。 

 MTHFR C677T SNP によるペントシジン濃度および疲労骨折歴の有無の傾向を Goodman-Kruskal

のγ係数によって調査した結果、SNP 保有者や野生型よりも疲労骨折経験を有する有意な傾向がみられ

た。同様に、血漿ペントシジン濃度が High 群である有意な傾向もみられた。さらに、全対象者におけ

る血漿ホモシステインとペントシジン濃度において、有意に強い正の相関関係がみられた。 

 対象者は女性長距離陸上選手であり、下肢への大きな物理的負荷により疲労骨折を誘発しやすい環境

下でありながら、骨強度の変動を予測する手段が明確ではない。骨強度は骨密度と骨室によって規定さ

れる。骨密度は数値化することができるが、骨質に明確な指標は存在せず、骨質に関連するとされる複

数の変数が存在するのみである。骨質に関連する因子は多数報告されているもののその寄与度は報告さ

れていない。骨質に最も寄与度の大きい変数を把握することは骨強度の変動を予測する一手段となり得

る。骨強度および疲労骨折に関連する変数を投入した主成分分析において、第 1 主成分を構成する変数

で最も大きな寄与度を有していたのは MTHFR C677T SNP であった。さらに、多くの部位の骨密度が

正の符号であったのに対し、SNP および過去の疲労骨折歴は負であった。これは、骨強度および疲労骨

折に対して異なる影響力を有する可能性が示唆された。同様に、血漿ホモシステインおよびペントシジ

ン濃度についても異なる影響を有することが示唆された。 

 血漿ペントシジン濃度高値が骨折の危険因子であること、同様に、血漿ホモシステイン濃度高値が骨

折の危険因子であること。そのホモシステイン濃度は MTHFR C677T SNP 型の影響を受けるというこ

と。そして、血中のペントシジンとホモシステインは正の相関関係であること。以上のことから、MTHFR 

C677T SNP 保有者は、血漿ホモシステイン濃度が上昇しやすい。そして、上昇した血漿ホモシステイ

ン濃度はペントシジン濃度を反映している。ホモシステインおよびペントシジンの高値が骨質劣化を招

くことで疲労骨折を生じるという流れが明確になった。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 
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 本研究の問題点として次のことが挙げられる。1) 主成分分析では、重回帰分析や多重ロジスティック

回帰分析のように変数の有意性を判定することはできないため、結果の解釈は解析者の主観に頼ること

になってしまう。2) 骨密度に関連する Ca やビタミン D、また、ホモシステイン代謝に関連する葉酸、

ビタミン B6 および B12 の摂取量および血中濃度を変数として投入した場合、結果が異なる可能性があ

る。3) 対象者が少なく、検出力が弱い。以上の問題点を解決するためには、対象者を増やし、統計的検

出力をあげ、主成分分析だけではなく重回帰分析や多重ロジスティック回帰分析を行い、有意性を判定

することが必要である。また、食事による栄養素摂取量の把握および血中濃度の分析を行い、骨強度お

よび疲労骨折に関連する因子をより包括的に扱うことが必要である。 

 

 

Summary 

Stress fractures most frequently occur in cross-country/track. The incidence of stress fracture was 

higher in females than in males. For female long-distance athletes, stress fracture is a serious 

injuries. But, they are currently difficult to predict and prevent. Many factors related to bone 

strength and stress fracture have been reported. And, many reports indicated the association 

among Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), homocysteine and stress fracture. However, 

few studies have comprehensively investigated multiple factors. In addition, most participants are 

elderly women aged >50 years. Bone mineral density (BMD) and bone quality are determinants of 

bone strength, and collagen cross-linking is a determinant of bone quality. For cross-link formation, 

pentosidine, homocysteine, and single nucleotide polymorphism (SNP) in the MTHFR, which is a 

homocysteine metabolism-related enzyme, are related. This study investigated the contribution of 

bone-related factors using principal component analysis. Overall, 7 female, long-distance runners 

participated in this study. The following risk factors were evaluated: SNP in the MTHFR, plasma 

pentosidine and homocysteine levels, age, athletic career, running distance, menstrual cycles, past 

stress fracture, and bone mineral density at each site. Principal component analysis was used for 

statistical analysis. The factor with largest contribution to stress fracture risk within the first 

principal component was SNP in the MTHFR. There was no significant difference in BMD at 

various sites in SNP type. Hetero and homozygous had higher pentosidine levels than wild type (p 

for trend = 0.001). Similarly, past stress fracture experience also showed a significant tendency (p 

for trend = 0.001). SNP in the MTHFR is a risk factor for stress fractures. It is necessary to study 

multiple factors rather than a single factor. When considering bone strength, BMD and SNP in the 

MTHFR are significant factors. For female long-distance athletes, determining SNP in the MTHFR 

is the first step in prevention of stress fracture. This study has the following limitations. 1) 

Principal component analysis cannot determine significance. And, interpretation of principal 

component analysis differs among analyst. 2) We have not investigated nutrient intake and its 

blood concentration. 3) The study has few participants. In the future study, it is necessary to 

increase the number of subjects and to investigate nutrient intake and its blood concentration. By 

doing so, it becomes possible to judge significance by statistical analys 
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研究経過および成果の概要 

日本人の大学生は世界的に睡眠時間、睡眠の質ともに低いことが報告されている。大学生にとって睡

眠時間や睡眠の質が低下することは、肥満、死亡リスク、心疾患に加え、抑うつ状態や不安障害といっ

た精神疾患と関連することが報告されている。さらに、日常的に運動をする者にとっては、注意力や集

中力、競技パフォーマンスを低下させることが報告されている。そこで、本研究では睡眠の質の改善に

向け、一般大学生、大学生アスリートを対象に食生活面から検討することを目的とした。 

1. 研究方法 

研究 1「大学生における睡眠時刻に関連する遺伝子の一塩基多型と食生活との関連」 

対象者：一般大学生 44 名 

研究デザイン：横断研究 

調査 項目：一 般特性、生 活習慣に 関する質問 票 （ MEQ （ Morningness-Eveningness  

Questionnaire）、CES-D（The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)、

STAI(State-Trait Anxiety Inventory)、DEBQ（Dutch Eating Behavior Questionnaire ））、食生活に

関する質問票（自記式食事歴訪質問票（DHQ））、睡眠関連遺伝子（period3、circadian locomotor output 



105 

 

cycles kaput） 

 

解析方法：自記式食事歴法質問票から求めた食事バランスガイドの遵守得点¶（以下、食事バランスス

コア）を中央値で群分けし（High 群、Low 群）、一般特性、生活習慣に関する項目、食事摂取量、睡眠

関連遺伝子の多型を比較した。 

 

研究 2「一般大学生における主観的睡眠の質と食生活との関連」 

対象者：一般大学生 160 名 

研究デザイン：横断研究 

調査項目：一般特性、生活習慣に関する質問票（PSQI（Pittsburgh Sleep Quality Index）、 

MEQ、CES-D、STAI 、DEBQ）、食生活に関する質問票（自記式食事歴訪質問票） 

統計解析方法：自記式食事歴法質問票から求めた食事バランススコアによって 3 分位に群分けし（T1

群、T2 群、T3 群）、単変量解析では一般特性、生活習慣に関する項目、主観的睡眠、食事摂取量の比

較を、多変量解析では、睡眠の質の良否を従属変数、食事バランススコア 3 分位を独立変数とした多重

ロジスティック回帰分析を行った。食事バランススコアは、食事歴法質問票から得られた値を用い、主

食・副菜・主菜・牛乳および乳製品・果物・総エネルギー摂取量・菓子および嗜好飲料の各摂取量を、

食事バランスガイドの遵守状況によって 10 点満点で評価し、70 点満点の食事バランススコアを算出し

た。 

¶食事バランスガイドの遵守得点・・・食事バランスガイドに沿って食事を摂っているか得点化を行う

方法。下記が得点化方法の開発論文である「Kurotani.K, Akter.S, Kashino.I （2016） Quality of diet 

and mortality among Japanese men and women: Japan Public Health Center based prospective 

study. BMJ 325: 1-11」 

 

研究 3「大学生アスリートにおける主観的睡眠の質と食生活との関連」 

対象者：一般大学生 160 名、大学生アスリート 286 名 

研究デザイン：横断研究 

調査項目：一般特性、生活習慣に関する質問票（PSQI（Pittsburgh Sleep Quality Index）、 

MEQ、CES-D、STAI 、DEBQ）、食生活に関する質問票（自記式食事歴訪質問票） 

統計解析方法：先行研究で開発されている食事バランススコアをベースに、個人の推定エネルギー必要

量（基礎代謝量×身体活動量）を反映した新たな食事バランススコアの遵守得点（以下、改良版食事バ

ランススコア）の開発を行った。妥当性の確認には、大学生全体、また、層別解析により一般大学生と

大学生アスリートを抽出し、従属変数に栄養素等摂取量および食品群別摂取量を、改良版食事バランス

スコアおよび食事バランススコアの連続数を独立変数とした重回帰分析を行った。その後、大学生アス

リート 283 名を対象とし、改良版食事バランススコア 3 分位を独立変数（T1 群、T2 群、T3 群）、PSQI

スコアを従属変数とした傾向性の検定を行い、多様でバランスの良い食事と睡眠の質との関連を検討し

た。 
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2．研究経過および成果の概要 

研究 1  

総エネルギー摂取量、栄養素等摂取量と食事バランススコアは有意な関連がみられなかった （p > 

0.05）。食品群別摂取量では High 群は Low 群に比べての果実類、乳・乳製品摂取量が有意に高値を示

した（p < 0.05）。また、High 群の週末の起床時刻、就寝時刻は Low 群に比べて有意に低値を示し、 睡

眠時間は有意に長かった（p < 0.05）。さらに High 群は Low 群に比べて MEQ score が有意に高値を示

し、朝型指向性を示した（p < 0.05）。一方、Per3VNTR や Clock3111T/C の遺伝子多型は食事バラン

ススコアとの間に有意な関連は見られなかった（p > 0.05）。 

 

研究 2  

調整変数を投入した多変量モデルにおいて、食事バランススコア T1 群に対して、T2 群、T3 群のオ

ッズ比（95%信頼区間）はそれぞれ 0.52（0.19—1.38）、0.32（0.15—0.88）であり、食事バランススコア

と睡眠の質との間に有意な関連がみられた（p for trend = 0.042）。  

    

研究 3 

 新たに開発した改良版食事バランススコアと栄養素等摂取量および食品群別摂取量の関連を検討し

た重回帰分析では、大学生全体、層別解析による一般大学生、大学生アスリートにおいて調整変数を投

入した場合にも、複数の栄養素、食品群において有意な関連があった（p < 0.05）。続いて、大学生アス

リートを対象とした研究では改良版食事バランススコアと PSQI スコアとの関連では、全ての競技種目

で有意な関連は見られなかった（p > 0.05）。 

 

3． 今後の研究における課題または問題点 

 本研究の研究 1、2、3 は一般大学生と大学生アスリートというそれぞれ限られた集団であるため、対

象集団を広げて再検討する必要がある。また、睡眠時刻に関連する遺伝子の一塩基多型と食生活には関

連が無かったことから、研究 2 と 3 では、睡眠時刻の後退と関連のある睡眠の質と食生活との関連を検

討し、大学生でその関連が明らかとなった。しかし、結果は横断的に食生活と睡眠の質との関連がある

ことを示した結果であることから、現段階では因果関係は解明できていない。従って、横断的研究や介

入研究を経て、バランスの良い食事が睡眠の質の向上に対する効果と、それに関わる因子を解明する必

要がある。 

 

Summary 

 Food group intakes have been associated with quality of sleep and  

morningness-eveningness, which also can be associated with genetic polymorphisms in circadian 

clock-related genes such as period3 (per3) and circadian locomotor output cycles kaput (clock).  The 

aim of our study was to elucidate the association between dietary quality, morningness-eveningness, 

and distribution of polymorphisms in per3 and clock, and quality of sleep.  Forty-four healthy 

college students as research 1, one hundred sixteen healthy college students as research 2, one 

hundred sixteen healthy college students and two hundred eighteen six healthy college athletes as 

research 3 completed a questionnaire that included demographic characteristics, dietary intakes 
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over the previous 1 month, the Pittsburgh Sleep Quality Index, and the Morningness-Eveningness 

Questionnaire (MEQ).  Saliva samples were obtained to assess polymorphisms in per3 VNTR and 

clock 3111T/C SNP.  Dietary quality was based on the adherence to the Japanese Food Guide 

Spinning Top (food guide score, 0 - 70 points), which consists of grain, vegetable, fish and meat 

dishes, milk and milk products, fruits, total energy, snacks, and alcoholic beverages.  A higher 

score reflects a higher variety of food.  In research 1, participants were separated into two groups 

(High group, Low group) according to the median food guide score (40 points) to compare each 

variable.  The food guide scores in the high and low group were 34.8±5.3 and 47.2±5.6 points, 

respectively.  Sleep duration and the MEQ score in the high group were significantly lower and 

higher than those in the low group, respectively.  Morningness-eveningness was significantly 

associated with adherence to the Japanese Food Guide Spinning Top, though polymorphisms in 

per3 VNTR and clock 3111T/C Single Nucleotide Polymorphism (SNP) were not.  In research 2, 

participants were separated into three groups (T1 group, T2 group, T3 group) according to the three 

quartiles food guide score to compare each variable.  Simple and multivariate logistic regression 

analyses were performed with habitual sleep status and food guide adherence scores as dependent 

and independent variables, respectively.  Lower adherence scores were significantly associated 

with poorer habitual sleep in multivariate-adjusted models.  In research 3, participants were 

separated into three groups (T1 group, T2 group, T3 group) according to the three quartiles food 

guide score to compare each variable.  Food guide score was significant association between 

nutrients and food groups in college students and college athletes (p < 0.05).  There were no 

association between the improved food guide score and PSQI score in all the sports events of college 

students (p > 0.05).  Habitual consumption of a well-balanced diet may be associated with good 

sleep quality in Japanese college students.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


