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各務支考の文芸観研究―仮名碑の謎文を軸として― 

Literary Theory of Shiko Kagami 

Focusing on Riddles in Inscription of “Kanahi” 

     

研究代表者 金子 はな（文学研究科国文学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①仮名詩  Japanese Poetry that uses Rhetoric of Chinese Poetry 

            ②各務支考 Shiko Kagami 

      ③文学論  Literary Theory 

        ④謎文   Riddle 

      ⑤松尾芭蕉 Basho Matsuo 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・双林寺仮名碑銘の価値（仮題）、俳文学会東京研究例会、平成 28 年 9 月予定 

(2)論文発表 

・双林寺仮名碑銘の価値（仮題）、『連歌俳諧研究』132 号、平成 28 年 2 月予定 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

本研究の目的は、芭蕉の門弟・各務支考の建碑事業の背後にある文芸観と、その文学史的意義を明ら

かにすることにある。本研究において注目する「仮名碑」（美濃派文献には「芭蕉翁碑」「芭蕉庵石碑」

とあるが、本報告では通例に従ってこう呼ぶ）は、支考が芭蕉の 17 回忌にあたる宝永 7 年（1710）に

京都東山の双林寺に建てた芭蕉の顕彰碑である。支考はこの碑銘に、彼独自の「仮名詩」の形式によっ

て芭蕉の経歴を記し、その文中に謎かけ（字謎・理謎）を用いて「俳諧元祖芭蕉庵」の七字を隠した。

これは支考自身が「漢ニハ曹娥ガ碑ニ倣ヘリ。仮名ノ碑文ハ此銘ヲ以テ本朝ノ始ト云ベキナリ」（『和漢

文操』）と述べているように、和漢の文芸形式を強く意識したものである。こうした芭蕉顕彰のあり方

は、技巧的な表現を排する芭蕉晩年の俳諧観とは趣を異にするが、彼自身が創始した仮名詩や、その背

景にある俳文制作の姿勢にも深く関連しており、支考の文芸観を知る上で重要である。 

本研究の具体的な段階は、①仮名碑に関連する一次資料の収集、②先行研究の収集・整理、③各研究

分野における仮名碑文の位置づけの検討に大きく分かれる。今年度とくに重点を置いたのは、未翻刻資

料を中心とする文献調査と俳諧史跡の実地踏査、また支考の俳文観とその継承の実態を知るための基礎

的な検討材料の収集と整理である。まず前者については、仮名碑に関する資料の多くを所蔵する天理大

学附属天理図書館における 2 度の文献調査と、仮名碑が現存する双林寺（現京都市東山区）の実地踏査

を行った。後者については、仮名詩に関する先行研究および支考が自身の俳諧（俳文）に対する考えを

述べた資料を収集し、整理を行った。 
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２．研究経過および成果の概要 

 天理図書館での調査を経てとくに重要と判断された文献は、『碑銘秘註』（整理番号：わ 93―12）お

よび『雙林寺碑銘註昼錦抄』（整理番号：わ 180―74、いずれも綿屋文庫蔵本）である。双方とも仮名

碑銘に関する詳細な注を有しており、碑文の内容を読み解くうえで不可欠の資料であるが、従来全体の

翻刻はなく、前者がわずかに石川廣氏の「支考の仮名碑「謎」の解―『碑銘秘註』による―」（『俳文学

研究』第 14 号、1990 年 10 月）において言及されているのみである。このような現状を受けて、まず

は両書の翻刻及び内容の把握が必要と考え、文献複写と本文の分析を行った。上記の作業から判明した

両書の概要は以下のとおりである。 

 まず『碑銘秘註』は、支考が仮名碑の建立経緯と碑銘の注釈を記して双林寺に奉納した巻子本の写し

と考えられるもので、冊子体に製本されている。編者は佯死後の支考が、自らの弟子として名乗った変

名「渡白狂」名義であり、跋文の年記は正徳 3 年（1713）である（原巻子本は『思文閣古書資料目録』

206 号（2008 年）に「支考自筆 芭蕉庵石碑銘秘註」として掲載されたものがそれと考えられるが、現

時点では所在不明）。写本の筆者は不明だが、文中で碑銘の一部を誤って記していること、筆跡も支考

のものとは開きがあることから、支考自筆である可能性は極めて低いと判断される。 

 また『雙林寺碑銘註昼錦抄』は、上記の碑銘と注解を引用したうえで、寛政 2 年（1790）に紀伊の俳

人塊亭（風悟）が仮名碑に倣って双林寺に建立した「梅花仏碑」に関して、風悟の門弟である田八悟が

『碑銘秘註』と同様の注を施し、同年に刊行したものである。この梅花仏碑の銘にも仮名詩の謎文が含

まれており、注によればその解は「正風二祖梅花佛」であるという（梅花仏は支考の別号）。支考の仮

名碑建碑から約 80 年を経て、しかも地方俳人の手によってこのような事業がなされたのは注目すべき

事実といえるが、その背景としては、芭蕉 100 回忌を 3 年後に控えた蕉風復興運動の高まりがあり、本

来であればこれを主導するはずの京墨直し連中（美濃派の一派、再和坊朧庵の系統）の活動が、朧庵の

死後衰退傾向にあったことが認められるであろう。 

なお仮名碑銘の注解そのものは『碑銘秘註』『雙林寺碑銘註昼錦抄』の双方に収録されているが、両

者を校合した結果、後者は前者に比して誤脱や文意不通の箇所が多く、前者のほうがより支考注の原型

をとどめていると判断した。内容面では、『論語』『字彙』等の漢籍や漢詩の知識を用いつつ、これらを

枕詞・五音相通・三十一句の構成・謎文といった様々な和歌的要素と融合し、新たに「俳諧の筆格」を

立てたものであるとの主張がみえる。これは、支考が『本朝文鑑』（享保 2・1717 年序）や『新撰大和

詞』（享保 6・1721 年刊）『和漢文藻』（享保 12・1727 年刊）において展開した仮名詩の方法論に極め

て近いものであり、しかも時期的にはこれらに先んじる点で特に重要と考えられる。したがって、先行

研究においてほとんど注目されてこなかった双林寺の仮名碑銘は、仮名詩の試みの嚆矢であり、その要

点を含むという意味において、支考の文芸観研究に大いに寄与するものと考えられる。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 計画調書提出時点では、謎文に関する資料の収集、近世碑に関する調査・研究、中国の碑と謎かけの

文化の関連性の検討など、より広い範囲に目配りをする予定であったが、基本資料の収集と整理に時間

を要したため、現時点ではこれらの問題点に関する調査が不足している。今後は上記の課題にも積極的

に取り組みたい。 
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Summary 

The purpose of this study is to reveal the literary view of Kagami Shiko in erecting "Kanahi" and 

its significance in literary history. "Kanahi" was erected to honor Basho in Sorinji temple in Kyoto 

in 1710, and this monument extant in that place. Shiko wrote a history of Basho by the form of a 

"kanashi"(仮名詩, Japanese Poetry that uses Rhetoric of Chinese Poetry), and hid seven characters 

of "俳諧元祖芭蕉庵"(Basho as a pioneer of haiku) with riddles in this inscription. Way of these Basho 

honoring has a different personality from haiku view of Basho to avoid artful expression. However, 

this is deeply related to the attitude of prose with a poetic haiku flavor production which is in the 

background with the "kanashi" he founder, it is important to know the literary theory of Shiko. 

Major activities in this year's study are researches of handwriting old books on the monument 

and collecting papers about shiko’s view of prose with a poetic haiku flavor. Through investigations 

in Tenri library, “Himei Hichu”(碑銘秘註,Secret Annotation of Inscription) and “Chukinsho”(昼錦抄, 

A Part of the Brocade at Noon) is determined to be a particularly important literature. These books 

include a commentary of the inscription, which is an essential material in helping decipher the 

contents of the inscription. Under such circumstances, first, I transformed the handwritten text in 

these books into modern character to grasp the contents and analyze text. Through these works, it 

was found to be as follows. 

"Himei Hichu" is a book that copy the contents of the scroll, which is dedicated to the Sorinji by 

Shiko in 1713, the content is a description of the building history and the inscription of the 

"Kanahi". Currently, the whereabouts of the scroll and the book’s scribe is unknown, but 

handwriting of the book is different from it of Shiko. “Chukinsho” is a book that quotes description 

of the inscription from "Himei Hichu", and explains about “Baikabutsuhi”(梅花仏碑,Monument to 

honor Shiko) . “Baikabutsuhi” is erected by Kaitei Hugo(塊亭風悟) in Sorinji 1790, and editor of 

“Chukinsho” is Den Hachigo(田八悟); Kaitei’s disciple. The inscription of this monument include 

Kanashi Riddles other than "Kanahi".  

The inscription of "kanashi" is notable material as that was written in early stage among the 

books reflecting Siko’s idea of "kanashi". Henceforth, I wish to study this inscription from the 

diverse point of view. 
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外国人集住地域におけるエスニック・チャーチの展開過程に関する実証的研

究 

An Empirical Research on Development Process of Ethnic Church in a Highly Concentrated 

Community of Foreign Residents 

     

研究代表者 荻 翔一（社会学研究科社会学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①エスニック・チャーチ Ethnic Church 

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

      ③在日コリアン  Old Korean immigrants 

        ④韓国系ニューカマー New Korean immigrants 

 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／(1)論文投稿 

・荻翔一、「韓国系キリスト教会における国際結婚夫婦の信仰」『次世代人文社会研究』

12 号、日韓次世代学術フォーラム、平成 28 年 3 月 

・荻翔一、「韓国系キリスト教会におけるエスニシティの多様化と組織的変容―新旧の

コリアンの民族関係を中心に―」『宗教と社会』22 号、「宗教と社会」学会、平成 28

年 6 月刊行予定 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

在日コリアンが関わるキリスト教会（以下、韓国系キリスト教会）を対象に、その展開過程

を明らかにすることを目的として、本研究を進めてきた。その際、信者の構成がどのように変

容し、教会の存続にどのように影響するのか、教会の展開に際し生じる内部のコンフリクトは

いかなる形態で、どのようにそれが「解決」されるのかという点に注目し、地域間比較を行っ

た。 

本研究の方法として、文献調査、インタビュー調査、参与観察法を併用した。具体的な調査

対象としては、東京都荒川区の大韓イエス教東京福音教会（以下、東京福音教会）、大阪府大

阪市生野区の在日大韓基督教大阪教会（以下、大阪教会）を選定した。その他参考として、調

査対象の近隣の教会にも調査を行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

   東京福音教会および大阪教会での参与観察の結果から、1980 年代以降の教会内の変容が、

それ以降から現在にかけての教会のあり方を大きく規定していることがわかったため、対象と
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なる時期を絞った調査を進めていった。その結果の概要は次のとおりである。 

 

①：東京福音教会は、1960～70 年代に停滞気味だった礼拝出席者数が、1980 年代以降に急増

したこと、その時期を境に教会の宗教的プログラムの変質がみられるようになった。その背景

には、オールドカマーである在日コリアンが中心となる教会に、1980 年代以降、出稼ぎなど

で来日した韓国系ニューカマーが大量に流入したことがあげられる。東京福音教会では、在日

コリアンと韓国系ニューカマーが混在するようになったことによって、信者の言語・文化的な

性質が多様化し、宗教的ニーズの競合から両者のエスニシティが顕在化し、しばしば牧師の辞

任などをともなう対立が生じた。しかし 2008 年以降、リーマン・ショックや東日本大震災に

よって流動的な信者層が教会を離れていく中で、日本に定住する意思のある人 （々日本定住層）

が注目された。その結果、新旧のコリアンが日本語で行う宗教的プログラムを必要とすること

で一致したため、両者のエスニシティが潜在化した。 

②：日本定住層への布教に焦点を当てるようになった 2008 年以降の東京福音教会では、特に

日本人男性と韓国系ニューカマー女性の国際結婚夫婦が教会活動に積極的に参与する存在と

して台頭してきた。その背景には、国際結婚夫婦に対する教会への定着を促す信仰成長のため

の宗教的プログラムが、周辺的な参与に留まっていた夫を中核的な信者へと成長させるととも

に、信仰熱心な妻を「クリスチャンの先輩」と認識させるようになり、夫婦間に信仰上の上下

関係を形成させ、両者が信仰深化の契機となったことがあげられる。だが一方で、教会への帰

属意識は必ずしも形成されず、教会内で問題が生じた際には、夫婦がともに教会を離れた。 

③：大阪教会でも 1980 年代以降、韓国系ニューカマーの流入を背景として礼拝出席者数が増

加する一方で、新旧のコリアンのエスニシティが顕在化し、コンフリクトが生じた。東京福音

教会ではその結果、しばしば牧師の辞任やそれにともなう信者の流出があったが、大阪教会で

はそれがみられなかった。その背景には、教団立か単立かという存立構造の違いが関係してい

ると考えられる。なぜなら、単立教会である東京福音教会では、自前の教会という意識が強く、

対立が深刻化しても他の教会や組織の介入がないのに対して、教団立である大阪教会では在日

大韓基督教団やそこに所属する他の韓国系キリスト教会との関係があるため、対立の深刻化は

未然に防がれるか、深刻化した場合は介入されることが推察できるからである。 

以上から、本研究の成果として、調査対象とした韓国系キリスト教会における 1980 年代以

降の展開過程には、韓国系ニューカマーの流入が大きな影響を与えていることが明らかとなっ

た。そして新旧のコリアン間で生じたそれぞれのエスニシティに基づくコンフリクトの「解決」

には、教会の存立構造を反映した他教会（教団）との関係が影響しうることが考えられる。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

   今後の課題として、朝鮮（韓国）社会におけるキリスト教受容の歴史的推移を踏まえた展開

過程の分析を行う必要がある。これによって、新旧のコリアン間に生じたエスニシティの差異

の背景がより深く検討できると考えられる。 

また、今回は現在の韓国系キリスト教会における状況を規定していた 1980 年代以降に注目

してきたが、それ以前（戦前から戦後にかけて）の展開過程も分析する必要があるだろう。1980

年代以降の韓国系キリスト教会における韓国系ニューカマーの流入は、単なる教会規模の拡大
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を意味するだけではなく、コンフリクトの「解決」の様相に注目したとき、教会の存立構造の

違いを強調させる結果となった。こうした背景の異なる信者の流入は程度こそ異なるが、戦後

においても、「密航者」や在日コリアンの配偶者としての日本人の流入、二世の台頭などでた

びたび生じてきたといえる。よって、本研究で明らかにした 1980 年代以降の韓国系キリスト

教会の展開過程は、上記した戦前から戦後にかけてのそれと比較することで、より多角的な考

察ができるといえる。 

 

Summary 

This study considers active Christian churches in Japan operated mainly by people 

originally from the Korean Peninsula (Korean Churches in Japan) and explains the 

development process. In particular, this study focuses on the following three points, was 

the inter-regional comparison. 

1. Transformation of believer configuration and church maintenance 

2. Form of church conflict 

3. "Resolution" of the conflict way 

The method of this study is literature research, interviews, and participant observation. 

The subject of this study is Tokyo Evangelical Church in Arakawa and Osaka Korean 

Church in Ikuno. 

The results of the survey are as follows. At the Church, the subject of this study, the 

linguistic and cultural characteristics of the followers have diversified since the 1980s due 

to the mix of old and new Korean immigrants. The situation became apparent through the 

conflicts of religious needs at the church. The “solution” of this conflict may be affect 

relationship of other Korean Churches in Japan to reflect the existence structure of the 

church. 

A future issue of this study is multilaterally to examine the phenomenon of diversified 

since the 1980s due to the mix of old and new Korean immigrants more multifaceted. For 

this purpose, it is necessary to analyze the following two points. 

Ⅰ.Historical development of Christianity acceptance in Korean society 

Ⅱ.Development process of the Korean Churches in Japan from before World War II to after 

World War II. 
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感情持続に関する研究～AREA モデルの再検討～ 

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

 

研究代表者 金子迪大 （社会学研究科社会学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①情動持続       Duration of emotion 

            ②AREA モデル   AREA model 

      ③ネガティブ感情 Negative emotion 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／(1)学会発表（ポスター発表） 

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

duration of negative emotional experience. 31st International Congress of Psychology, July, 

Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan. （発表予定） 

・ 金子迪大・尾崎由佳（2016）「日本語版 Brief Mood Introspection Scale 開発の試み」、『日

本感情心理学会 第 24 回大会』、2016 年 6 月 19 日、筑波、筑波大学（発表予定） 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 先行研究で、不確実性が情動を持続させることが主張されてきた(Wilson and Gilbert, 2008, for 

review)。Wilson らは、情動を持続させる要因は他にも存在するが、他のどの要因よりも不確実性

が高いことが最も情動を長く持続させると主張している。そこで 2 つの研究を行った。ひとつは不

確実性がネガティブ情動を持続させるかを確認すること（研究１）、もうひとつは今後の研究の基

礎として感情尺度の日本語版を作成すること（研究２）である。 

 

【研究 1】不確実性がネガティブ情動の持続に及ぼす影響（方法） 

 不確実性が何よりも情動を持続させるか否かを確かめるために、先行研究で情動を持続させるこ

とが確認されている重要性の効果と比較する形で実験を行った。 

手続きは先行研究（金子・堀毛、under review）に則り以下の通りであった。参加者は、実験は

能力検査と日用品のアンケートの，別々の 2 つの調査で構成されていると教示された。参加者は最

初に偽の能力検査に回答したが，どの能力を測定するかを冒頭では伝えられず，代わりに 6 つの能

力を自己にとって重要な順に並び替えた。6 つの能力とは，「初対面の人と打ち解ける能力」，「動物

になつかれる能力」，「ホームシックにならない能力」，「危機管理能力」，「プレゼン能力」，「整理整

頓する能力」であった。その後いくつかの質問に回答し，ネガティブな能力検査結果がフィードバ

ックされた。その際，どの能力について測定されたかを教示された。この教示内容は，参加者がラ

ンダムに割り当てられた 3 つの条件に応じて異なっていた。不確実条件の参加者は，最初に並び替

えた 6 つの能力のうちいずれかの能力を測定されたことを教示されたが，どの能力を測定されたか
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は実験の最後に教えると伝えられた。重要条件の参加者は最初に並び替えた 6 つの能力のうち，自

分が 1 番重要だと評定した能力を測定されたと教示された。非重要条件の参加者は自分が 1 番重要

でないと評定した能力を測定されたと教示された。操作終了後，操作チェック項目および情動状態

に関する質問に回答し（測定 1），フィラー課題として日用品に関するアンケートに 5 分間取り組ん

だ。その後再び情動状態に関する質問に回答し（測定 2），併せて能力検査結果にどの程度注意を向

けたかを回答した。 

 

【研究 2】日本語版 Brief Mood Introspection Scale 開発（方法） 

 感情には感情価と喚起水準があると言われている。これらの違いは感情の持続を捉えるうえで、感情

価が持続しているのか喚起水準が持続しているのかを分けて検討することが必要である事を示す。これ

らを測定するものとして Brief Mood Introspection Scale (BMIS)がある(Mayer and Gaschke, 1988)。

本研究では BMIS 日本語版の作成を試みた。日本語訳を作成し 20 歳から 59 歳の男女 516 人にネット

上で回答してもらった。 

 

 

２．研究経過および成果の概要 

【研究 1】不確実性がネガティブ情動の持続に及ぼす影響（結果） 

 実験の結果、不確実条件の参加者は重要条件と非重要条件の参加者に比べて、ネガティブ情動の持続

に違いが見られなかった。具体的には測定 1 と測定 2 で各条件で感情経験に差が見られなかった。この

結果はポジティブ情動の持続を検討した先行研究（金子・堀毛、under review）の結果と異なる。先行

研究では不確実条件の参加者と重要条件の参加者のポジティブ情動経験が重要条件の参加者の情動経

験よりも持続した。本研究と先行研究の実験手続きの違いは感情喚起刺激のみであるので、この違いは

ポジティブ情動とネガティブ情動の質の違いに還元される。つまり、不確実なポジティブ経験は重要で

はないポジティブ経験によりも情動を持続させるが、不確実なネガティブ経験は重要あるいは重要では

ないネガティブ経験よりも情動を持続させない。 

 

【研究 2】日本語版 Brief Mood Introspection Scale 開発（結果） 

因子分析の結果、感情価については先行研究と同様の因子が再現されたが、喚起水準については再現

されなかった。具体的には、先行研究では喚起水準の因子負荷量が正のものと負のものがあったが、本

研究では因子負荷量が全て正であった。ただし、先行研究で因子負荷量が負の項目において比較的因子

負荷量が低かったという結果は見られた。この結果を解釈するに、喚起水準の因子として観察されたも

のが、喚起水準のみならず「情動経験である」という意味合いも含んでいるのかもしれない。 

 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 研究 1 において、不確実性はネガティブ情動を持続させなかった。この結果は先行研究と一致してい

ないように見えるが、Wilson らの一連の実験においてもポジティブ情動のみ検討されており、ネガテ

ィブ情動については検討されていない。従ってこれまでの研究結果と不整合というわけではない。この

ポジティブ情動とネガティブ情動間の不一致の理由を検討するのが今後の課題である。ひとつの可能性
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として考えられるのは、情動を持続させるのが不確実性ではなく不確実性によって喚起された情報探索

動機であるというものである。実際、調査研究において、不確実性ではなく情報探索動機が情動を持続

させており、ポジティブ情動においては不確実性が高いほど情報探索動機が高まり、その結果情動が持

続するというパスが確認されているが、ネガティブ情動においては検討されたが確認されなかった

(Kaneko, Ozaki, Horike, under review)。 

 研究 2 において、喚起水準について先行研究と同様の因子構造が観察されなかったことは、今後の課

題と言える。この問題を解決するために、先行研究と同様に大学生サンプルを使用する、および日本語

訳を再度見直し調整する。 

 

 

Summary 

  In the previous study, uncertainty is shown to prolong the duration of emotional experience 

(Wilson and Gilbert, 2008, for review). According to them, although there are some predictors 

prolonging the duration of emotion, they claim that uncertainty is the strongest predictor. To 

investigate the claim, I conducted two studies. One is to test whether uncertainty prolongs negative 

emotion (study 1), and the other is to translate an emotion scale into Japanese for the future 

research (study 2). 

  In the study 1, to test whether uncertainty, rather than any other predictors, prologs the duration 

of negative emotion, I conducted an experiment comparing with the effect of importance which is 

kwon to prolog the duration of emotion in previous studies. The procedure was based on the 

previous study (Kaneko and Horike, under review) except for the emotion manipulation. While the 

previous study introduced positive emotion, the present study introduced negative emotion. The 

participants first rearranged 6 abilities in accordance with their importance. Then they answered 

some questions and received negative feedback. After the emotion manipulation, in the uncertain 

condition, the participants learned that they would be told what ability, which was one of the 6 

abilities, was measured after the end of the experiment. In the important and unimportant ability 

conditions, the participants learned that important ability or unimportant ability was measured, 

respectively. After the uncertainty manipulation, they rated emotion items based on their present 

emotional feelings (time 1 measurement), worked on a filler task for 5 minutes, and rated the same 

emotion items again (time 2 measurement). The results showed that those in the uncertainty 

condition, compared with those in the important and unimportant ability conditions, did not 

experienced longer negative emotion. The results seem to be incongruent with the previous studies. 

However, because previous studies tested effect of uncertainty only for positive emotion, the results 

are not incongruent. Rather the results can be interpreted by the difference in the nature of positive 

and negative emotions. In the future research, it is needed to be investigated why the uncertainty 

effect differs in the positive and negative emotions.  

In the study 2, I translated Brief Mood Introspection Scale (BMIS, Mayer and Gaschke, 1988) 

into Japanese. Emotion has two aspects (i.e. valence and arousal) and BMIS can measure the both 

aspects. To investigate the duration of emotional experience more closely, both aspects should be 
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taken into consideration. I translated items into Japanese and the non-student participants 

answered them on the Internet. The age of the participants ranges from 20 to 59. The factor 

analysis produced two factors: one of which indicates valence and it is consistent with the previous 

study. The other factor, however, did not replicate the previous study. In the previous study, 

although the second factor indicates arousal and factor loading ranged from positive to negative 

value, in the present study all items loaded on the second factor positively. In the future research, I 

will translate the original items again and conduct the research again. 
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日本におけるジェンダーの促進的/抑制的規範と地位・結婚との関係性の検討  

Investigation for how prescriptive or proscriptive gender rules link to status and marriage 

 

     

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 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①ジェンダー    Gender 

            ②ステレオタイプ  Stereotypes 

      ③結婚       Marriage 

        ④地位       Status 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／(1)学会発表 

The 18th annual convention in Society for Personality and Social Psychology 

（2017 年 1 月予定） 

(2)学術誌投稿 

  (平成 28 年度予定) 

 

研究経過および成果の概要  

  

１．研究方法 

  ジェンダー・ステレオタイプには強い規範的側面があるが、それは両性それぞれがどうあるべ

きか（促進的規範）またはどうあるべきではないか（抑制的規範）を規定することで計 4 つの規範

に分類することが可能である。本研究では 2 種類の調査を実施することにより、それら 4 つのジェ

ンダー規範と結婚特性との関連性を検証した。1 つ目の調査は、日本社会における 4 つのジェンダ

ー規範がそれぞれどのような特性を反映しているのかを明らかにするために、もう 1 種類の調査は

４つのジェンダー規範の結婚特性を調べるために、それぞれ実施された。これら 2 種類の調査の実

施に先立ち、大学生を対象とした予備調査によって、男性または女性の在り方と関連が強いと考え

られる性格特性語が 70 語選定された。その後、70 あるそれらの特性語を用い、社会人を対象にオ

ンライン調査を実施した。調査内容は本研究者が作成し、調査実施のみをウェブ調査会社へ委託し

た。対象者の居住地域（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）の人口比に合わせ、年齢層（25 歳〜

34 歳、35 歳〜44 歳、45 歳〜54 歳、55 歳〜64 歳）と性別に関して割付し、計 764 名から回答を

得た。１つ目の調査では、各特性語に対し、日本社会において成人男性が持つことが望ましいとさ

れる程度、同じく、成人女性が持つことが望ましいとされる程度、そのいずれかを参加者は 9 件尺

度で評定するよう求められた。2 つ目の調査では、既婚男性、既婚女性、独身男性、独身女性の 4

つのうちいずれか 1 つに関する質問が各参加者に与えられ、参加者はその対象に関して、各特性語

がどの程度特徴的であるかを 9 件尺度で評定するよう求められた。 
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２．研究経過および成果の概要 

  まず、1 つ目の調査の結果、日本社会における 4 つのジェンダー規範がそれぞれどのような特

性を反映しているのかが示された。促進的男性ジェンダー規範特性として該当した特性は全て、作

動性を反映していたが、抑制的男性ジェンダー規範特性としては脆弱性あるいは作動性の欠如を反

映する特性と、過干渉あるいはネガティブな共同性を反映する特性の 2 タイプが該当した。一方、

抑制的女性ジェンダー規範特性としては主に支配性を反映する特性が該当した。さらに、促進的女

性ジェンダー規範特性としては、主に繊細さを反映する特性が該当し、アメリカでの先行研究結果

と異なり、共同性を反映する特性が含まれなかった。これは、本研究者が以前に大学生を対象に日

本で調査した研究でも同様であり、改めて、日本では、女性に対して特別に、共同性が望まれてい

るわけではない（むしろ男性に対しても十分な共同性が望まれている）ことが示された。 

  2 つ目の調査から得られたデータを用いて、各ジェンダー規範特性語と結婚特性との重なりを

確認した結果、4 つのジェンダー規範はそれぞれ結婚特性の観点でも異なる特徴を示した。まず、

促進的男性ジェンダー規範特性は、男性が既婚である場合に特徴的である特性と一致していたが、

女性の結婚特性に関しては中立的であった。対照的に、促進的女性ジェンダー規範特性は、女性が

既婚である場合に特徴的である特性と一致していたが、男性の結婚特性に関しては中立的であった。

また、興味深いことに、抑制的女性ジェンダー規範特性は、男性の結婚特性に関してだけでなく、

女性の結婚特性に関しても中立的で、結婚状況と関係性がないことが示唆された。さらに、抑制的

男性ジェンダー規範特性については、少々複雑で、脆弱性を反映した特性は、男性が独身である場

合に特徴的とされる特性と一致したが、女性の結婚特性の点では中立的であった。その一方、過干

渉を反映した特性は、今度は男性の結婚特性の点で中立的であり、女性が既婚である場合に特徴的

とされる特性と一致していた。 

 

３．今後の研究における課題・展望 

  ジェンダー・ステレオタイプの逸脱者に対するバックラッシュを考慮すると、ジェンダー・ス

テレオタイプの規範的側面を今後も複数の視点から検証することは重要である。先行研究は、抑制

的女性ジェンダー規範が高地位と結びついていることを踏まえ、女性逸脱者がジェンダー・ヒエラ

ルキーを崩壊させる存在として知覚されるプロセスがバックラッシュの動機に潜むことを示して

いる。しかし本研究では、抑制的女性ジェンダー規範は結婚と関係がなく、むしろ、地位に関して

は中立的とされていた促進的女性ジェンダー規範こそが結婚特性を反映していることが示された。

これらの結果は、維持したい対象がジェンダー・ヒエラルキーか結婚制度かによって、人々が女性

逸脱者にバックラッシュを及ぼすプロセスが異なりうることを示唆する。本研究で得られた知見を

さらに広げ、バックラッシュが生じるプロセスを、結婚制度の維持という視点から実証的に検証す

ることが今後必要であると考えられる。 

 

 

Summary 

 

Gender stereotypes are highly prescriptive. More precisely, they are comprised of four sets of 
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rules: prescriptive rules dictating how men and women should behave and proscriptive rules 

delineating how women and men should not behave. Recent studies have demonstrated how 

these gender rules are aligned with status. But how do they operate in a marital context? In the 

present research, two types of online surveys were conducted to examine the overlap between 

four gender rules and marital status in Japanese society.  

The first survey is to clarify what characteristics constitute each of four gender rules. 

The other is to find out the marital characteristics for each of the four rules. Prior to these 

surveys, a preliminary survey was conducted to create a list of traits. A total of 70 traits were 

selected. Using these 70 traits, the surveys were conducted among 746 adults aged 25 to 64. In 

Study 1, one of two surveys was administered to participants to determine where each trait fell 

on a prescriptive–proscriptive continuum for men or women. In Study 2, one of four surveys 

was administered to participants to determine the extent to which each trait was characteristic 

of married or unmarried men or women. 

Study 1 showed that male prescriptions reflected agency in general, but male 

proscriptions were constituted by those reflecting weakness and meddlesomeness. On the other 

hand, female proscriptions reflected dominancy and female prescriptions reflected delicacy. 

Study 2 showed that most male prescriptions were linked to married men more than their 

unmarried counterparts, but most of them were neutral concerning female wedlock status. By 

contrast, most female prescriptions were linked to married more than unmarried women; 

however, all of them were neutral concerning male wedlock status. Interestingly, all female 

proscriptions were neutral not only for male wedlock status but also for the female one. 

Concerning male proscriptions, the results were a little complicated. Male meddlesomeness 

proscriptions were linked to married more than unmarried women, but all of them were neutral 

for male wedlock status. However, male weakness proscriptions were linked to unmarried more 

than married men, while most of them were neutral for female wedlock status. This study 

showed how the four gender rules, especially for females, are aligned with marriage differently 

from status.  

These findings suggest that the processes of negative reactions towards gender 

stereotype deviants (i.e., backlash) may be affected by whether people’s motivations for them 

are defending the social hierarchy or the institution of marriage. Regarding the next step, 

empirical research is required to test the phenomena. 
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重複障害の児童生徒を対象とした特別支援学校における施設計画 

The school planning for special needs education for students with profound multiple disabilities 

     

研究代表者 鈴木 孝明（福祉社会デザイン研究科人間環境デザイン専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①特別支援学校 School for Needs Education 

            ②学校施設計画  School Facilities Planning 

      ③医療的ケア  Care with Medical Treatment 

        ④全国アンケート調査 Nationwide Questionnaire Survey 

      ⑤施設改修  Facility Improvement   

      ⑥教員対応  Teacher’s Cope 

平成 27 年度交付額／547,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・鈴木孝明,菅原麻衣子：医療的ケアを必要とする児童生徒からみた特別支援学校の施設 

整備課題：日本建築学会学術講演会(査読なし)：2016 年 8 月予定 

・菅原麻衣子,鈴木孝明：医療的ケアを必要とする児童生徒の教育環境整備課題：日本建

築学会計画系論文集(査読あり)：2016 年度中の掲載を目標に執筆中 

(2)その他 

・全国の肢体不自由教育部門を有する特別支援学校 281 校他への研究成果報告書の

E-mail・Fax・郵送による送付：2016 年 3 月 

・全国特別支援学校肢体不自由教育校長会研究会での口頭発表会：2016 年 5 月(予定) 

 

研究経過および成果の概要 

１．研究方法 

 重複障害の児童生徒の施設環境へのニーズは、児童生徒の障害特性や体調等により多岐にわたる。

本研究では、中でも医療的ケアの必要な児童生徒（以下、医ケア児生）に焦点を当てている。医ケ

ア児生の施設環境の課題を網羅的に捉えるために、全国アンケート調査を実施した。調査対象は、

肢体不自由部門を有する全特別支援学校 281 校とした。そのため、調査対象には知的障害・視覚

障害・聴覚障害・病弱といった部門を併置している学校も含まれる。なお、アンケート票の送付を

2015 年 9 月とし、回収は 10 月とした。 

 設問項目は、施設環境の問題点を把握するために複数の設問を設けた。まず、施設改修・修繕の

有無と改修・修繕の理由、およびその評価を捉えた。改修・修繕の評価を把握することでその妥当

性の判断をし、評価が悪い内容については、後に新たな問題が表出した、或いは改修・修繕が上手

く機能しなかったものと理解し、現状どのような問題が生じているのかを捉えた。次に、施設環境

に問題があるものの改修・修繕に至っていない内容を把握する設問を設けた。施設環境に問題があ

り、それに対して教員の対応の有無を基本に設問を分岐させている。教員対応が難しい内容に関し
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ては、ハード面で対処することが望ましい内容と理解できる。加えて、現状で教員が対処している

ものの、本来であればハード面で対処することを望んでいる内容についても設問を設けた。最後に、

施設環境に問題があるが、教員による対応でよいと考えている内容を捉えた。 

 アンケート調査と並行して個別訪問調査も実施した。訪問校は東京都立光明、熊本県立熊本かが

やきの森、山梨県立甲府、和歌山県立紀伊コスモス、山口県立周南総合、秋田県立秋田きらりであ

る。これらの学校は、回収されたアンケートの中でも記入内容の多い、もしくは教員・看護師が独

自の考えを持っていると推察された学校である。個別事例調査では、副校長や学年主任、看護師に

ご協力いただき、教員対処の具体的な内容や施設環境のあり方について聞き取りを行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 アンケート票は 160/281 校(56.9％)の回答を得た。そのうち回答内容は、冷暖房設備、医ケアコ

ーナー、室・空間の面積、教室配置・移動、室・空間の有無、水道・給湯設備、湿度・空気清浄等

が多い。空間そのものに関する課題から、設備面に関する課題まで挙がり、教員対処の内容として

はコーナー設置や移動の円滑化等に関する内容が挙がった。また、これら課題の場所は通常教室が

最も多く、他には特別教室(専科教室・多目的室・体育館・プール)、医ケア室・保健室、ランチル

ームに回答が集まった。特に通常教室では、室の数から面積まで、くわえて冷暖房や水道などの設

備面まで多様な課題が挙げられた。回答の理由箇所を分析すると、通常教室では学習・生活機能に

加えて経管、吸引、オムツ交換が行われるため、スペース不足や設備へ要求が集中したことが分か

る。 

次に、施設環境の課題を医ケア種別の傾向でみると、経管と吸引に特徴がみられた。まず、全医ケ

アに共通する内容として、冷暖房、水道、室がない点が施設対応で求められた。教員対処で良い内

容では、各室のホコリ対策・空気清浄器の使用、医ケア全般・吸引・経管・排泄関連のコーナー設

置が挙げられる。経管に関する課題は、ランチルームと通常教室で回答の割合が高い。通常教室で

は、ポット等を使用しているが給湯設備の設置が望ましい点が挙げられる。経管は使用する道具の

種類が多く、加えて注入時間が予め決まっているため準備コーナーが設けられている。ランチルー

ムでは、室が狭い・動線が混線する、経管の児童生徒のみ別室処置が挙げられる。吸引に関する教

員対応で良い内容は、「看護師が巡回し児童生徒は移動せずに即座に処置する」や「ワゴン等で必

要物品を持ち運ぶ」が多い。これは児童生徒の体調や気温・湿度により、痰の詰り具合や粘度が異

なるため、安全面から即時の吸引が必須なためである。課題としては、通常教室・特別教室にコン

セント口が不足しており、吸引器の電源確保が難しい点が挙げられた。 

 医ケア室の設置状況は各校で異なり、室がない、室を設けても狭く混み合う、遠い点が課題とし

て捉えられた。医ケア室や通常教室に経管コーナーを設置する学校もみられ、注入場所も医ケア室

に限らず教育的観点からランチルームとする学校もあり、医ケア室の機能が定まっていない。個別

訪問した事例でも医ケア室の使われ方や給食時の経管の児童生徒の居場所等が統一されていなか

った。今後は施設の計画設計時に、学校属性を踏まえた空間機能を設定し、それに応じ面積・配置・

設備の検討や、コーナー設置による医ケア機能の分散化と連動し計画する必要がある。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 肢体不自由特別支援学校は養護学校義務化の際に集中して整備されており、今後一斉に改修・修
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繕が生じる。本研究では、医ケア児生のニーズを把握し施設計画を考察したが、建築設計者につい

ても考察を深めることが必要である。 

 

Summary 

The purpose of this paper is to discuss about the subjects of educational environment for special 

needs education. Study subjects were physical disabilities special needs schools to medical care 

students enrolled. Medical care includes aspiration of sputum and tubal feeding infusion. Survey 

method, a questionnaire survey was conducted and the Interview research. Implementation status 

of the questionnaire survey is to obtain a answer of distributes to 160 schools in 281 schools (56.9%). 

Interview survey, carried out in a total of six schools of Komei special needs school and Kumamoto 

Kagayaki-Mori special needs school, Kohu special needs school, and Kii-Cosmos special needs 

school and Shunan special needs school and Akita-Kirari, were interviewed of opinion from nurses 

and teachers 

 In the questionnaire survey, on issues of the facility environment, captured in the following five 

categories. 1) Facility improvement or repairs goes well. 2) Facility improvement or repair did not 

work out. 3) Issues that can not be deal by teachers. 4) Issues teachers, but are dealing, we want to 

facility correspondence. 5) Can by teachers to deal. 

 The results of the questionnaire survey, mentioned many answers to the following content. air 

conditioning and heating, make of medical care corner, room size, room location, the presence or 

absence of rooms, water and hot-water supply equipment, humidity control and air purifier. And, 

issues of location, classroom, medical care room, specialized room, lunch room. 

 The following is a consideration in view to these issues. 

 1) In addition to the education and daily activities in classrooms, it was found that the aspiration 

of sputum, tubal feeding infusion, diaper exchange are taking place. Teachers are thought objects of 

area of the classrooms, and lack of air conditioning and hot water supply equipment on the grounds 

that many of these acts are carried out. 

 2) The installation situation of the medical care room has not been uniform across the country. In 

addition, not uniform in the nation about where to spend the lunch and the treatment location of 

medical care. First future, in conjunction with the installation of medical care corner, it is important 

to carry out the plane plan. 
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ＡＣＴ導入後の時系列に見た家族の変化とその要因 

Change and factors of family seen in the time series after ACT introduction 

 

研究代表者 佐川まこと（福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻） 

 

Ⅰ．研究期間／平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 

Ⅱ.キーワード ①リカバリー  Recovery 

②ＡＣＴ    Assertive Community Treatment 

③家族支援   family support 

④統合失調症  schizophrenia   

 

Ⅲ. 平成２７年度交付額／４８３，０００円 

 

Ⅳ.研究発表  

・日本社会福祉学会関東地域部会研究誌『社会福祉学評論』に投稿予定。 

平成２８年６月投稿、９月掲載可否判定。 

 

Ⅴ.研究経過および成果の概要   

１． 研究方法 

研究の目的は、ＡＣＴを利用した家族、当事者、ＡＣＴの３者の変化を時系列に調査し、家族の心

的態度と当事者、家族、ＡＣＴの３者の関係がどの様に変化するのか、そしてその変化の構造的要因

は何かを明らかにすることである。研究方法は、質的データ分析法でコードマトリックス方式を採用。

６人のＡＣＴを利用している家族に２回のインタビューを実施した。第１回はＡＣＴ利用して約１年

前後の時、２回目は１回目から１年から２年経過後に行った。インタビュー期間は２０１２年１０月

から２０１５年１２月。今回の助成は、そのうちの２０１５年４月から２０１６年３月までに実施し

た２回目のインタビュー調査、分析を中心に活用させていただいた。  

２．研究経過および成果の概要 

筆者は修士論文「ＡＣＴ導入における家族の変化とその要因」で、ＡＣＴの家族支援に関する研究

を行い、ＡＣＴ利用９家族、ＡＣＴを利用しない４家族、ＡＣＴのスタッフ３名に質的調査を行った。

その結果、ＡＣＴ利用の９名の家族全員がＡＣＴを利用した結果「気が楽になり、精神的負担感が軽

減した」と答え、全員にプラスの心的変化が生じていることが明らかになり、ＡＣＴにおける家族支

援の有効性を確認することができた。そのコア要因は、家族と当事者とＡＣＴの３者が一緒に行動、

一緒に考え、成功と失敗を繰り返しながらお互いが成長する安心・信頼の関係であることが示唆され

た。 

この関係性によって生じた家族のプラスの心的変化は、必ずしも当事者の症状に囚われないことも

明らかになった。以上これまでの研究成果を踏まえ、今回の研究目的は上記で示した通り、時系列に

家族の心的態度と３者の関係の変化を調査し、その構造的要因は何かを明らかにすることである。こ



 

30 

 

の研究が今後の家族支援の一助となれば幸いである。 

まず、６人のインタビューは１０のカテゴリーに分けて聞取り調査を行い、その中で１回目と２回

目の変化の比較分析を行った。さらにそのカテゴリーを【支援を必要とする当事者の生活】、【３者の

関係性の構築】、【家族、当事者の社会的関係】【家族の心的態度】の４つグループに分け３者の関係

の分析を行った。 

その結果の考察は次の通りである。 

第１に、３者の関係で特徴的変化を示したのは、家族と当事者の変化の関係である。支援する、支

援される関係からお互いに心を開き、ごく普通の対等な人と人との関係への変化である。  

こうした変化は６人中４人に見られた。他人に言えぬ苦しみの後に獲得した自己肯定と、相手を１

人の人間として認め、受け入れる受容が双方に生じたと思われる。 

第２に、家族の心的態度の変化であり、家族の将来への不安の解消である。その変化とは、家族が

親亡き後の不安を解消し、家族として、今できる事をやれば良いという心境になっていくことである。

ＡＣＴに繋がる前、当事者のケアに追われる家族にとって、親亡き後の不安は多くの家族の悩みであ

り、当事者もそのことについて口にする人が多い。しかしＡＣＴに繋がり、いざという時に「任せら

れる」という信頼関係が構築された後、その関係が家族の心的態度に決定的な変化をもたらすことは

上記の通りである。「ＡＣＴの支援を受けている家族は親亡き後は何とかなるでしょうと安心感を持

てるようになる」（三品１））のである。 

第３に第１、第２の変化を生み出した要因であると同時に、それはＡＣＴにおける家族支援の独自

性とは何かということである。既存の精神障害者へのサービス及び情報は分断された状態で存在して

おり、特に重篤な精神障がいを持っている当事者、家族にとって有効なサービスに結びつくまでのハ

ードルは高い。今日まで、こうした状況の下で多くは、家族が当事者の立場で情報とサービスを求め

て来たのが現実である。今回明らかになったことは、ＡＣＴが家族・当事者の立場に主体的に関わる

ことで、その情報とサービスを一体的、総合的に把握し、当事者と家族が必要としているサービスを

当事者、家族に繋げ、又は自らがそのサービスを提供しているということである。ある家族はこうし

た状況を「ＡＣＴがいつでも対応してくれ、その場で的確なアドバイスをもらえるのが大変便利」と

語っている。このＡＣＴの支援を受け、精神障がい者がその具体的なサービスに結びつく過程は、生

活困難者について岡村 2）が指摘する社会福祉の固有の視点と一致するものである。当事者、家族がＡ

ＣＴの支援を受けることで、３者が情報を共有し、共に歩む関係を確立し、家族が当事者と心を開い

て普通の人と人との関係を取戻し、さらに親亡き後の不安から解放され、家族本来の生活を取り戻す

プロセスは家族のリカバリーと言えるであろう。  

３．今後の研究における課題または問題点 

今回は６家族から家族の側からの視点をもとに、調査・研究を行った。今後は、ＡＣＴ側からの視

点をもとに具体的なサービス内容について、全国のＡＣＴスタッフにアンケート調査、聞取り調査を

行い、利用者に対するＡＣＴの側からの家族支援の更なるエビデンスを得ることが必要である。さら

に、ＡＣＴは現在の日本において、重篤な精神障がい者に対して極めて濃厚なサービス提供するアウ

トリーチである。ＡＣＴが日本に誕生して１０年以上になるが、現在、全国で２８ヶ所（ＡＣＴ全国

ネットワーク２０１５年）であり、今後急速に広まるには、まだ課題が多いのが現実である。したが

って、ＡＣＴが日本の地域の精神保健福祉医療の中、ケアマネジメントとしてどの様に位置づけられ、

今後社会的認知をどう得ていくのか、その現実的な見通しについての考察が必要である。 
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 １）三品桂子『包括型地域生活支援』学術出版会２０１３．ｐ３８３ 

 ２）岡村重夫『社会福祉原論』全国社会福祉協議会１９８３．ｐ６８－７０ 

 

Summary 

＜日本語＞ 

ＡＣＴを利用した６人の家族に時系列にインタビュー（１回目の２～３年後に２回目）を行い、家族

の心的態度の変化について調査した。その結果、次のことが明らかになった。第１に、当事者と家族の

関係が支援する人とされる人の関係からお互いが心を開いて認め合い、対等な普通の人と人との関係に

変化した例が見られた。第２に、多くの家族が親亡き後の不安が解消し、将来に対して深刻に考えなく

てよいと思えるようになったと答えている。第３に、ＡＣＴの家族支援の独自性である。ＡＣＴが当事

者、家族の立場に主体的に関わることで、情報とサービスを一体的、総合的に把握し、当事者、家族に

必要なサービスを繋げられることである。ある家族は「困った時、電話で相談するが、ＡＣＴはいつで

も対応して、迅速に適格なアドバイスをくれ、大変便利だ」と話している。家族の不安が解消し、当事

者と家族が心を開き、お互いを受け入れる関係が生まれることは、家族のリカバリーといえる。 

 

＜英語＞ 

The changes in mental attitudes of six families using the Assertive Community Treatment 

program were evaluated by several temporally spaced interviews. The second interview took place 2 

- 3 years after the first. The results suggested the following: first there were changes in the 

relationship between patients and their families coming to mutually accept each other as equals in 

ordinary people to people relations, and not as patients to be supported and the family to provide 

the support. Second, many in the families were relieved from actively considering the future and 

from anxiety about the situation after a parent’s death. Third is the uniqueness of the family 

support of the ACT.  The ACT understands the information and the services needed by the patient 

assisted by ACT integrally and comprehensively and takes the initiative to ensure contact between 

necessary service providers and other parties and the family. When in trouble, the family is able to 

consult the ACT on the phone. Families express gratitude to ACT as it always provides accurate 

and helpful advice. When family anxieties are resolved and the relationship between the service 

providing party and the family is established it becomes possible to relate simply to each other, and 

it may be concluded that the family becomes able to recover. 
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土砂災害抑止に向けた土壌の隙間・性状と流れの関係 

Investigation for the infiltration flow in a soil of relation between void and surface texture for 

restraint of the sediment disaster 

     

研究代表者 豊田 睦（理工学研究科 生体医工学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード ①浸透流 Infiltration flow 

            ②土壌  Soil 

      ③親水性 Hydrophilicity 

        ④撥水性 Hydrophobicity 

      ⑤接触角 Surface tension  

平成 27 年度交付額／436,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・豊田 睦，窪田 佳寛，望月 修「土の性状と浸透の関係」日本機械学会年次大会 2015 

平成 27 年 9 月 

・豊田 睦，窪田 佳寛，望月 修「曲率をもつ壁面と液滴の干渉」可視化情報学会全

国講演会(2015 京都) 

平成 27 年 10 月 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法  

本研究では土壌モデルにおいてどのように水が浸透するのか明らかにすることを目的とす

る．土壌に浸み込む水には形状だけでなく，性状も重要である．これまでの結果から，粒子の

大きさを変えることにより浸透への影響が明らかになった．そこで本実験では実際に使われて

いる土の表面性状に合わせることでより土の性状を模擬して実験をする． 

 

 土の表面性状と流れの関係 

 土粒子の表面の性状による浸透への影響について明らかにする．実験にはガラスビーズ

を使用し二次元土譲モデルを作成する．表面の性状は接触角により評価し，撥水性，親水

性に着目する．ガラス表面を撥水コーティングすると液滴は球形を保ち接触角が大きくな

る．逆に親水コーティングすると液滴の接触角は小さくなる．その接触角θ を変化させた

ガラスビーズを用いてモデルを作成する．このモデルにマイクロポンプを使用し一定流量

に保ちながら，粒子間へ連続的に送水する．接触角の違いによる水の挙動を画像解析によ

り明らかにする．間隙に保持される水には表面張力と鉛直下向きに作用する重力の二つの

力が作用する．これより，送水した量と間隙に作用する力のつり合いから性状の影響を明

らかにする． 
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 粒子一粒と液滴の関係 

 上記の実験では土壌モデルにおける粒子間隙と流れへの影響を調べる．しかし，土粒子一粒

が持つ性質により土壌全体への性質が変わる可能性がある．そこで，本実験は土粒子一粒が及

ぼす液滴への影響に着目する．壁面の影響を取り除くためにガラスビーズ一粒をピアノ線に固

定して行う．ビーズの粒子径は実際の土粒子の大きさとする．粒子径は db=0.5，1.3，2.0，

6.0，12.0 ㎜の 5 種類と水平なガラス板を含めた 6 種類で実験を行った．粒子上端からマイク

ロポンプを使用し一滴のみ滴下する．液滴の運動は高速なため，ハイスピードカメラ(Vision 

Research Inc.,Miro4)を用い撮影する．これにより，粒子一粒が持つ流れへの影響を調べる． 

 

これら形状，性状の結果を総合的に考察し土壌における表面張力と重力の関係から浸透流れ

を明らかにする． 

 

２．研究経過および成果の概要 

 土の表面性状と流れの関係 

同一粒子径の土譲モデルにおいて接触角を変

化させたときの流れを観察した．実験開始から

20 分後の様子を Fig.1 に示す． 4 種類のモデル

で流れ方を比較してみると，接触角 θ＝8°のとき

鉛直下向きに浸透する速度は，θ=30°のときより

1.4 倍速かった．また，θ＝95°以上の接触角をも

つときモデル内において浸透が見られなかった．

そこで，粒子間に保水される水に働く力を考える． 

隙間に保持される液滴には，表面張力と重力の 2 つの力のみ働く．表面張力は粒子表面の接触角

から決定する．以上から，接触角と重力の関係より鉛直方向下向きに浸透する条件は以下となる． 

 

ここで，ρ を流体密度，V を粒子間に保持される流体の体積，g を重力加速度，σ を表面張力，

S を隙間における濡れ淵の長さとする．この式から接触角 θ<85°の場合，液体が土譲モデルに浸

透するという結果になった．可視化実験の結果と比較してみても同様の結果が得られた．また，

接触角 θ＝8°のとき θ＝30°と比較すると，鉛直下向きに働く力が約 1.2 倍強く働いていることが

わかる．そのため，同一粒子径の土中モデルでは接触角が小さいほど鉛直下向きに働く力が大き

く，浸透速度が速いことが分かった．土砂災害は，土壌の中に雨水が浸み込み土粒子間に水が保

水される影響で地面が動き出すことが原因とされています．本実験の結果から，同一粒子径の土

壌でも，土の性状をより親水性に近づけることで，土砂災害を軽減できる可能性が示唆された． 

 

 粒子一粒と液滴の関係 

粒子一粒が持つ性質を調べるために，実験を

行った．特徴的な結果を Fig.2 に示す．液滴が

Fig.1 Effects of contact angle on infiltration 

velocity. 

Fig.2 Shape of droplet on single bead. 

The Size of (a) 0.5mm (b) 1.3mm (c) Flat plate 
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モデルに接触してから 0.05 秒後の様子である．

Figure 2 から粒子径 db =0.5 mm の場合， 

粒子が液滴を支えきれていないことが分かる．粒

子径が db≥ 1.3 mm の場合，粒子の上に液滴が静

止した．これは言い換えると，粒子径と液滴径の

比が db / dw ≥ 0.57 の場合，液滴が粒子の上に静止

することが出来ると言える．液滴と粒子の曲率の

比と液滴の濡れぶちの長さを S としたときの関

係について Fig.3 に示す．液滴と粒子が接触して

いる部分の長さを濡れぶち長さ S とし，計測部分

については Fig.3 表中に図で示す．濡れぶち長さ S

は画像解析より液滴の濡れぶちとビーズ 

粒子の中心から成る角度より計算で求めた．Rwを液滴の曲率，Rbを粒子の曲率とした．また，得

られた結果から液滴を支えられる最大の大きさは，曲率比 Rb / Rw > 2.0 であった．これより，接

触する粒子の大きさが変わると，濡れぶち長さが変化している．また，粒子の曲率が液滴の曲率

に対し大きい場合には，濡れぶち長さは長くなり，接触角が小さくなる可能性が考えられる．こ

の結果から，曲率の変化により接触角が変化す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 

本実験では土譲モデルにおける粒子間隙と流れへの影響を調べた．実験は粒子を二枚のプレ

パラートにはさみモデルを作成して行った．そのため，浸透流を二次元的に可視化している．

そのため，実際の土壌と比較してみるとモデル内の浸透流には壁面の影響が出でくる．今後

は壁面を取り除き，三次元的な土壌モデルを作成し浸透流を可視化する必要がある． 

 

Summary  

This is the study to understand the infiltration flow in a soil from the engineering point of 

view. The objective of this study is to understand the relation among the infiltration flow in a 

soil, the size of soil particle, and the size of void in a soil. Two experiments are tested. One is 

the flow visualization in two dimensional soil model. Here, the soil is not transparent object, 

so that we developed the soil model with the glass beads and the pair of thin glass plates. 

From our previous study, we tested four different diameters of glass beads whose diameters are 

similar to those of real sand constituting a soil.  We visualized the flow by using fluorescent dye to 

investigate effects of contact angle of the glass beads on permeating velocity.  The permeating 

velocity depends on not only diameter of glass beads but also contact angle.  There exists an 

optimum diameter of glass beads which yield the maximum velocity of permeation. The 

permeating velocity in the case of hydrophilic beads is faster than that in the case of hydrophobic 

ones. These results indicate that the balance of force acting on the edge of infiltrating water is 

important. Since, we investigate the influence on the strength of hydrophilicity of soil model. The 

results of experiment show that strength of hydrophilicity relates the vertical direction of 

Fig.3 Contact angle of Droplet of Bead. 
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infiltration flow. In other words, the infiltration flow in the stronger hydrophilic soil does not 

spread in a horizontal direction. Therefore, if we want to spread the water in a soil, we need to use 

the small soil particle as the fine sand. 

The other experiment is to know the interaction between droplet and curved wall surface for 

the understanding the cause of water infiltration from the surface of ground. The glass beads 

fixed on thin glass plate uses as the surface of ground model. We are focusing on the relation 

between surface condition of body surface and curvature of single bead. The curvature makes 

the change of condition of hydrophobicity. These results show that the shape of body on the 

size of millimeters affects the change of surface condition such as hydrophobicity. 

We conclude that the flow in a soil relates surface condition and size of soil particle. These 

relate the force balance of surface tension and gravitational force. If the surface tension is 

stronger, the flow infiltrates the vertical direction. If the gravitational force is stronger, the 

flow spread to the horizontal direction. 
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異なる属種の糸状菌の混合培養による新規トリコテセンの創生、および、 

精製・同定・毒性評価 

Production, purification, identification and characterization of novel trichothecenes produced by 

utilizing biosynthetic pathways of different genera 

 

研究代表者 佐川 輝仁 （理工学研究科応用化学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日  

キーワード ①トリコテセン Trichothecene 

       ②フザリウム Fusarium 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／ポスター 

    ・佐川輝仁、佐藤弘樹、田中希望、才川翔平、木村真、安藤直子 

     「非天然型を含む各種トリコテセンとその C-3 位アセチル化体の毒性比較」日本マイコトキ

シン学会 第 77 回学術講演会、山形（2015 年 9 月） 

 

研究経過および成果の概要 

 トリコテセン系カビ毒は真核生物のタンパク質合成阻害剤であり、ヒトや動物が摂取した場合、種々

の中毒症状を引き起こすため、食の安全性を脅かす存在である。しかし、他方ではトリコテセン生産菌

の一種である Myrothecium 属菌から抽出、分離された verrucarin A 等がヒト肺がん細胞 A549 やヒト

前立腺細胞 LNCaP と DU-145 で細胞の成長を抑制するという報告がなされており、免疫抑制剤や抗が

ん剤として活用できるという可能性を秘めている物質群であるとも言える。 

 トリコテセンには多くの類縁体が存在するが、それは生合成経路の多様性によるものである。大別す

ると、Fusarium 属菌などから生産される t-type トリコテセン、Myrothecium 属菌、Spicellum 属菌、

Trichothecium 属菌などから生産される d-type トリコテセンに分類される。これらの多種多様な生合成

経路を混合して用いることで天然では存在しない新規トリコテセンを作ることが可能と考えられた。そ

こで、本実験では２つの異なる生合成経路をもつトリコテセン生産菌を利用し、新規トリコテセン創生

のための研究を行うこととした。当初は、d-type と t-type トリコテセンの生産菌を混合培養することで、

新規トリコテセン創成を目指したが、この方法では、効率的に新規トリコテセンを得ることができなか

ったため、d-type トリコテセンを生産、精製し、それを t-type トリコテセンの生合成経路に添加する

という方法をとることとした。 

 

１．研究方法 

 初めに４種の d-type トリコテセンの生産・精製を行った。Spicellum roseum JCM 8964 株

(8-deoxytrichothecin: 8-DeTCN)または Trichothecium roseum NBRC 31647 株(trichothecin:TCN)を

YS60 培地へ植菌して 4 から 7 日間 20℃、120rpm で回転培養を行った。その培養液を抽出・濃縮・精
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製して HPLC 及び LC-MS で確認と構造解析を行った。また、8-DeTCN と TCN の脱ブテニル化をお

こない、Trichodermol (TDmol)と 8-ketotrichodermol (8-ketoTDmol)の生産を試みた。毒性試験は過去

に作製したトリコテセン高感受性酵母の Saccharomyces cerevisiae の三重遺伝子破壊株(BY4742 

Δerg6Δpdr5Δrpb4)を用い、これら４種の d-type トリコテセンの毒性を比較した。 

 次に、t-type トリコテセン生産菌である F. graminearum MAFF 111233 株と F. sporotorichioides 

NBRC9955 株の Tri5 遺伝子破壊体を用い、その菌糸に、上記の d-type トリコテセンを添加した。得

られた培養液を抽出し、TLC と HPLC、LC-MS を用いて生産物の同定を試みた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 d-type トリコテセン生産実験では、一定の 8-deTCN と TCN 生産量が得られた。また、S. roseum JCM 

8964 株では、異なる培地を用いた場合、8-deTCN とは別のトリコテセンが得られた。MS/MS の結果

より、これは 8-deTCN の酸化物で、トリコテセンの A 環に２重結合が２つ共役して入っていると考え

られたが、これは全く新規のトリコテセンと思われる。現在、この新規物質については、大量精製を行

い、NMR での同定を試みている。 

 毒性試験では４種類の d-type トリコテセンを比較した。8-deTCN, TCN, TDmol, 8-keto-TDmol の半

数阻害濃度（IC50値）はそれぞれ 0.59, 0.25, 1.5, 5.0 µg/ml となった。測定結果から、ブテニル化体の

ほうが毒性は強くなっていた。C-4 位へブテニル基が付加されている場合、脱ブテニル化体に比べ疎水

性が増し、その結果、トリコテセンが細胞の生体膜を通過しやすくなったためと考えられる。 

 t-type トリコテセン生産菌への上記４種の d-type トリコテセンの添加実験では、F. graminearum の

Tri5 遺伝子破壊株からは 3 種類の代謝化合物、F. sporotorichioides Tri5 遺伝子破壊株からは 5 種類の

代謝化合物が得られた。しかし、いくつかの組み合わせでは、d-type トリコテセンの代謝が行われず、

基質のみがそのまま検出されていた。 

  

３．今後の研究における課題または問題点 

 今回の d-type トリコテセンの添加実験では、添加した d-type トリコテセンの代謝がされていないケ

ースが見られたが、これは添加条件を考慮することで、代謝が可能なのではないかと推定される。今後、

異なる属のトリコテセン生合成経路を利用して得られたトリコテセンを精査していく。さらに、大量生

産ができた場合は NMR 等によって構造の決定、また細胞を用いて MTT assay やアポトーシス誘導の

確認を行う事で生理活性の検証を詳細に行っていく予定である。 
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Summary 

Trichothecene mycotoxins are secondary metabolites of several fungi, such as F. graminearum and 

Myrothecium. They are major mycotoxins that can cause diarrhea, vomiting, and alimentary toxic 

aleukia when consumed via contaminated cereal grains. Although trichothecenes have emerged as a 

significant threat to food and feed safety, some of trichothecene such as verrucarin A are reported to 

inhibit growth of human carcinoma cell line A549, and human prostate cell lines LNCaP and 

Du-145. Thus, they are evaluated to have potentials for anti-cancer drugs. Trichothecenes are 

largely divided in to two groups, d-type trichothecenes and t-type trichothecenes, depending on the 

biosynthetic pathways. Fusarium fungi are known to produce t-type trichothecenes while 

Myrothecium, Spicellum and Trichothecium produce d-type trichothecenes. It is supposed that 

mixed incubation of d-type trichothecenes producer and t-type trichothecenes producer results in 

production of novel trichothecenes which are never naturally-occurring, and might be potentially 

useful for drug development. In our study, instead of mixed incubation of d-type and t-type 

trichothecene producers, in which biosynthesis and metabolism of trichothecenes were too 

complicated to follow, we produced and purified d-type trichothecenes and then added each to 

micelle of t-type trichothecene producers, F. graminearum or F. sporotrichioides. 

  We incubated Spicellum roseum JCM 8964 which produce 8-deoxytrichothecin (8-DeTCN), and  

Trichothecium roseum NBRC 31647 which trichothecin (TCN). Both 8-DeTCN and TCN were 

produced in a large amount (>100 mg), and we further produced trichodermol (TDmol) and 

8-ketotrichodermol (8-ketoTDmol) by alkali treatment of 8-DeTCN and TNC, respectively. 

Inhibitory effect of cell growth was examined using Saccharomyces cerevisiae BY4742 

Δerg6Δpdr5Δrpb4. IC50 of 4 comounds were 0.59, 0.25, 1.5 and 5.0 µg/ml for 8-deTCN, TCN, TDmol 

and 8-ketoTDmol, respectively.  

  Next, we added each d-type trichothecene to micelle solution of t-type trichothecene producer, F. 

graminearum or F. sporotrichioides. In the micelle solution of F. graminearum, three new 

metabolites were found while in that of F. sporotrichioides, five new metabolites were found. From 

their MS/MS patterns, they were estimated novel trichothecenes, and currently a large scale 

production of each compound is performed for structure identification by NMR. Furthermore, 

growth inhibition, DNA fragmentation, immunosuppression and other biological activities of these 

compounds will be examined. 
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模型実験水路と実河川での魚の挙動に関する実験的研究 

 

EXPERIMENTAL STUDY ON THE FISH BEHAVIOR 

IN THE MODEL CHANNEL AND SMALL SIZE RIVER 

     

研究代表者 菊池 裕太（理工学研究科 都市環境デザイン専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①模型実験水路 model channel 

            ②実小河川   small size river 

      ③魚の挙動   fish behavior 

      ④水制     groin 

      ⑤流速     flow velocity 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・菊池裕太，青木宗之，村野昭人，福井吉孝，村上真央，塩谷国峰：設置角度の異なる

水制近傍の流れ，第 43 回土木学会関東支部技術研究発表会，No.Ⅱ-52, 2016.3 

・菊池裕太，青木宗之，福井吉孝，村野昭人：実小河川における魚の挙動を模型実験水

路で再現する試み，第 43 回環境システム研究論文発表会，A-20, 2015.10 

・菊池裕太，青木宗之，福井吉孝：複数の水制を有する開水路における魚の遊泳行動に

ついて，土木学会第 70 回年次学術講演会，Ⅱ-122, 2015.9 

・菊池裕太，青木宗之，福井吉孝：水制を有する開水路の流れと魚の遊泳行動について，

応用力学シンポジウム，100154, 2015. 5 

(2)論文 

・菊池裕太，青木宗之，福井吉孝：水制を有する開水路の流れと魚の遊泳行動について，

土木学会論文集 A2（応用力学），Vol.71, No. 2, pp.I_747-I_756, 2015. 

・菊池裕太，青木宗之，福井吉孝，村野昭人：実小河川における魚の挙動を模型実験水

路で再現する試み，土木学会論文集 G（環境），Vol.71, No. 6, pp.II_183-II_190, 2015. 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 流れと魚の行動特性の関係に着目し，実魚を用いた挙動実験が国内で多く行われてきている．既往研

究において，矩形断面水路における魚の基本的な行動特性（走流性，側壁選好性）を得ることができて

いる．しかし，実河川と模型実験水路での挙動の比較は行われていない． 

 そこで本研究では，1)自然の流れ場（野外の開水路）での魚の挙動を簡易的に模型実験水路で再

現するための条件を明らかにし，実魚を用いた模型実験の妥当性を示すこと，2)治水機能だけでな

く，環境機能としても注目が集まっている水制近傍の流れと魚の挙動を明確にすること，を目的と
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した．そのために，自然の流れ場および模型実験水路にて魚の挙動を比較した． 

 実験では，水理実験および実魚を用いた挙動実験を行った．実魚にはウグイを用いた（平均体長

=5.9(cm)）．なお，実験時の水面付近の照度は 200±50(lx)，水温は 20±2(℃)であった． 

 実験概要を以下に示す． 

a)実小河川における魚の挙動を模型実験水路で再現する試み（実験） 

 Run1 は，水生生物が生息している大越庭園せせらぎ水路を実小河川とみなした．Run2~4 は，Run1

での魚の挙動を再現するため，模型実験水路の河床形状，断面形状等を変化させた． 

b)水制近傍の流れと魚の挙動(実験および数値解析) 

 Run5 は下流向き 45(°)，Run6 は直角，Run7 は上流向き 45(°)に模擬水制を設置した．また，流量 Q

は 2.2, 4.4, 5.5(l/s)の 3 通りとした．模擬水制は直方体（l=8(cm), b=2(cm)）とし，平水時を想定して非

越流状態とした．数値解析では，開水路中に設置された水制が作り出す詳細な流れの再現を試みた．解析

には，iRIC ソフトウェアの二次元ソルバーNays2DH を用いて水制近傍の流れの計算を行った．解析水

路は，実験水路と同様に幅 B=30(cm)，水路勾配 i=1/500 とした．このとき，x=-50~0, 200~230(cm)を

助走区間とした．なお，x, y 方向のメッシュサイズは 2(cm)とし，それぞれ 140 個，15 個のメッシュと

した．計算条件は，dt=0.0001(s)とし，流れを安定させるために計算時間は 200(s)とした．また，マニ

ングの粗度係数 n には 0.015(m-1/3s)を与えた．境界条件は，上流端および下流端に，実験より得られた

流量 Q と水深 h を与えた． 

 

２．研究経過および成果の概要 

a) 実小河川における魚の挙動を模型実験水路で再現する試み 

実小河川である Run1-1 の場合，魚は流速 5~7 (cm/s)程度の箇所を遡上した．また，魚は流速が

2 (cm/s)以下の箇所で，長時間の滞留を示す傾向にあった．なお，模型実験水路に模擬水制を設置する

こと（Run4）で，実小河川（Run1）と同様の挙動が確認できた．そのため，遡上，滞留といった魚の挙

動を模型実験水路で再現するには，現地の流速（大きさ，向き）を考慮する必要がある． 

b)水制近傍の流れと魚の挙動 

 実験では，水制の流速低減，水刎ね機能が確認できた．このとき，水制下流側に形成された流速が

（2 (cm/s)）以下の領域で，魚が滞留する傾向にあった．なお，魚が水制下流側で滞留する割合は，下

流向きに水制を設置した場合（Run5）が最も大きかった．流れの解析結果からも，流速低減，水刎ね機

能が確認できた．さらに，水制下流側に流速が 2 (cm/s)以下の領域が形成され，実験と同様の傾向を

得ることができた．この水制下流側に形成された流速が 2 (cm/s)以下の領域は，魚が滞留する流速で

あり，水制が下流向きの場合，最も滞留時間が長かった．魚の生息場としては，滞留時間が最も長かっ

た下流向きに水制を設置することが望ましいと考えられる．また，iRIC を用いることで，実験結果を概

ね再現可能であることが判った．これより，魚類行動を予測する流れのモデルとして適応可能であるこ

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 

 本研究結果をふまえ，同規模の実小河川と模型実験水路だけでなく，異なる規模においても同様の結

果が得られるか，今後検討する必要がある．さらに，水制の設置間隔や設置数等を変化させ，水制近傍

での流れと魚の遊泳行動について，より詳細な検討を行う必要がある．また，水制近傍において魚が滞
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留することを踏まえ，既往研究で提案されている魚類行動モデルを改良し，魚類の滞留時間をも考慮し

たモデルの構築に努める． 

Summary 

  The study 

 of this research is to find out a suitable model experimental condition in the model channel to 

reproduce the real characteristics of fish behavior in a small size river in where the flow usually 

is unstable. To complete them, the experiments and numerical analyses were done. In the 

experiments, to measure the hydraulic quantity and to observe the movement of real fish. The 

real fish that used is Tribolodon hakonensis for the experiments. Those average body length 

( ) were 5.9(cm). 

From observations and experiments, fish run up at the 5~7 (cm/s) velocity areas in a 

small size river. On the other hand, fish stayed at the 2 (cm/s) or less velocity areas. If groins 

set in model channel, the bending flow forms and fish move similarly in a small size river. 

Around the groins, 1) bending flow was formed by the groins, 2) low velocity areas were formed 

in the downstream of groins. As the results, fish moved upstream against the formed bending 

flow and fish stayed at the downstream of groins. 

Moreover, numerical analyses carried out by using iRIC software. As the results, the 

bending flow and flow velocity at the downstream of the groins were formed similar in the 

model channel. 
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研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

A) Synthesis of Magnetic Nano particles: FeSO4.7H2O and FeCl3.6H2O solutions were subjected to heating at 

80C temperature under N2 atmosphere. Now 12ml of 25% ammonia solution was added was kept on stirring for 

20 min. The black precipitates, which were obtained, are subjected to washing with distilled water and pH 

neutralization with dilute HCl  

B) Synthesis of Drug loaded magnetic Nano balls: Above synthesized F3O4 MNPs (5mg), drug (5mg) and 

PLGA (100mg) polymer were suspended in 2 ml ethyl acetate. The solution was kept stirring for half an hour and 

then was added slowly to 10 ml of 5% Polyvinyl alcohol (PVA) solution to form a stable emulsion. This emulsion 

was sonicated for 2 min. Now the solution was dispersed in 0.5% PVA solution. This was kept over night for 

solvent evaporation to form spherical drug loaded MNBs. Here, we plan to use single and multiple drug 

combinations where each drug will be taken as 5mg by weight. 

C) Particle characterizations studies. Particle size distribution will be analyzed using in house JEOL 7400 SEM. 

The core-shell structure of the samples was measured using transmission electrons microscope JEM-2100. Further, 

zeta potential will be measured using Malvern zeta size. We also performed X-ray Photo Electron Spectroscopy 

(XPS) to check the purity of the synthesized polymeric drug loaded magnetic nano particles. 

D) Drug Release Studies: We have developed UV based method for the quantitation of drug. Linear calibration 

curve of the drug was developed. Polymeric drug loaded MNBs were suspended in 7.4 and 4.5 pH PBS buffer 
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solution. The suspended drug solution was kept on constant stirring in 37°C. A predetermined time points sample 

was taken and UV absorbance reading were taken to quantitate the amount drug released.  

E) Magnetic hyperthermia for cancer cell: We intend to perform magnetic hyperthermia studies against cancer 

cell lines (H=18.03 kAm-1, B=166.25 a, frequency=305kHz) for 60 and 120 min. Polymeric drug loaded 

magnetic nanoparticles were added to 3.5x 10
5
 cancer cells in 1.5 ml eppendorf tubes. These tubes were kept in 

circulating water bath at 37°C and subjected to above-mentioned magnetic field for 3 hours. Later, the cell 

viability will be measured using trypan blue indicator. 

G) Cytotoxicity assay towards cancer cells:  Cancer and normal mice fibroblast cell lines were cultured in 

t-flask using RPMI and DMEM media respectively. Once the cells were grown to full confluence the cell were 

trypsinized and pelleted down. We platted both cancer and normal cell lines in 96 well plates such that each well 

consists of 5000 cells. These plates were incubated for 24 hours. Later, polymeric drug loaded magnetic nano 

particle solution was added in concentration dependent manner to both 96 well plates consisting of cancer and 

normal cell lines. The cell viability was measured after adding alamar blue indicator using plate reader at 530/580 

nm wavelengths. 

 

2. 研究経過および成果の概要 

 

Ferrous oxide (Fe3O4) magnetic nanoparticles (MNPs) are being studied for magnetic hyperthermia 

in cancer therapy. Moreover, 2-in-1 formulations consisting of drug and Fe3O4 encapsulated in FDA 

approved polymers have been extensively explored with the aim of providing synergistic action 

against variety of cancer conditions. Further, drugs targeting heat shock proteins have reached 

Phase III clinical trials against variety of cancer conditions. It is also been reported that the use of 

magnetic hyperthermia causes up regulation of heat shock protein 90 (Hsp90). Hence, single use of 

MNPs may provide sub-optimal cancer therapy. As a result, combination of MNPs and Hsp90 

inhibitors may provide possible solution to the problem of Hsp90 mediated cyto-protection to cancer 

cells. In addition Hsp90 inhibitors are water insoluble. Hence, development of a polymer 

encapsulated MNP and Hsp90 may not only help in solving the aqueous dispensable issue but also 

the synergistic activity. In this line of thinking we used (FDA approved) poly lactide-co-glycolide 

(PLGA) polymer for development of our water dispensable 2-in-1 formulation for cancer therapy. We 

have extensively reviewed publication sources about formulating this hypothesis. Our review work 

has been published in Journal of Pharmaceutical Science (2.97 impact factor), Elsevier 

Publications. 

 

1) SEM, DLS and Drug encapsulation analysis of drug loaded polymeric MNBs 

 

We have synthesized the drug loaded magnetic nanoparticles as shown in figure 1a. We observed 

that the drug and MNP encapsulated in polymeric cover and attracted by in presence of magnet. We 

have completed the characterization of our synthesized particles using SEM (Scanning electron 

microscopy) as shown in figure 1b.  It was observed that size of the particle was found to be around 
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240 nm. This goes in line with the data developed by Malvern Zetasizer. Further, the zeta-potential 

recorded for the particles were found to be around -15 mV. In order to check the encapsulation 

efficiency of the drug we used UV based method. We observed that the drug encapsulation value of 

around 70% in our drug loaded polymeric MNPs.  

 

2) TEM, XPS and VSM analysis of drug loaded polymeric MNBs 

 

Further, in order to check the encapsulation of MNP inside polymer covering we performed 

transmission electron microscopy (TEM and EDS) as shown in figure 2a and b. We can see the 

crystalline MNPs covered in polymeric cover. We also performed TEM-EDS that shows FeKa and 

FeKb peaks. This clearly shows the presence of MNPs in polymeric cover. It is important to check 

the presence of drug along with MNPs inside the polymeric cover. In addition, we also performed 

X-ray Photo electron Spectroscopy (XPS) shown in figure 3. It was observed that MNPs with 

polymeric cover showed relatively weak signals compared to pristine MNPs. This observation goes 

in line with TEM data, which shows that MNPs are encapsulated in polymeric shell.  In order to 

check the magnetic strength of the drug loaded polymeric MNBs we performed VSM analysis for 

our sample. The hysteresis loop shows that the magnetization of ±6 emu/g. Hence, we think that our 

synthesized drug loaded polymeric MNBs can be used for hyperthermia effect. 

 

3) Drug release profile and anticancer effects 

 

Our drug release profile from the drug loaded polymeric MNBs showed that there is a pH 

dependent release of drug from our nano formulations. Moreover, we were able to see that the drug 

release was more in acidic pH compared to pH 7.4. Hence, these formulations may be useful as 

cancer cell selective formulation due to acidic pH of cancer cells. In addition we saw maximum drug 

release in 10 hours.  

 

4) Cyto-toxicity and Magnetic hyperthermia of drug loaded polymeric MNBs 

We performed alamar blue-based cytotoxicity studies for our synthesized drug loaded polymeric 

MNBs. We were able to see a concentration dependent cytotoxic effect against cancer cells with 

respect to mice fibroblast cells. Moreover, we also found that after treating the cells under magnetic 

field for 3hrs sharply reduced viability. We believe that use of the drug along with magnetic 

hyperthermia may provide an added advantage in caner therapy. 

 

 

Figure 1(a) Hsp90 inhibitor loaded polymeric magnetic nano particles (b) Scanning Electron 

Microscopy (SEM) images of synthesized polymer coated Hsp90 inhibitor and MNP loaded 

therapeutic magnetic Nano balls (particle size ranging from 500 to 200 nm) 
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Figure 2: (a) TEM image of our nanoparticles showing MNP encapsulated in polymer and (b) 

TEM-EDX spectra for the sample 

 

Figure 3: XPS analysis of drug loaded magnetic nano particles in comparison to Fe3O4 as control. It 

shows Fe, nitrogen (N), oxygen (O) and carbon (C) peaks. It shows that the Fe signal is low showing 

that may Fe is encapsulated in side polymer shell. 
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Figure 4: Magnetic strength of synthesized drug loaded magnetic nanoparticles. 

 

 

 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

There were no issues or problems with our studies. We believe that our drug loaded polymeric 

formulation can be further can be tested under in vivo conditions for understanding the 

pharmacokinetics, maximum tolerated dose and anticancer effect in mice model. We have already 

got sanction for the continuation of this project for making the work with two drugs and coating it 

with AS1411 anti-nucleolin aptamer. 

 

Summary 

It is been known that Hsp90 plays a crucial role in rendering cyto-protection to cancer cells under 

stress conditions. Drugs targeting Hsp90 have been extensively explored in clinical trials. Our drug 

loaded polymeric MNBs is a water dispensable formulation for cancer therapy that gives an 

alternative over the classical DMSO formulation of the drug. Further, our formulation can render 

cyto-toxic effect due to the Hsp90 inhibitor co-encapsulated with magnetic nanoparticles. Also, our 

nano formulation exhibits magnetic property. Hence, the magnetic hyperthermia effect of our nano 

formulation can aid in the anticancer effect of Hsp90 inhibitor and vice versa. We have already 

prepared manuscript for this work and we are in process of submitting it to high impact 

international journal. In addition, we also plan to present our finding in an international conference. 

In addition, we have received continuation grant for next consecutive academic year for making the 

present construct more targeted towards cancers by adding one more drug and coating the 

formulation with AS1411 aptamer.  
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防成分としての有効性の検討」，第 27 回ビタミン E 研究会，P-5，香川，2016 年 1 月 

      ・河野翔，山田和佳奈，石塚綾，太田昌子，矢野友啓．「骨芽細胞培養系を用いたアナト

ー由来トコトリエノールの骨質改善作用の検討」，日本ビタミン学会第 68 回大会，1-I-9，

富山，2016 年 6 月（予定） 

 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

骨質維持に有効な新規サプリメント成分として，ビタミン E の一種であり，強力な抗酸化作用とそ

の抗酸化作用に依存しない多様な薬理作用を持つことが知られている δ-Tocotrienol （ δ-T3 ）に着目

し，δ-T3 を多く含むアナトー由来の Tocotrienol-Rich Fraction （ TRF ）を用いて骨芽細胞における

リジルオキシダーゼ（ LOX ）発現への影響を in vitro で評価し，骨質劣化を特徴とする女子長距離

陸上選手の疲労骨折予防成分としての有効性を検証した。 

細胞株には，骨芽細胞モデルとして利用されており，LOX 発現が抑制されている系であるヒト骨肉

腫由来 MG-63 細胞株を使用した。この MG-63 細胞株の LOX 発現抑制機構を明らかにするために，

LOX 発現の抑制に関与していることが報告されている DNA メチル基転移酵素（ DNMTs ）及び 

Janus kinase （ JAK ）の阻害剤を使用し，LOX mRNA 発現の変化を解析した。 

TRF の影響を見るにあたっては，細胞毒性を示さない薬理的濃度範囲を決定するために，MG-63 の

細胞生存活性に対する影響を WST-1 法を用いて評価し，これによって得られた TRF の薬理的濃度範

囲下において，MG-63 の LOX mRNA 発現及びタンパク発現に対する影響を RT-real time PCR 法，

Westernblot 法を用いてそれぞれ評価した。続いて，TRF の LOX 発現への作用機序を明らかにする

ため，MG-63 における DNMTs 及び JAK 発現に対する TRF の影響を検証した。DNMTs に関し

ては，DNMT1，DNMT3A，DNMT3B の 3 種類に対して，その mRNA 発現の変化を解析した。一

方，JAK に関しては，JAK1 及び JAK2 の 2 種類をターゲットにし，TRF の影響をタンパク発現レ

ベルで検証した。また，JAK のリン酸化活性に対する影響は，免疫沈降法を用いて解析した。 

さらなる検証として，DNMTs の転写促進因子であり，かつ JAK2 の下流に存在すると報告されて

いる Friend leukemia virus integration 1 （ Fli1 ）の mRNA 発現に対する影響を検証し，DNMTs 

と JAK の関係性を明らかにした。 

 

2. 研究経過および成果の概要 

MG-63 における LOX 発現抑制機構を明らかにするために，DNMTs の阻害剤として Zebularine 

を，JAK の阻害剤として AG490 を処理し， LOX mRNA 発現への影響を検証した。その結果，いず

れにおいても LOX mRNA 発現は投与量依存的に増加した。このことから，MG-63 では， JAK シグ

ナル系の活性化及び DNA のメチル化によって LOX 発現が抑制されていることが明らかになった。 

一方，MG-63 における TRF の薬理的濃度範囲を決定するために， TRF を 0, 2.5, 5, 10, 20 µg/ml 

の濃度で 24 時間及び 48 時間処理し，細胞生存活性に対する影響を評価したところ，両処理時間にお

いて TRF 20 µg/ml 処理群ではコントロール群（ 0 µg/ml 処理群；Co ）と比較して細胞生存活性が

有意に減少した。また，48 時間処理群では TRF 10 µg/ml 処理群においても有意に減少した。この結

果から，TRF 10 µg/ml 以下，かつ 24 時間以内での処理であれば細胞毒性の影響を受けずに各シグナ

ル分子の発現を評価できると推察した。この結果に基づき，TRF 0, 5, 10 µg/ml の 3 つの濃度別に 

LOX mRNA 発現に対する影響を検証した。その結果，TRF 10 µg/ml 処理群では Co と比較して有意

な増加が見られた。また，タンパク発現レベルにおいても同様の結果が得られたことから，遺伝子発現

だけではなく酵素活性といった機能面でも TRF が有効に働く可能性が示唆された。 

続いて，TRF の LOX 発現増加作用の作用機序を明らかにするために，LOX の発現抑制への関与が

示唆された DNMTs 及び JAK に対する TRF の効果を検証した。DNMTs においては DNA メチル
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化活性を持つとされている DNMT1, DNMT3A, DNMT3B の 3 つに対する影響を検証した。その結果，

TRF （ 10 µg/ml ）は DNMT3A, 3B に対して抑制効果を示し，DNMT1 に対しては効果を示さなか

った。DNMT3A, 3B は新規の DNA メチル化酵素として知られているため，TRF は LOX 遺伝子の

新規のメチル化を阻害することによってその発現を増加させることが推察された。一方，JAK に関し

て，JAK1 及び JAK2 に対する影響を検証したところ，JAK2 のみ，そのタンパク発現は TRF （ 10 

µg/ml ）によって抑制された。また，JAK2 の活性化に対しても同様の傾向を示したことから，TRF は 

JAK2 の活性化も抑制することが明らかになった。さらに，DNMTs の転写促進因子である Fli1 発現

への影響も検証したところ，DNMT3A，3B や JAK2 同様に TRF 10 µg/ml 処理群においてその 

mRNA 発現は Co と比較して有意に減少した。 

以上の結果から，TRF は JAK2 の活性化を抑制し，それに伴う Fli1 発現の減少及び DNA のメチ

ル化阻害を介して LOX 発現を増加させることが明らかになった。このことから，TRF は LOX 発現

の増加を介したコラーゲン架橋の維持・増加作用により，骨質の維持を目的とした女子長距離陸上選手

の疲労骨折一次予防における有力な新規予防成分になり得ることが期待される。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

我々の研究背景の前提は，「ホモシステイン（ HCY ）の蓄積によって骨質が劣化する」というもの

であり，本研究の目的の根幹は，血中 HCY レベルが高い環境下においても，LOX の活性低下を防ぎ，

骨質の維持に有効に働く食品機能成分をスクリーニングすることである。今回，TRF の LOX 発現増

加作用を明らかにしたことで，TRF が骨質維持に有効に働く食品機能性成分になり得る可能性が示さ

れたが，今回使用した MG-63 の培養系はあくまで LOX 発現に対しての影響を検証するものであり，

HCY の存在というのは除外されている。従って，実際にヒトでの応用を考えた場合には HCY 存在下

において TRF がどのように作用するか検討することが必要であると考える。そのために，HCY によ

って LOX 発現を抑えた培養系を確立させ， それを用いて TRF の効果を明らかにすることが今後の

検討課題であり，それによって TRF の有効性を明らかにできれば，HCY の蓄積を原因とする骨質の

劣化を改善させる有効成分としてより根拠を持って説明できると考える。 

 また，TRF の濃度に関して，今回我々が行った実験では 10 µg/ml という濃度が 1 つのキーポイン

トとなったが，この濃度は薬理的濃度ではあるものの，TRF の主成分である δ-T3 は我々が日常的に

摂取する食品中にはわずかしか含まれていないため，普段の食生活においてこの 10 µg/ml という濃度

を血中レベルで維持するのは実際には難しいとされる。従って，実用化に向けては，フリーズドライ化

させた TRF をサプリメントとして摂取させるなど，吸収効率を高める方法も同時に検討していく必要

があるだろう。 

 

 

Summary 

Both bone mineral density (BMD) and bone quality are important factors for the determination of 

bone strength. Stress fractures have been frequently reported in female long-distance runners. 

However, it cannot be prevented only by the measurement of BMD. Therefore, studies of bone 

quality may be of significance in the prevention of stress fractures. Bone quality is determined by 

collagen cross-links which are in turn regulated by enzyme lysyl oxidase (LOX) in osteoblastic cells. 

Existing reports showed that LOX expression is inhibited by activation of Janus kinase (JAK) 

signaling located in the upstream of LOX, and this activation of JAK is induced by homocysteine 

(HCY) accumulation, i.e. HCY accumulation deteriorates collagen cross-links. 

It is well known that tocotrienol (T3) which is a kind of vitamin E family has powerful anti-oxidant 

activity and a variety of pharmacological effect (e.g. anti-cancer effect, hypocholesterolemic activity 

and inhibitory effect of JAK). In this study, we utilized the Tocotrienol-Rich Fraction (TRF), the oil 
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extracted from a plant Annatto, and this TRF mostly consists of δ-T3. δ-T3 has the highest 

anti-oxidative and anti-cancer activity in T3. However, the effect of TRF on the LOX expression in 

osteoblastic cells has not been understood. Here, in this study, we have investigated the relation 

between TRF and LOX expression in osteoblastic cells. 

We used human osteosarcoma cell line, MG-63 which are human osteoblast like cells and are 

frequently used as models for the study of signaling systems and mechanisms. Further, it is known 

that LOX expression is inhibited by DNA methylation in MG-63 cells. 

To demonstrate the mechanisms of LOX inhibition in MG-63 cells, the cells were cultured in 

medium with Zebularine (inhibitor of DNA methylation) or AG490 (JAK inhibitor) and we analyzed 

LOX mRNA expression. As a result, LOX mRNA expression increased by both inhibitors. These 

results showed that DNA methylation and activation of JAK signaling participates in inhibition of 

LOX expression in MG-63 cells. DNA methylation is one of the factors for epigenetic regulation. 

Therefore, it seems that epigenetic regulation participates in deterioration of bone quality. 

To investigate the pharmacologic level of TRF in MG-63 cells, we evaluated effect of TRF on the 

cell viability of MG-63 by WST-1 assay. As a result, high concentration TRF (20 µg/ml) exhibited 

cytotoxicity, while concentrations less than 10 µg/ml did not show cytotoxicity. Based on this result 

of WST-1 assay, the cells were treated two different concentrations TRF; 5 µg/ml and 10 µg/ml, and 

we analyzed LOX expression in MG-63 cells. In consequence, both mRNA expression and protein 

expression of LOX were significantly increased by TRF. 

Subsequently, to demonstrate the mechanism of LOX expression increase effect of TRF, we focused 

on DNA methyltranferases (DNMTs) and JAK signaling. DNMTs catalyze DNA methylation and 

especially DNMT1, DNMT3A and DNMT3B has high methylation activity in DNMTs. In this study, 

we analyzed mRNA expression of DNMT1, DNMT3A and DNMT3B by RT-real time PCR. As a 

result, TRF decreased only DNMT3A and DNMT3B expression. DNMT3A and DNMT3B catalyze 

de novo methylation. Therefore, this result showed that TRF inhibit de novo methylation of DNA. 

On the other hand, from the western blot analysis, JAK2 protein expression was decreased by TRF. 

The similar tendency was observed when activated protein of JAK2 was analyzed by 

immunoprecipitation. Furthermore, to demonstrate relation between DNMTs and JAK2, we 

analyzed mRNA expression of Friend leukemia integration 1 (Fli1) which is transcription factor of 

DNMTs. As a result, Fli1 expression also decreased by TRF.  

In conclusion, we demonstrated that TRF was shown to increases LOX expression via reduce 

DNMT3A, DNMT3B and Fli1 expression by the inactivation of JAK2. These results suggest the 

possibility that TRF is effective in maintaining bone quality. 
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Collapsin Response Mediator Protein 4 (CRMP4) のマウス月齢により異な

るリン酸化部位の同定とその機能解明 
Identification and functional analysis of age-related changes Collapsin Response 

Mediator Protein 4 (CRMP4) phosphorylation sites 

 

研究代表者 川内 貴雄（生命科学研究科生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①CRMP4 

            ②リン酸化 Phosphorylation 

平成 27 年度交付額／502,000 円 

 

研究発表 

【ポスター発表】 

(1) T. Kawachi, Y. Nakano, A. Kitsu, A. Tsutiya, R. Ohtani-Kaneko 

Age-related changes of Collapsin Response Mediator Protein 4 

The 13th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology, Kawagoe, Saitama, Japan, 

Nov.27 (2015) 

 

(2) Takanori Kawachi, Atsuhiro Tsutiya, Hiromi Motegi, Takahiro Okada, Ritsuko Ohtani-Kaneko 

Age-related changes of Collapsin Response Mediator Protein 4 (CRMP4) 

¥Society for Neuroscience 2015, McCormick Place in Chicago, Illinois, USA, Oct.20 (2015) 

 

(3) Takanori Kawachi, Atsuhiro Tsutiya, Hiromi Motegi, Takahiro Okada, Ritsuko Ohtani-Kaneko 

Age-related Changes of Collapsin Response Mediator Protein 4 

第 40 回日本比較内分泌学会・第 37 回日本比較生理生化学会 合同大会（CompBiol 2015 広島大会）、

JMS アステールプラザ、広島、12 月 12 日 （2015） 

 

研究の概要 

非常に複雑な構造と神経回路をもつ脳が正常に発達するためには、脳を構成する様々なニューロンが

決められた時期に誕生し、決められた場所へ移動するとともに、正しい方向に軸索や樹状突起を伸長さ

せ、標的神経細胞とシナプスを形成する必要がある。軸索の伸長方向を制御する因子の一つとしてセマ

フォリン 3A があり、セマフォリン 3A のシグナル伝達に必要な因子として Collapsin Response 

Mediator Protein-2 (CRMP2) が同定された。CRMP は現在までに CRMP1~5 までの 5 種類が同定さ

れている。そのうち CRMP4 は Tsutiya ら (Tsutiya et al.,2012; 2015a, b) の研究により、脳の回路網

形成に関与することが明らかにされたが、CRMP4 の機能制御メカニズムについては、まだ解明されて

いない。そこで本研究では、CRMP4 タンパク質の機能制御メカニズムを調べる一環として、以下の 2

点を調べた。①大脳皮質でのCRMP4のタンパク質発現レベルの変化やリン酸化レベルの変化を調べた。 
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１．研究方法 

動物：本実験では、マウス（C57BL/6N）のオスを使用した。東洋大学動物実験等の実施に関する規程

のガイドラインに基づいて実験は行われた。生後 0 日[postnatal day (PD) 0 , PD0 = birth day)]、PD7、

Adult（生後 8 週齢, 成体）、Aged（生後 12 か月～13 か月）のマウス（それぞれ n = 3）をペントバル

ビタール[50mg/kg, (i.p.)]により深麻酔した。その後、脳を摘出し、大脳皮質のみを切り出し、サンプル

バッファー溶液を用いてサンプルを作製した。 

二次元電気泳動法により分離された CRMP4 のスポットの発現生後変化：マウス大脳皮質から抽出した

サンプルについて 1 次元電気泳動、二次元電気泳動を実施し、CRMP4 および pCRMP4 (Thr509) に対

する抗体を用いた Immunoblot 法により CRMP4 および pCRMP4 (Thr509)のバンドとスポットを検出

し、CRMP4 の発現量を生後各齢で比較した。また 2 次元電気泳動後、pCRMP4 (Thr509) の検出や ProQ 

Diamond 染色を実施し、リン酸化スポットを調べた。その後、リン酸化修飾されている CRMP4 スポ

ットについて、UPLC-MS-MS（SynaptG2, Waters）と解析ソフト ProteinLynx Global SERVER 

（PLGS, Waters）を用いて質量分析を行い、CRMP4 分子中でリン酸化修飾を受けるアミノ酸残基の

特定を行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

一次元電気泳動法と Immunoblot 法とを組み合わせた解析の結果について：CRMP4 の発現量を生後各

齢で比較した結果では、CRMP4 の 3 本のバンドはいずれも PD0 で最も発現量が高く、その後 Adult、

Aged では PD0 と比較して顕著に減少することが明らかになった。また、全 CRMP4 の発現量のうち

Thr509 がリン酸化されている CRMP4 の割合（全 pCRMP4 (Thr509) /全 CRMP4）も、PD0 と比較し

て Adult、Aged では極めて低かった。 

これらの結果から、CRMP4 は生後初期に強く発現し、成体、老齢では著しく減少することが分かっ

た。このことは、CRMP4とpCRMP4 (Thr509) が生後初期に最も機能している可能性を示唆している。

さらに、全 pCRMP4 (Thr509) /全 CRMP4 が生後初期に最も高く、その後著しく減少することから、

CRMP4 の Thr509 のリン酸化修飾が、生後初期での CRMP4 の機能に重要であることが示唆された。

CRMP4 のリン酸化修飾スポットは、Thr509 がリン酸化されたものについては抗体を用いて検出でき

るものの、他のリン酸化スポットについては検出できない。そこで、CRMP4 の他のリン酸化残基の有

無とその発現の生後変化について、さらに調べることにした。 

二次元電気泳動法で分離されたCRMP4スポットの発現生後変化について：二次元電気泳動法で分離後、

CRMP4 に対する抗体による Immunoblot を行ったところ、9 つのスポット(No.1 ~ 9) が検出された。

これら各スポットの発現量を PD0、PD7 間で比較したところ、No.1 と 5 のスポットの発現量が PD0

に比べて PD7 では有意に減少していた。また、全てのスポットは、PD0 に比べ Adult では発現が有意

に減少していた。CRMP4 のスポットと ProQ Diamond 染色で検出されたリン酸化タンパク質スポット

を比較したところ、CRMP4 の 4 スポット（No. 1、3、5、6）がリン酸化されたスポットであることが

分かった。また、CRMP4 スポットと pCMRP4 (Thr509) スポットを比較したところ、No. 3、5、6、7

が pCRMP4 (Thr509) のスポットと対応しており、これらのスポットは Thr509 にリン酸化修飾を受け

ていることが分かった。No.7 は発現量が少なく、ProQ Diamond 染色では検出されないと考えられた。

また。No. 1 のスポットは、Thr509 以外の部位でリン酸化修飾を受けていると考えられた。No.1 のス

ポットも PD0 から 7 の間に著しく発現が減少したことから、Thr509 以外の部位のリン酸化修飾も
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CRMP4 の機能調節に重要であると考え、No.1 のリン酸化部位を質量分析によって解析した。その結果、

No.1 は Ser385 がリン酸化修飾を受けた CRMP4 であることを初めて同定することができた。 

二次元電気泳動法、Immunoblot 法および質量分析によるリン酸化修飾部位の解析の結果から、

CRMP4 スポットの内、Ser385 がリン酸化された No.1 と Thr509 がリン酸化された No. 5 の発現が、

神経回路が大脳皮質内で発達する生後初期（PD0 から PD7 の間）に著しく変化することが明らかにな

った。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

これまでの幾つかの研究により、CRMP4 のリン酸化修飾と CRMP4 の機能調節との関連が示唆され

てきたが、CRMP4 のリン酸化部位やリン酸化による機能調節の詳細については未だ明らかになってい

ない。本研究では、CRMP4 のリン酸化部位として Ser385 を新たに同定できた。また Ser385 や Thr509

がリン酸化された CRMP4 の発現が生後初期に著しく変化することを、初めて明らかにした。本研究に

より、CRMP4 タンパク質の機能制御メカニズムを解明する上で重要な知見が得られた。今後は同定し

リン酸化部位が CRMP4 の機能においてどのような役割を担うのかを調べる必要がある。 

 

Summary 

CRMP was identified as the molecule required for the signal transduction related to the axonal 

growth cone collapse (Goshima et al., 1995). CRMP family consists of five homologous cytosolic 

proteins, CRMP1–5. It has been reported that all of them are highly expressed in developing as well 

as adult mouse brains. It has been reported that all of them are highly expressed in developing as 

well as adult mouse brains. However, recent our in situ hybridization study revealed that signals of 

Crmp4 mRNA were occasionally detected in adults, though it was abundantly expressed during 

early postnatal period (Tsutiya & Ohtani-Kaneko, 2012). Our study also demonstrated that CRMP4 

plays an important regulatory role in the growth of not only axons but also dendrites, suggesting its 

crucial function in building neural networks. On the other hand, it has been reported that a certain 

function of CRMP4 is controlled by phosphorylation of the molecule (Alabed et al., 2010). However, 

which phosphorylation sites of CRMP4 are critical for neural developing remains unclear. Therefore, 

the aim of this study is to verify phosphorylated forms of CRMP4, to know which phosphorylated 

forms change their expression levels during postnatal development, and to identify their 

phosphorylated sites. For these proposes, the following techniques were used: two-dimensional (2D) 

gel electrophoresis (2DE), immunoblottings with anti-CRMP4 antibody, Pro-Q Diamond 

Phosphoprotein Blot Stain, and mass spectrometry (MS).  

(1) 1DE immunoblotting: Expressions of CRMP4 and pCRMP4 were decreased in adult and aged 

mouse brains, compared to those at PD0. 

(2) 1DE immunoblotting: pCRMP4 / CRMP4 ratios in adult and aged mouse     

 brains were decreased, compared to those at PD0. 

(3) 2DE immunoblotting: Nine forms were detected as CRMP4 (spots no.1～9）. Among them, 

expression levels of spots no.1 and 5 were significantly decreased at PD7, compared to that at PD0. 

These spots must be crucial during neural network formation in developing brains. 
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(4) 2DE immunoblotting: Five protein spots were detected as CRMP4 phosphorylated. 

(5) 2DE immunoblotting, and ProQ Diamond phosphoprotein Blot Stain: When we used ProQ 

Diamond Phosphoprotein Blot Stain, at least 4 protein spots were detected as CRMP4. 

(6) 2DE immunoblotting, and MS: We identified that spot no.1 and 3 are phosphorylated at Ser385. 

In our future work, we are going to study effects of phosphorylation at Ser385 on functions of 

CRMP4. 
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ROCK阻害剤による万能細胞の分化促進メカニズムの解明 

Elucidation of cellular mechanisms on pluripotent cell differentiation by ROCK inhibitor 

 

上芝原 佑（生命科学研究科 生命科学専攻 博士後期課程 3年） 

 

研究期間／平成 27年 4月 1 日～平成 28年 3月 31日 

キーワード／①ES細胞    ES cells 

      ②iPS細胞   iPS cells 

      ③ROCK阻害剤   ROCK inhibitor 

      ④神経細胞   neurons 

      ⑤分化誘導   differentiation 

平成 27年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／ 

(1)原著論文 

・Yu Kamishibahara, Hideo Kawaguchi, Norio Shimizu: Rho kinase inhibitor Y-27632 promotes 

neuronal differentiation in mouse embryonic stem cells via phosphatidylinositol 3-kinase, 

Neuroscience Letters, 615, 44-49(2016). 

(2)学会発表（ポスター発表） 

・上芝原 佑, 川口 英夫, 清水 範夫: ROCK阻害剤は PI3Kを介して ES細胞から神経細胞への分化を

促進する, 日本農芸化学会 2016年度大会, 北海道札幌市, 平成 28年 3月 28 日(予定) 

 

研究経過および成果の概要 

1. 分化誘導に関わるシグナル経路の解明 

 血管平滑筋弛緩薬として合成された化合物である ROCK 阻害剤は、中枢神経系（CNS）疾患の治療

への可能性や分散により起こるアポトーシスの抑制など、様々な細胞機能に関わっていることが報告さ

れた。これらのことから、ROCK 阻害剤が ES 細胞から神経細胞への分化促進剤として利用できるので

はないかと考え検討した結果、ERK シグナル伝達経路を活性化させて ES 細胞から神経細胞への分化を

促進することを見出した（Kamishibahara et al., Neuroscience Letters, 2014）。続いて、ROCK 阻害

剤がどのように ERK シグナル伝達経路を活性化させるかを、神経細胞の生存や分化に関わるシグナル

伝達経路（PLC シグナル伝達経路、PI3K/Akt シグナル伝達経路）について、各シグナル伝達経路の阻

害剤を用いて検討した。 

NGF 受容体（TrkA）から ERK の上流に位置する MEK までの各シグナル伝達経路の阻害剤である

TrkA 阻害剤、Ras 阻害剤、Raf 阻害剤、MEK 阻害剤について検討した。TrkA 阻害剤と ROCK 阻害剤

を同時に添加した場合、ROCK 阻害剤により分化が促進された。これより、TrkA は ROCK 阻害剤によ

る分化促進には無関係と考えられる。一方、Ras 阻害剤、Raf 阻害剤または MEK 阻害剤と同時に ROCK

阻害剤を添加した場合、ROCK 阻害剤による分化促進効果は見られなかった。これより、Ras/Raf/MEK

は ROCK 阻害剤による分化促進に関係していると考えられる。 
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 PLC 阻害剤及び PKC 阻害剤を用いて、ES 細胞から神経細胞への分化に及ぼす影響に検討した。PLC

阻害剤と ROCK 阻害剤を同時に添加して分化培養した場合、ROCK 阻害剤による分化促進効果は見ら

れた。これより、PLC シグナル伝達経路は ROCK 阻害剤による分化促進には無関係であると考えられ

る。一方、PKC 阻害剤と ROCK 阻害剤を同時に添加して分化培養をした場合、ROCK 阻害剤による分

化促進効果は見られなかった。これより、PKC は ROCK 阻害剤による分化促進に関係すると考えられ

る。 

 PI3K 阻害剤を用いて活性を阻害することにより、ES 細胞から神経細胞への分化に及ぼす影響につい

て検討した。PI3K 阻害剤と ROCK 阻害剤を同時に添加して分化培養した場合、ROCK 阻害剤による

分化促進効果は見られなかった。これより、PI3K は ROCK 阻害剤による分化促進に関係していると考

えられる。ROCK 阻害剤を添加した場合の全 Akt 量及びリン酸化 Akt 量をウェスタンブロッティング

法により検出し、全 Akt 量に対するリン酸化 Akt 量の割合を算出した結果、コントロール及び ROCK

阻害剤を添加した場合のリン酸化 Akt 量に大きな差は見られなかった。これより、Akt は ROCK 阻害

剤による分化促進には無関係であると考えられる。 

 Rho ファミリーの Cdc42/Rac を阻害する dual 阻害剤を分化培養時に添加し、ES 細胞から神経細胞

への分化に及ぼす影響について検討した。Cdc42/Rac dual 阻害剤を添加して分化培養した場合、ROCK

阻害剤による分化促進効果は抑制された。これより、Cdc42/Rac は ROCK 阻害剤による分化促進に関

係していると考えられる。 

 以上、ROCK 阻害剤による ES 細胞から神経細胞への分化促進には、ERK シグナル伝達経路の ERK

の活性化が関与しており、ERK は、Ras/Raf/MEK、PI3K 及び PKC、Cdc42/Rac シグナル伝達経路を

介して活性化される可能性があることを見いだした（Kamishibahara et al., Neuroscience Letters, 

2016）。 

 

2. iPS 細胞の神経細胞への分化促進に対する ROCK 阻害剤の影響 

 ES 細胞と同様の特徴を持つ iPS 細胞における ROCK 阻害剤の影響について比較検討した。ROCK

阻害剤を添加することで、どの程度の割合で神経細胞に分化しているかをフローサイトメータ－を用い

て検討した。無添加の場合、25%が神経細胞に分化しており、ROCK 阻害剤を添加した場合には 38%が

神経細胞に分化した。これより、ROCK 阻害剤は ES 細胞だけでなく iPS 細胞から神経細胞に分化させ

る際の分化促進剤として有用である。 

 

3. 今後の研究における課題または問題点 

 本研究では ROCK 阻害剤による分化促進機構を明らかにするために、分子機構の研究で広く用いら

れている手法である、各標的タンパク質に対する阻害剤を用いることで各シグナル経路の働きを阻害し

た。しかし、阻害剤は標的タンパク質だけでなく、他のタンパク質にも影響が出る可能性がある。その

ため、ウェスタンブロッティング法により、今回得られた ROCK 阻害剤による分化促進に関わるタン

パク質のリン酸化の測定を行い、また RNA 干渉法を用いて ROCK 阻害剤の分化促進に関わる標的タン

パク質をノックダウンさせることによる、ES 細胞から神経細胞への分化に及ぼす影響について検討す

る。また、ROCK 阻害剤を添加することで ES 細胞と iPS 細胞から分化した神経細胞の割合はどちらも

高くなるが、ES 細胞に比較して iPS 細胞から分化した神経細胞の割合は少ない。そのため、今回明ら

かにした ROCK 阻害剤による ES 細胞から神経細胞への分化促進機構と、iPS 細胞から神経細胞への分
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化促進機構が同様であるかどうかを検討する。 

以上、ES 細胞と iPS 細胞に対する ROCK 阻害剤の作用機作を明らかにすることにより、ROCK 阻

害剤の新たな生理機能の解明に繋げ、将来的には ROCK 阻害剤を再生医療分野に利用することを考え

たい。 

（1970文字） 

 

Summary 

Mouse embryonic stem (ES) cells are pluripotent cells derived from the inner cell mass of 

3.5-day-old blastocysts of preimplantation mouse embryos and have a pluripotent ability to 

differentiate in vitro into various cell lineages. ROCK is one of the major downstream mediators of 

Rho. Rho plays crucial regulatory roles in the cellular proliferation and differentiation. We found 

that the addition of Rho kinase (ROCK) inhibitor to the culture medium promote neuronal 

differentiation of ES cells by activating ERK involved in ERK signaling pathway. However, the 

precise cellular mechanisms underlying neuronal differentiation by ROCK inhibition are not fully 

understood. Therefore, we investigated how ROCK inhibitor promoted differentiation of ES cells 

into neurons. 

To clarify the role of cellular signaling pathway in the promotion of neuronal differentiation by 

the ROCK inhibitor, we tested the effect of specific inhibitors of several cellular signaling target 

proteins on the promotion of neuronal differentiation of ES cells. We tested the effects of TrkA 

inhibitor, Ras inhibitor, Raf inhibitor or MEK inhibitor in combination with ROCK inhibitor. TrkA 

inhibitor did not block ROCK inhibitor-mediated promotion of neuronal differentiation in ES cells. 

In contrast, Ras, Raf and MEK inhibitors blocked the increased ROCK inhibitor-mediated neuronal 

differentiation in ES cells, suggesting a role of the Ras/Raf/MEK in ROCK inhibitor-mediated 

promotion of neuronal differentiation. We investigated the effects of PLC and PKC inhibitors. PLC 

inhibitor did not block ROCK inhibitor-mediated promotion of neuronal differentiation in ES cells. 

In the other hand, PKC inhibitor blocked the increased ROCK inhibitor-mediated neuronal 

differentiation in ES cells, suggesting a role of the PKC in ROCK inhibitor-mediated promotion of 

neuronal differentiation. We investigated the effects of PI3K and Cdc42/Rac dual inhibitors. Both 

PI3K inhibitor and Cdc42/Rac dual inhibitor blocked ROCK inhibitor-mediated promotion of 

neuronal differentiation in ES cells, suggesting a role of the PI3K and Cdc42/Rac in ROCK 

inhibitor-mediated promotion of neuronal differentiation. 

These results show that ROCK inhibitor may promote the neuronal differentiation of the ES cells 

by activating the ERK signaling pathway through Ras/Raf/MEK, PI3K and PKC, Cdc42/Rac 

signaling pathways. 
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Populus trichocarpa における scopoletin 生合成に関わる鍵酵素の機能解析 

Cloning and functional analysis of genes encoding a key enzyme involved in scopoletin biosynthesis 

in Populus trichocarpa. 

 

研究代表者/ 稲葉 暁佳里 (生命科学研究科 生命科学専攻) 

研究期間/ 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード/  ①ポプラ (Populus trichocarpa) 

 ②オルト位水酸化酵素 (ortho-hydroxyases) 

 ③クマリン化合物 (coumarin compounds) 

 ④生合成 (biosynthesis) 

 ⑤クローニング (cloning) 

平成 27 年度交付額/ 447,000 円 

研究発表/  日本農芸化学会 2015 年度岡山大会 (平成 26 年 3 月) 

 日本農芸化学会 2016 年度札幌大会 (平成 28 年 3 月 予定) 

 

研究経過および成果の概要 

1. 研究方法 

 ポプラにクマリン化合物が蓄積しているか確認し、オルト位水酸化酵素遺伝子を取得して活性の有無

を検討した。 

 ※実験当時は冬季でポプラの生育が悪く、十分量の RNA が得られなかったため、ゲノム DNA から

酵素遺伝子のクローニングを行った。 

 

2. 研究経過および成果の概要 

 ポプラの樹皮と葉の各組織をメタノール抽出し、抽出物の LC/ESI Q-TOF MS 分析を行った。その結

果、ポプラの樹皮において、3.3 分に m/z=193.0489 [M+H]+のイオンが検出された。これは scopoletin

の分子量関連イオン (calc. 193.0501: C10H9O4)と一致した。また、このイオンの MS/MS 分析で

m/z=178.0349 [M+H－CH3]+および m/z=133.0316 [M+H－CH3－CO－OH]+が主なフラグメントイ

オンとして検出された。これらは scopoletin 標品のスペクトルと一致した。 

 さらに、2.4 分に m/z=179.0333 [M+H]+のイオンが検出された。これは esculetin の分子量関連イオ

ン (calc. 179.0344: C9H7O4)と一致した。また、このイオンの MS/MS 分析で m/z=123.0408 [M+H－

2CO]+および m/z=133.0316 [M+H－CO－H2O]+が主なフラグメントイオンとして検出された。これら

は esculetin 標品のスペクトルと一致した。葉においても同様の結果が得られた。 

 このことからポプラには scopoletin および esculetin が蓄積していることがわかった。 

 

 Scopoletin生合成に関わる既知の鍵酵素AtF6'H1 (K. Kai et al., 2006, Phytochemistry, 67, 379-387)

と相同性の高い配列ならば同様の活性を有していると考え、tblastx 検索を行ったところ、ポプラのゲ

ノム DNA 中に AtF6'H1 のアミノ酸配列と相同性をもつ配列が存在することがわかった。これらの配列

のうち 40%以上の相同性を持つ配列を 4 つ選択した。これらの配列を以下 PtC2H とし、相同性の高い
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順に PtC2H1 (62%), 2 (60%), 3 (60%), 4 (44%)とした。この PtC2H のアミノ酸配列を、AtF6'H1 を含

む 2OGD ファミリーに属する酵素のアミノ酸配列と共に系統樹解析を行った結果、PtC2H1, 2, 3 はオ

ルト位水酸化酵素のグループに属することがわかった。 

 

 BLAST 検索で得た配列から PtC2H1, 2, 3, 4の配列を取得するためのFW, RV プライマーをデザイン

した。また、各 PtC2H の exon 1 の 3'側からデザインした配列と exon 2 の 5'側からデザインした配列

とを繋げて作成したプライマーもデザインした。これらのプライマーを用いてゲノム DNA を鋳型に

PCR 反応を行ったところイントロンが除去された配列が得られた。 

 

---以下、イントロンが除去された配列が取得できた PtC2H1, 3 について述べる--- 

 

 イントロンを除去した PtC2H1, 3 の配列をタンパク質発現用ベクターpGEX4T-1 に導入後、ベクター

を大腸菌に形質転換し、大腸菌中で発現させた。その後、精製した PtC2H1, 3 を用いて酵素反応を行っ

た。基質には scopoletin の前駆体である feruloyl CoA および esculetin の前駆体である caffeoyl CoA を

使用した。反応後、水酸化ナトリウム溶液を加えて酵素反応を停止させると同時に CoA 体の加水分解

を行った。その後酢酸溶液で中和し、反応液の HPLC 分析を行った。その結果、feruloyl CoA を基質

としたときには 6'-hydroxyferulate および scopoletin が、caffeoyl CoA を基質としたときには

6'-hydroxycaffeate および esculetin が検出されたことから PtC2H1, 3 は feruloyl CoA と caffeoyl CoA

のオルト位を水酸化する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 

 ゲノム DNA を鋳型にクローニングを行ったため、ポプラにおいて PtC2H1, 3 が実際に発現している

かは不明である。そのため RT-PCR により、葉および樹皮それぞれにおける発現解析を行うことが必要

であると考える。また、今回配列を取得できなかった PtC2H2, 4 についてもクローニングを行わなけれ

ばならないと考える。 
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Summary 

 Coumarin compounds exhibit antibacterial and antioxidative activities, therefore, they are though to be involved 

in defence in plants. Scopoletin, which has a coumarin core structure, accumulated in roots of Arabidopsis 

thaliana. Scopoletin is derived from phenylpropanoid pathway, in which the ortho(6’)-position of feruloyl CoA is 

hydroxylated before lactonization. An 2-oxoglutarate-dependent dioxygenase (2OGD) is identified as the 

ortho(6’)-hydroxylase of feruloyl CoA (AtF6’H1) (Kai, et al., 2006 Photochemistry, 67, 379-386). AtF6’H1 is a 

key enzyme in scopoletin biosynthesis, which diverges scopoletin pathway from phenylpropanoid pathway. 

Another 2OGDs from Ruta graveolens L. (Vialart, et al., 2012 Plant J., 70, 460-470) and Ipomoea batatas L. 

(Matsumoto, et al., 2012 Photochemistry, 74, 49-57) were cloned as the ortho(6’)-hydroxylases involved in 

coumarin biosynthesis.  

 Coumarin accumulation is often found in many plants, in which coumarin biosynthesis is still unknown.  

 In this study, cloning and functional analysis of genes encoding ortho(6’)-hydroxylases involved in scopoletin 

biosynthesis in Populus trichocarpa, which is a woody plant and industrially used as the source of pulp.  

 

 We analyzed for metanol extracts of epidermises from Populus trichocarpa by LC/ESI Q-TOF MS 

with positive mode. As a results, esculetin molecular weight-related ions of m/z 193.0489 [M+H]+ 

(calc. 193.0489: C9H7O4) were detected at 3 min. And, we analyzed for the ions by MS/MS. As a 

results, fragment ions of m/z 178.0349 [M+H−CH3]+ and m/z 133.0316 [M+H−CH3−CO−OH]+ were 

detected. These ions coincided with spectrum of scopoletin standard.  

 And, we analyzed for metanol extracts of epidermises and leaves from Populus trichocarpa. As a 

results, esculetin molecular weight-related ions of m/z 179.0333 (calc. 179.0344: C9H7O4) were 

detected at 2 min. And, we analyzed for the ions by MS/MS. As a results, fragment ions of m/z 

123.0408 [M+H−2CO]+ and m/z 133.0266 [M+H−CO−H2O]+ were detected. These ions coincided 

with spectrum of esculetin standard.  

 Scopoletin and esculetin were accumulated in Populus trichocarpa. 

 

 BLAST search was performed for homolog genes in the genome of P. trichocarpa, resulting in three 

sequences (PtC2H1 and 3). Their coding sequences show moderately high homologies (60, 62%) to 

AtF6’H1 sequence, respectively. Sequences of PtC2H1 and 3 were amplified by PCR with genome 

DNA of P. trichocarpa as a template. PtC2H proteins were prepared using E. coli expression system 

as tagged fusion a proteinｓ for affinity purification (GST-tag), which were subjected to enzyme 

assay. 

 PtC2H1 and 3 exhibit ortho-hydroxylase activity to feruloyl CoA and caffeoyl CoA. 
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種子収量を調節するイネの D3 標的タンパク質の探索 

Search of the D3 target protein for grain yield regulation in rice 

 

研究代表者 生命科学研究科 生命科学専攻 

 博士後期課程 1 年 山田 雄介 

研究機関／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／ ①イネ             rice 

②種子収量         grain yield 

③ストリゴラクトン strigolactones 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表 

ポスター発表 

Yusuke Yamada, Akira Oikawa, Kazuki Saito, Koichiro Shimomura, Shinjiro Yamaguchi and Mikihisa Umehara: 

Effects of strigolactones on leaf senescence and grain yield in rice 第 1 回 植物の栄養研究会 2015 年 9月 4-5

日 

 

研究経過および成果の概要  

１． 研究背景および目的 

 ストリゴラクトン（SL）は、植物の枝分かれを抑制する植物ホルモンである。植物が低リン酸環境に

曝されると、SL の内生量が急激に増加し、濃度依存的に植物の枝分かれを抑制することから、SL は栄

養飢餓環境で植物の生長を制御し、養分の浪費を抑えるためのシグナルであることが示唆されてきた。

申請者は、イネの SL 関連突然変異体（d 変異体）で観察される葉の老化の遅延が、外部から処理した

SL によって回復すること、リン酸欠乏条件では SL に対する応答性が増加することから、SL がリン酸

欠乏に応答して葉の老化を制御していることを明らかにした。葉の老化は、成長により不要となった下

位葉から、上位葉や種子へ養分を分配する重要な生理現象である。そのため、枝分かれが増加し、葉の

老化が遅延する d 変異体では、種子収量への影響が予想された。そこで、水耕液中のリン酸濃度を 6、

60、600 μM に設定し 3 ヶ月水耕栽培を行い、野生型と d 変異体の種子収量に表れる影響を調査した。

野生型は、リン酸濃度にかかわらず、登熟した種子が一定の割合で存在した。一方、d 変異体では、登

熟種子の割合が高リン酸条件のとき野生型に比べ低下すること、低リン酸条件では登熟種子の低下が軽

減することを明らかにした。加えて、高リン酸条件において、SL 情報伝達に関与する F-box タンパク

質を欠損した d3 は、結実した種子数が減少することから、D3 の下流に、種子収量の調節機構が存在す

ることを示唆している。近年、SL シグナルは、D3 が下流に存在する標的タンパク質 D53 を分解する

ことで伝達されることが解明された。これは、D53 が種子収量を制御する標的タンパク質である可能性

を示唆している。しかし、D3 は SL 以外に、伸長生長を促進するブラシノステロイド（BR）や植物が

燃焼した際の煙に含まれ、種子の発芽を誘導するカリキン（KAR）など複数の情報伝達経路で機能する

ことが明らかにされている。そのため、種子収量を制御する未知の標的タンパク質が存在する可能性も

否定できない。本研究では、SL による植物の収量調節機構における D3 の標的タンパク質を明らかにす
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ることを目的としている。 

２． 研究方法 

 SL の情報伝達欠損変異体である d3 変異体では高リン酸条件では結実した種子数が低下する。また低

リン酸条件では登熟した種子の割合が増加する。そこで、SL の情報伝達において D3 の下流に位置する

D53 が種子収量の調節に関わっているか調査するため、野生型と d53 変異体を水耕液中のリン酸濃度が

6、60、600 µM の 3 段階になるように調製した水耕液で、5 ヶ月間栽培した。栽培した植物を収穫し、

野生型および d53 変異体の草丈、乾燥重量、分げつ数、籾数、種子数、種子重量を測定した。また、種

子の登熟に対する影響を調査するため、結実した種子の登熟歩合を 5 段階に分類し、総籾数に対するそ

れぞれの割合を測定した。 

３． 研究経過および成果の概要 

 水耕栽培した野生型（農林 8 号）と d53 変異体を比較すると、d53 変異体では全てのリン酸濃度にお

いて草丈の減少、分げつ数の増加、種子重量の低下が認められた。また、野生型では、リン酸濃度が増

加するにつれ、結実した種子数が増加した。d53 はリン酸濃度 6 µM で栽培した野生型と同程度の種子

しか結実せず、リン酸濃度よる影響は見られなかった。 

それぞれの籾数に対する種子の登熟歩合を比較すると、野生型では、登熟した段階の種子が全体のリ

ン酸濃度 6 µM では 50％、リン酸濃度 60、600 µM では 80％以上の割合を占めた。一方、d53 変異体

では登熟した段階の種子の割合がリン酸濃度 6 µM では 40％、リン酸濃度 60、600 µM では 20％以下

になり、未発達の種子の割合が高くなった。この結果は、種子の登熟歩合が低リン酸条件では高く、リ

ン酸濃度が高くなるにつれて低下する d3 変異体の傾向と一致した。このことから、種子収量を調節す

るイネの D3 標的タンパク質が D53 であることが示唆された。また、種子の登熟に対する影響を明らか

にする為、胚の直径および胚乳面積を測定した。野生型と d 変異体では胚の直径に差は見られないが、

d 変異体の胚乳面積が減少することが示された。これらの結果は、SL が種子の成熟に影響することを示

唆している。 

昨年度の研究により、SL は窒素同化を行う GS/GOGAT サイクルの制御を行うことが示唆されてい

る。そこで、SL 関連突然変異体の窒素同化関連遺伝子の発現量について引き続き調査した。野生型（シ

オカリ）と d 変異体の遺伝子発現量を比較すると、イネの葉で発現する Gln 合成酵素 GS1;1 の遺伝子

発現量が、d 変異体では発現量が低下しており、野生型の-P 条件と同程度しか発現していなかった。加

えて、Asn 合成酵素 ASN2 の遺伝子発現量がリン酸欠乏条件で 60％まで低下していた。現在、d53 変

異体での発現量の解析を行っている。 

４． 今後の研究における課題または問題点 

本研究により、SL 情報伝達において D3 の下流に位置する D53 タンパク質が SL による種子収量制

御機構へ関与していることが示唆された。これまでの研究と考え合わせると、SL による種子収量の制

御は、GS/GOGAT サイクルを利用した窒素のアミノ酸への同化など、窒素代謝と関係していると予想

される。今後の課題として SL による種子収量制御機構について解明するために、d53 変異体での窒素

代謝関連遺伝子の発現量の調査や、d 変異体において GS1;1 を高発現させたときにおこる種子収量への

影響を評価することを計画している。 
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Summary 

 

Strigolactones (SLs) act as plant hormones that regulate leaf senescence as well as shape plant 

architecture. Leaf senescence is a critical event for nutrient translocation from old leaves to young 

tissues and seeds under poor nutrient environment. Previously, we found that SLs accelerate leaf 

senescence in response to phosphate (Pi) deficiency. Regulation of leaf senescence by SLs might 

contribute to nutrient translocation in rice. To evaluate effects of the delayed leaf senescence on 

grain yields, we cultivated WT and SL-related mutants (dwarf (d) in rice) in different Pi 

concentrations (6, 60, 600 µM). Total number of grains increased in WT and SLs-related mutant d10, 

d14, d17 and d27 grown in high Pi concentration, but decreased in d3. Recently, a new SLs-related 

mutant d53 was found. D53 is a key enzyme of SL signal transduction that involved in downstream 

of D3. In this study, to investigate whether SLs regulate grain yields, we cultivated WT and d53 in 

different Pi concentrations for five month. d53 mutant showed higher shoot branching each Pi 

concentration than WT. Total number of grains increased in WT grown in high Pi concentration, but 

decreased in d53. In addition, the ratio of mature grains of WT maintains high percentage 

approximately 50% in both high and low Pi concentrations, but that of d53 rather decreased in high 

Pi concentration. These results suggest that D53 is a target protein of D3 on grain yield regulation. 

Next, to evaluate effects of SL on grain filling, we measured grain embryo length and endosperm 

area. Embryo length did not shown significant difference between WT and SLs-related mutant, but 

endosperm area decreased in SLs-related mutant compared with WT. These results suggest that 

SLs regulate grain filling. We conclude that SL signaling is required for regulation of grain yield 

and to maintenance of homeostasis on grain filling even in low phosphate environment.  
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銀ナノコロイドのメダカ免疫機能発現への影響 

Effects of silver nanocolloids on medaka immune function  

 

研究代表者 生命科学研究科 生命科学専攻 

博士後期課程 1 年 片岡知里 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①銀ナノ粒子 Silver nanoparticle 

      ②メダカ   Medaka 

      ③免疫毒性  Immunotoxicity 

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表 

(1) ポスター発表 

 Chisato Kataoka, Shotaro Izumi, Misato Fujita, Shosaku Kashiwada: Silver Nanocolloid 

Impact on Medaka Tolerance to Pathogenic Bacteria, The 2nd International Conference on 

Emerging Contaminants, October 4-7, 2015, Kaohsiung, Taiwan 

 

(2) 原著論文 

 Chisato Kataoka, Shosaku Kashiwada: Salinity-dependent toxicity assay of silver 

nanocolloids using medaka eggs, The Journal of Visualized Experiments (JoVE) (in press) 

 

 

研究経過および成果の概要 

1 研究背景および目的 

化学物質の生産量および使用量が増大した 20 世紀初頭より，水環境に混入した化学物質が水生生物

（魚類，水生哺乳類など）に与える影響が危惧されてきた。Aguilar ら （1994）は，モルビリウイル

スの流行期に大量死したスジイルカの体内から PCB（poly chlorinated biphenyl）が高濃度に検出され

たことから，この大量死は PCB がスジイルカの免疫系に負の影響を与えて病原体への抵抗性を低下さ

せた結果によるモルビリウイルス感染症が原因であると推察している。またマウスを使った実験より，

ハロゲン化芳香族炭化水素，多環芳香族炭化水素，ホルモン様物質，医薬品類，マイコトキシン，放射

線，および重金属が発生免疫毒性の原因になると報告されている（Holladay ら，2000）。免疫系は，脊

椎生物が共通して持つ生体防御機構であり，神経系および内分泌系と並ぶ恒常性維持機構のひとつであ

る。上記 2 つの報告は，人為由来の化学物質が生物の恒常性維持機構を撹乱することにより，生物個体

のみならず生物個体群集にまで影響を与えることを示唆している。 

銀ナノ粒子はナノ物体の中でも使用量が最も多く，片岡の研究事例を含み多くの生態毒性研究―魚類に

対する催奇形性や死亡といった毒性研究―が既に報告されている。一方，免疫系に与える影響について

は，Holladay ら（2000）が銀ナノ粒子の免疫系への影響を示唆したが，実証例はほとんどない。そこ
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で本研究では，毒性試験生物として広く用いられるとともに脊椎生物モデルであるメダカ（Oryzias 

latipes）を用いて，銀ナノ粒子の免疫系に与える影響について生態毒性学的に明らかにすることを目的

とした。 

 

2 方法 

I. 銀ナノ粒子の病原菌抵抗性に与える影響評価 

これまでの片岡の研究により，銀ナノ粒子曝露は，メダカの免疫応答関連遺伝子の発現をかく乱する

ことが明らかになっている。そこで，免疫機能に与える銀ナノ粒子の曝露影響を明らかにするために，

病原体抵抗性を指標とした銀ナノ粒子曝露影響を評価した。5 ヶ月齢の成魚を対象とし，メダカに感染

する魚病細菌 Edwardsiella tarda をメダカの飼育水槽に添加することにより浸漬感染させた。実験条

件は以下の 4 条件で行った（条件①銀ナノ粒子 0.05 mg/L 曝露のみ，条件②E. tarda 浸漬感染処理の

み，条件③銀ナノ粒子 0.05 mg/L 曝露後 E. tarda 浸漬感染処理，条件④コントロール（清浄な飼育液

で飼育））。浸漬感染処理から 10 日間のメダカの生残数を記録した。 

II. 銀ナノ粒子および Edwardsiella tarda がメダカの血球に与える影響評価 

白血球は好中球，好酸球，好塩基球，リンパ球および単球の 5 種類から成る。ヒトの場合，好中球お

よび単球は細菌を排除する機能を持っており，感染症に罹患することによってその数が上昇することが

知られている。そこで，方法Ｉと同条件でメダカを曝露し，曝露から 72 時間後に採血して，その血液

を血液標本染色法のひとつであるギムザ染色に供した。染色後，各血球数を測定した。また，曝露から

72 時間後のメダカを赤血球染色法のひとつである o-dianisidine 染色に供し，メダカの赤血球数を測定

した。 

 

3 研究経過および成果の概要 

I. 銀ナノ粒子の病原菌抵抗性に与える影響評価 

免疫機能に与える銀ナノ粒子の曝露影響を明らかにするために，以下の 4 条件（条件①銀ナノ粒子 

0.05 mg/L 曝露のみ，条件②E. tarda 浸漬感染処理のみ，条件③銀ナノ粒子 0.05 mg/L 曝露後 E. tarda

浸漬感染処理，条件④コントロール）で 5 ヶ月齢のメダカを曝露した。結果として，メダカの生残率は

条件① 100％，条件② 80％，条件③ 20％，条件④ 100％であった。以上の結果から，銀ナノ粒子は

メダカの病原体抵抗性を低下させることが示された。 

II. 銀ナノ粒子および Edwardsiella tarda がメダカの血球に与える影響評価 

銀ナノ粒子および E. tarda の曝露により，メダカの血球数および血球成分の構成比が変化した。採血

した血液中に占める赤血球の割合は，条件① 74.1％，条件② 72.1％，条件③ 57.8％，条件④ 84.8％

であった。一方，リンパ球の割合は条件① 15.0％，条件② 12.6％，条件③ 23.9％，条件④ 3.8％であ

った。コントロールと比較して銀ナノ粒子曝露区および E. tarda 処理区のリンパ球が占める割合は有意

に増加しており，銀ナノ粒子および E. tarda の双方が免疫機能に影響を与えていることが示された。 

 

4 今後の研究における課題または問題点 

今年度までの結果より，銀ナノ粒子がメダカの免疫系に影響を与えて E. tarda 抵抗性を低下させるこ

とが明らかになった。今後は，銀ナノ粒子がどのようにメダカの免疫系を撹乱するのか，より詳細なメ

カニズムについて追求していく予定である。 
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Summary 

Silver nanocolloid (SNCs), which is one of the emerging nanomaterials, is using for 

pharmaceuticals and personal care products due to antibiotic activity of silver. However, fate and 

biological effects of SNCs released into aquatic environments are not clear yet. Environmental 

hazardous SNCs have risks to pollute aquatic environments and cause toxic effects to aquatic 

organisms. SNCs may also pose unpurposive damages to human through aquatic ecosystem. In this 

study we estimated immune toxicity of SNCs using medaka as a vertebrate model. To see exposure 

effects of SNCs on medaka tolerance to pathogenic bacteria, medaka embryos, larvae, and adult 

were treated following four conditions; (i) control, (ii) SNC exposure, (iii) pathogenic bacteria 

(Edwardsiella tarda) infection, (iv) SNC exposure & E. tarda infection. After that survival ratios 

was counted for 10 days. Under non-infected condition, all medaka were survived despite SNCs 

exposure. Regarding to embryos and larvae under E. tarda infected condition, there are no 

significant difference in survival ratios regardless of SNCs exposure. However, regarding to adult 

under E. tarda infected condition, survival ratios were reduced to 20% by SNCs exposure. These 

results indicate that SNC effects on behavior of E. tarda in medaka. To see exposure effects of SNCs 

on ratio of blood cells of medaka, medaka larvae were exposed as a described above. Leucocyte is 

responsible for infection. In case of human, it is known that number of leucocyte increase when 

pathogen invade body. After exposure, blood cells collected from the exposed medaka were subjected 

to Giemsa staining for observation blood cells. Then, number of blood cells (red blood cell, 

thrombocytes, neutrophil, lymphocyte, and monocyte) were counted. Ratio of red blood cells were 

84.8% in control, 74.1% in SNCs exposure, 72.1% in E. tarda infection, and 34.8% in SNCs exposure 

& E. tarda infection. On the other hand, ratio of lymphocyte were 3.8% in control, 15.0% in SNCs 

exposure, 12.6% in E. tarda infection, and 23.9% in SNCs exposure & E. tarda infection. E. tarda 

decrease ratio of red blood cells and increase ratio of lymphocyte. Moreover, SNCs exposure also 

decrease ratio of red blood cells and increase ratio of lymphocyte. These data show that SNCs 

exposure and/or E. tarda infection effects on immune system.  
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非侵襲型細胞観察法の基礎原理実証：ブドウ糖に対する血管内皮細胞の応答 

Principle study of Non-invasive cell observational method: Cell response of 

Vascular Endothelial Cells was caused by glucose stimulation 

 

研究代表者 宮下 拓巳（生命科学研究科 生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①細胞分化 Cell Differentiation 

     ②観察法 Observational Method 

   ③局在表面プラズモン共鳴 LSPR 

   ④血管内皮細胞 Vascular Endothelial Cell 

   ⑤糖尿病 Diabetes 

平成 27 年度交付額／441,000 円 

 

 

研究発表／(1)学会ポスター発表 

     ・帽子状貴金属ナノ粒子による表面増強効果（５）： 

近赤外型局在表面プラズモン共鳴センサーの生命科学への応用 

（平成 27 年 5 月 日本分析化学会 第 75 回分析化学討論会 山梨大学甲府キャンパス） 

     ・Structured Noble Metal Nanosurfaces for Biosensing and Bioanalysis (2): 

Localized Surface Plasmon Resonance Sensor Operating in the Near-IR Regime 

（平成 27 年 10 月 AVS 62 International Symposium & Exhibition San jose） 

(2)学会口頭発表 

・平成 27 年 10 月 AVS 62 International Symposium & Exhibition San jose 

上記学会にてポスター及びフラッシュプレゼンテーションセッションによる発表を行った 

 

研究の経過および成果の概要 

1. 研究方法 

実験 1 

本研究においては当研究室において作製される局在表面プラズモンセンサーを用いた（図１）。 

初期の研究においては細胞の培養と測定が可能なセンサーの作製に取り組んだ。下記の①～③の検

討を行い、測定に用いる最適条件を模索した（本研究においての最適条件は細胞培養したセンサー

が吸収スペクトルを持つこと、及び 900～1100 nm の波長に吸収ピークをもつとした）。 

① センサー表面を細胞適合性の高いポリ-L-リジンに 15 min 浸漬させ修飾させる。ポリ－L－リジ

ンの有無により表面に吸着する細胞に差が生じるか検討した。細胞数は 5×105 cells/ml で、セ

ンサー1 スポットあたりに 20 µl を播種した。 

② ①の結果を受け、細胞数が吸収スペクトルに影響することがわかった。そこで表面に幡種する

細胞数の違いにより吸収スペクトルにどのような差が生じるか検討を行った。 
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細胞数は 1×106 cells/ml と 5×105 cells/ml、及び細胞なしで比較した。 

 

図 1 LSPR センサー概略図、基板写真 

 

実験 2 

実際に細胞の変化を測定する際には、様々な外因の影響を考慮する必要がある。実験 2 においては、

細胞を測定環境中（室温 25℃）に測定時間（およそ 1 時間）静置した際の、細胞の吸着状態の変化

を顕微観察で確認した。ポリ－L－リジン処理の有無、及び細胞数 1×105 cells/ml で行った。 

 

実験 3 

センサー上の培養細胞に刺激を与え、その際の細胞の変化を倒立顕微鏡、及び LSPR センサーの吸

収スペクトルの変化を利用し観察した。本研究において、細胞刺激には高張液である 0.5M の MgCl2

含有 RPMI 培地、および 3 mg/ml のグルコース含有 RPMI 培地を用いた（血管内皮細胞の細胞構

造はグルコース含有量 2mg/ml の溶液に暴露された際に崩壊すると報告されており、本実験ではよ

り高濃度なグルコース溶液で評価した）。糖刺激の時間は 1000 秒で行った。 

 

2. 研究成果 

成果 1 

① ポリ－L－リジン処理の有無 

LSPR センサー上で培養した細胞の顕微観察結果を下図 2 に、それぞれの近赤外吸収スペクト

ルを図 3 に示す。 

      

図 2 センサー上で培養された細胞（1×105 cells/ml）の顕微観察写真（mag.×30） 

左：ポリ－L－リジン処理なし、右：ポリ－L－リジン処理あり 
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図 3 細胞培養 LSPR センサーの近赤外吸収スペクトル 

左：ポリ－L－リジン処理なし、右：ポリ－L－リジン処理あり 

 

図 2 の観察結果から、ポリ－L－リジン未処理のセンサーには細胞同士が密着していない箇所が見られ

た。このことからセンサー表面にポリ－L－リジン処理をすることによって、センサーに多くの細胞を

吸着できることがわかった。 

しかし、近赤外吸収スペクトルを比較すると、ポリ－L－リジン未処理のものでは 920 nm 付近に吸収

ピークが確認されたが、処理したものではピークが確認できなかった。このことからポリ－L－リジン

未処理のものの方が LSPR 測定に適していることがわかった。 

 

② 細胞数の違い 

LSPR センサー上で培養した細胞（細胞数 1×106 cells/ml）の顕微観察結果を下図 4 に、それ

ぞれの近赤外吸収スペクトルを図 5 に示す。 

           

図 4  センサー上で培養された細胞（1×106 cells/ml）の顕微観察写真（mag.×30） 

左：ポリ－L－リジン処理なし、右：ポリ－L－リジン処理あり 

 

図 5 細胞培養 LSPR センサーの近赤外吸収スペクトル 
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左：ポリ－L－リジン処理なし、右：ポリ－L－リジン処理あり 

ポリ－L－リジンの有無による細胞の吸着、吸収ピークの減衰については細胞数 5×105 cells/ml と同様

の傾向が見られた。水の吸収の影響を受ける 1300 nm の波長を除く吸収スペクトル全体の吸光度は 1

×106 cells/ml の方がおよそ 0.1 高い。また吸収ピークは低波長側 900 nm 近傍に存在していた。 

細胞数の増加に伴い光の散乱が増加したことにより、吸光度も増加したと考えられる。 

 

 成果 2 

 測定環境中で 1 時間静置した際の細胞培養センサーの顕微観察結果を図 6 に示す。 

       

図 6 LSPR センサー上で培養された細胞の 1 時間静置後の顕微観察写真（mag.×30） 

左：ポリ－L－リジン処理なし、右：ポリ－L－リジン処理あり 

 

黒く円状に見られる塊が、センサー表面から剥がれ培地中に遊離した細胞である。インキュベーターか

ら取り出した直後（図 2）と比較し、遊離した細胞が増えた。ポリ－L－リジン処理を施したセンサー

では、未処理のものと比べ遊離した細胞が多く見られた。このことから測定環境の温度管理が重要であ

ることがわかった。改善策として、ペルチェ素子を用い、温度を培養温度と同等（42℃）に調整しなが

ら測定を行う機構を組み、また培地の揮発を抑制するために滅菌水を含ませたプロワイプを周囲に配置

して測定を行った（図 7）。 

 

図 7 細胞測定機構 
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成果 3 

ポリ－L－リジン処理センサー上に培養された血管内皮細胞に 3 mg/ml のグルコース含有培地によっ

て糖刺激を加えた際の吸収スペクトルの変化を図 8 に示す。またセンサー表面の顕微観察結果を図 9

に示す。 

  

図 8 ポリ－L－リジン処理基板上に培養した細胞の糖刺激前後における吸収スペクトル変動 

     

図 9 ポリ－L－リジン処理基板上に培養した細胞の糖刺激前後における顕微観察結果 

（左：糖刺激前、右：糖刺激後） 

 

ポリ－L－リジン未処理のセンサー上に培養された血管内皮細胞に 3 mg/ml のグルコース含有培地に

よって糖刺激を加えた際の吸収スペクトルの変化を図 10 に示す。またセンサー表面の顕微観察結果

を図 11 に示す。 
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図 10 ポリ－L－リジン未処理基板上に培養した細胞の糖刺激前後における吸収スペクトル変動 

 

 

    

図 11 ポリ－L－リジン未処理基板上に培養した細胞の糖刺激前後における顕微観察結果 

（左：糖刺激前、右：糖刺激後） 

 

ポリ－L－リジン処理の有無に限らずどちらの結果からも糖刺激に対する吸収スペクトルのシフトが

確認された。顕微観察結果からも細胞数の減少（遊離による）や突起の収縮等が見られたが、光学系

のみで微量な細胞の変化を視覚的に観察することは難解である。少なくとも、短時間での細胞構造変

化を測定する際に LSPR センサーを用いる有用性が見られた。 

 

3. 今後の課題と取り組み 

本実験において LSPR センサーを用いた細胞観察の基礎的検討を行った。今後の課題として細胞に

ついては、糖以外の刺激に対するストレス耐性を細かく検討する必要がある。具体的には、溶液撹

拌、滴下時の物理刺激、培地環境の変化に対する耐性等について検討していかなければならない。

また実際の培養環境中でのリアルタイム測定を試み LSPR センサー上に細胞が吸着していく様子も

観察する必要もある。装置の面について、現在使用している装置ではセンサー表面約 2~3 mm 径の

円面積で観察を行っている。吸収スペクトルを得るためには有効な手段であるが、細胞の吸着密度

によって得られるデータにばらつきが生じやすい。改善策として近赤外レーザーを用いた局所的な

観察法を検討している。レーザーを用いることで集光が容易になり、現在使用している白色光光源

では難解であった 1 細胞毎のモニタリングが可能となる。また本実験において糖刺激に対する吸光

度の変化が見られているため、レーザー光を用いた単一波長の吸光度モニタリングとの組み合わせ

が可能であることもわかった。現在装置の組み立てに取り組んでいる（図 12）。 

    

図 12 近赤外レーザーを用いた細胞構造変化測定装置（設計途中） 
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Summary 

 

This study is an attempt to use a localized surface plasmon resonance (LSPR) sensor for 

observation of the cell morphological change. The LSPR sensor can monitor the change in refractive 

index within several tens of nano meters from the sensor surface. As life science applications, so far 

it has been carried out, such as quantitative monitoring of the antigen-antibody reaction. In recent 

years, there is an attempt to observe differentiations of cells with plasmon sensors. In the present 

study, we investigated whether it is possible to observe the structural changes in the cells using the 

LSPR sensor. 

Vascular tissue tends to collapse in diabetic patients. This is caused by actin aggregation of 

endothelial cells by hyperglycemia. In this experiment, vascular endothelial cells (VECs) were used 

to monitor morphological changes upon exposure to high concentration of glucose, as a model. 

At first, we examined whether it is possible to culture VECs on the sensor.  

We optimized the number of VECs and surface states to have a near-infrared absorption spectrum. 

More specifically, we investigated the morphological change of the VECs caused by the addition of 

high glucose to the VECs on the sensor surface via microscopic observation and peak wavelength 

shifts.  

Modifying the sensor with poly -L- lysine increased the density of cells which adsorbed to the sensor 

surface. However, the higher the cell density on the surface, the more the absorption spectrum of 

the sensor is attenuated. It was found that sensors not treated with poly -L- lysine are more 

advantageous than treated ones for LSPR sensing. 

Furthermore, the larger number of seeded cells, the more the absorbance of the absorption 

spectrum of the sensor increased. This is speculated that scattered light was increased by 

increasing the number of cells. 

When VECs were exposed to a glucose medium at the concentration of 3 mg / ml, they became 

detached from the sensor surface as observed by a microscope. Further shifts of the absorption 

spectrum as a function of time were confirmed. 
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雄性ホルモンによる雌ティラピア脳の性転換メカニズムについて 

- 生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン産生ニューロン (GnRH3 ニューロン) 

に関する解析 - 

About sex reversal of female tilapia brain by androgen 

- Analysis of Gonadotropin-releasing hormone neurons (GnRH3 neurons) - 

 

研究代表者 成田 康人（生命科学研究科生命科学専攻） 
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キーワード／①生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン GnRH 
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研究発表 

(1) 学会発表 

Y. Narita, A. Tsutiya, T. Kaneko, R. Ohtani-Kaneko、Effects of androgen on GnRH3 neurons in 

slice culture of the tilapia brain、第 40 回日本比較内分泌学会・第 37 回日本比較生理生化学会 合

同大会（CompBiol 2015 広島大会）、2015.12.12、JMS アステールプラザ、広島、日本、ポスター

発表 

 

T. Suzuki, Y. Narita, A. Tsutiya, R. Ohtani-Kaneko、In vivo and in vitro effects of androgen on 

GnRH3 neurons of tilapia brains、The 13th International Symposium on Bioscience and 

Nanotechnology、Kawagoe, Saitama, Japan, Nov.27、2015、Kawagoe Campus、Toyo University、

Saitama、Japan, ポスター発表 

 

Y. Narita, A. Tsutiya, T. Kaneko, R. Ohtani-Kaneko、Effects of androgen on GnRH3 neurons in slice 

culture of the tilapia brain、Neuroscience 2015 Oct.19 2015、Chicago, America, ポスター発表 

 

 

研究の概要   

魚類には、成熟した成体であっても自然下で性転換可能な種類が存在する。また自然下では性転換は

起きない魚であっても、胚や稚魚に性ホルモン投与をすることで、機能的に性転換させうる魚種の存在

が知られている。魚類が性転換するメカニズムに関しては、生殖腺の性転換メカニズムについては詳細

に調べられているのに対して、生殖行動を支配する「脳」の性転換メカニズムについては未だ解明され

ていない。そこで私は、雄の巣作り行動や雌の口腔内での保育行動など雌雄で異なる生殖行動を行うテ
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ィラピアを用いて、「生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン産生ニューロン (GnRH3 ニューロン)」 に着目

して脳の性転換メカニズムの解明を試みた。これまでに、ティラピアについては、(1) GnRH3 ニューロ

ンは雄の生殖行動を支配すること（Ogawa et al., 2006）、(2) GnRH3 ニューロンは脳の終神経節に局在

し、その数には明瞭な雌雄差があること  (雄>雌) (3) 成熟雌ティラピアに雄性ホルモンである

11-ketoteststerone (11-KT) を腹腔内投与することで、GnRH3 ニューロンが雄と同程度まで増加し、

雄の生殖行動が雌に誘発されること、が明らかにされた [(2)と(3), Kuramochi et al., 2011]。しかし、

11-KT による GnRH3 ニューロンの増加メカニズムについては、未だ全く不明なままであった。そこで

本研究は、11-KT により GnRH3 ニューロンが増加するメカニズムを解明することを目的とした。 

 

１．研究方法 

①ティラピア脳スライス培養を用いた GnRH3 ニューロンに対する雄性ホルモンの影響 

雌ティラピア (Oreochromis mossambicus ;体長約 10 cm, 体重約 20 g) を用いた。ティラピア脳を麻

酔下で摘出後、終神経節を含む脳スライスを作製した。種々の濃度の雄性ホルモン (11-ketoteststeron; 

11-KT) を培地に添加して 3 日間培養後、GnRH3 に対する抗体を用いて免疫染色を行い、GnRH3 ニュ

ーロンを増加させる最適濃度を調べた。 

 

②ティラピア脳スライス培養による新生 GnRH3 ニューロンの由来の解明 

雌ティラピア (Oreochromis mossambicus ;体長約 10 cm, 体重約 20 g) を用いた。ティラピア脳を麻

酔下で摘出後、終神経節を含む脳スライスを作製した。11-KT (10 nM) 及び増殖細胞マーカーである

5-Ethynyl-2’-deoxyuridine (EdU; 20 μM ) を含む培養液中で 3 日間培養後、GnRH3 および EdU 抗体

を用いて二重免疫染色を行い、新生 GnRH3 ニューロンの有無を調べた。 

 

２．研究経過および成果の概要 

①ティラピア脳スライス培養を用いた GnRH3 ニューロンに対する雄性ホルモンの影響 

種々の濃度の雄性ホルモンで終神経節を含む脳スライスを培養した場合でも、11-KT（1 nM や 10 nM）

によって GnRH3 ニューロンが増加することが分かった。一方、11-KT の濃度が高い場合 （100 nM や

1000 nM）や雌性ホルモン (10 nM E2) では GnRH3 ニューロンの増加は誘起できないことも明らかに

した。 

 

②ティラピア脳スライス培養による新生 GnRH3 ニューロンの由来の解明 

終神経節を含む脳スライス培養で EdU を用いて増殖後の細胞を標識した実験では、11-KT によって

GnRH3 ニューロンが増加した際、EdU 陽性核をもつ GnRH3 ニューロンは観察できなかった。この結

果から、11-KT によって増殖して GnRH3 ニューロンになる幹細胞は、終神経節を含む脳スライス内に

は存在しないことが分かった。つまり、新生（増殖）した GnRH3 ニューロンの由来について、「終神

経節周囲の幹細胞が分裂を経て GnRH3 ニューロンになった」のではないと考えられるが、11-KT によ

って分裂し GnRH3 ニューロンになった神経幹細胞がどこにあるかは不明のままである。11-KT によっ

て新生した GnRH3 ニューロンが脳スライス培養 (in vitro) では確認されなかったが、腹腔内投与 (in 

vivo) による実験では確認されたことから、「in vivo 実験では 11-KT によってどこか他の場所 (終神経

節周囲以外) で分裂した後、GnRH3 ニューロンは終神経節に移動してきた」という可能性が示唆され
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た。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

本研究より、(1) 終神経節を含む脳スライス培養でも一定濃度 (1nM、10 nM) の 11-KT によって

GnRH3 ニューロンが増加すること、(2) 終神経節を含む脳スライス培養では、11-KT によって増加し

た GnRH3 ニューロンのうち、増殖によって増加する GnRH3 ニューロンは観察できないことが明らか

となった。今後は、終神経節レベルでの雄性ホルモンによる GnRH3 ニューロンの増加のうち、増殖以

外の増加メカニズム等について追求していきたいと考えている。 

 

Summary 

   Gonadotropin-releasing hormone type III (GnRH3) neurons are reported to control male 

reproductive behaviors such as nest building and aggressive behaviors in tilapia. In our previous 

study, we found the sexual dimorphism of GnRH3 neurons in tilapia; males have a greater number 

of GnRH3 neurons in the terminal nerve (TN) than females. Treatment with 11-ketoteststeron 

(11-KT) and methyltestosterone, but not with 17β-estradiol (E2), increased the number of GnRH3 

neurons in mature females to the level similar to that in males (Kuramochi et al., 2011). In addition, 

our recent study revealed that androgen treatment increased proliferating (PCNA-positive) cells 

and Hu-positive neurons in the female TN. We also found that Hu-positive neurons with 

5-bromo-2'-deoxy-uridine (BrdU) labeling were significantly increased after simultaneous injection 

of 11-KT and BrdU to females. Furthermore, about 20% of GnRH3 neurons were labeled with BrdU 

in females injected simultaneously with 11-KT and BrdU, while the rest of GnRH3 neurons were 

not labeled with BrdU. These results indicated that androgen induced adult neurogenesis in the 

female TN and that the androgen-induced increase of GnRH3 neurons in females is mediated partly 

through adult neurogenesis. The objective of the present study is to know from where new GnRH3 

neurons originate after females were treated with11-KT. Do they originate within the TN, or 

originate in other brain regions and migrate to the TN? To answer the question, we prepared female 

brain slices including the TN and cultured them with or without 11-KT. When slices were cultured 

in the medium containing 11-KT (11-KT-treated slices) or just solvent ethanol (control slices) for 

three days, GnRH3 neurons were significantly increased in 11-KT-treated slices, compared to those 

in control slices. However, when slices were cultured in the medium containing 11-KT and either 

one of BrdU and 5-ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) for three days, GnRH3 neurons with BrdU- or 

EdU-labeling in the nucleus were scarcely found in the slices. These results indicated that androgen 

is able to induce the differentiation of GnRH3 neurons and increase their number in the TN, 

although the new generation of GnRH3 neurons may not be induced within the TN. Therefore, it 

was suggested that the newly generated (BrdU-labeled) GnRH3 neurons observed in the TN in vivo 

after 11-KT- and BrdU-injections may arise outside the TN and then migrate to the TN. 
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新たに特定された中皮腫の悪性化因子としての IL-4 シグナル伝達系の解析と 

治療標的としての可能性の検証 

A possibility of IL-4 signaling as a promising poor prognostic factor and treatment target in 

malignant mesothelioma 

     

研究代表者 菅原 綾介（生命科学研究科生命科学専攻） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①中皮腫 Mesothelioma 

            ②インターロイキン４ IL-4   

      ③悪性化因子 Poor prognostic factor 

        ④治療標的 Treatment target 

       

平成 27 年度交付額／490,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・上野はるか、佐藤綾美、菅原綾介、塩澤伸哉、内田明日香、矢野友啓 

「トコトリエノール誘導体の HDAC 抑制を介した抗中皮腫作用の解明」 

ビタミンＥ研究会、平成 28 年１月 

 

研究経過および成果の概要   

１． 研究方法 

1) 代表的なヒト悪性中皮腫組織から樹立された細胞株(H2452 等)を用いて、低酸素分圧条件下で

IL-4R のリガンドを用いた IL-4 シグナル刺激による生存活性を WST-1 法で評価する。 

2) 1)で IL-4/IL-4R シグナル系が中皮腫の低酸素分圧条件下での生存に関与していることを確認した

後に、IL-4R 中和抗体による IL-4R 活性化阻害や IL-4RsiRNA を用いた選択的な IL-4R の遺伝子

発現ノックアウトによる IL-4 シグナル系抑制による中皮腫細胞の生存活性に対する影響を評価す

る。 

3)  1) および 2) の処理条件下で、IL-4R の下流にあるシグナル伝達系を網羅的に解析し

(RT-realtime PCR による標的遺伝子発現、Immunoblot 等による標的分子の活性化評価)、低

酸素分圧条件下における中皮腫の生存に関与するシグナル伝達系を明らかにし、IL-4R を標的

にした中皮腫治療法の妥当性をシグナル伝達系の側面から裏付ける。 

 

２．   研究経過および成果の概要 

1)の研究経過 

  いくつかのヒト悪性中皮腫細胞株のうち、アネロパックシステム（三菱ガス、酸素濃度１%以

下）で構築した低酸素条件下での IL-4R 発現レベルが高い細胞株として、H2452 細胞株をス
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クリーニングした。この細胞株を IL-4R のリガンドである IL-4 存在下（濃度 0-100ng/mL）、 

  低酸素条件下で２４時間培養した後、各群の細胞生存活性を WST-1 法で測定した。その結果、

H2452 細胞株の生存活性は IL-4 の濃度依存的に増加傾向を示した。 

2)の研究経過 

    1)で IL-4/IL-4R シグナル系が、低酸素分圧条件下での H2452 細胞の生存に必要不可欠なシグ

ナル系であることが推測されたので、この可能性を裏付けるために、1)の低酸素分圧条件下で

24 時間培養する条件で、IL-4 中和抗体ないしは IL-4RsiRNA 処理による IL-4/IL-4R シグナル

系の阻害の H2452 細胞の生存活性に及ぼす影響を検討したところ、特に、IL-4 中和抗体処理

による Il-4/IL-4R シグナル系の阻害により、その細胞生存活性は有為に抑制された。一方、

siRNA 処理でも抑制傾向は認められたが、有為さは認められなかった。 

 3)の研究経過 

  以前の我々の研究結果から、低酸素分圧条件下での H2452 細胞に対する殺細胞効果を示す抗

がん成分は、IL-4/IL-4R シグナル系の抑制とその下流シグナル分子候補である Wnt シグナル

系のアンタゴニストである DKK-1 を活性化することで、抗中皮腫作用を発揮していることが

推測されていたので、2)と同じ培養条件と IL-4中和抗体の処理を行い、処理12時間後のDKK-1 

    発現レベルを解析したところ、DKK-1 は有為に増加していた。また、このことと関連して、

Wnt シグナル系の標的分子である cyclinD レベルが有為に抑制され、細胞周期の G1 アレスト

が引き起こされていることが確認された。 

 

以上の研究経過を総括すると、１）では低酸素条件下での H2452 細胞の生存に IL-4/IL-4R シ

ル系が重要な役割を果たしていることが明らかになった。この推測は、２）で中和抗体ないし

は siRNA で IL-4/IL-4Rシグナル系を抑制することでH2452細胞の生存活性が抑制されたこと

からも裏付けられた。また、３）では、低酸素条件下での H2452 細胞の生存に関与する

IL-4/IL-4R シグナル系の下流に位置するシグナル分子の特定を行ったところ、Wnt シグナル系

のアンタゴニストである DKK-1とWntシグナル系の主な標的分子であるCyclinDを特定した。

すなわち、IL-4/IL-4R シグナル系を抑制することで、DKK-1 を誘導し、Wnt シグナル系が抑

制されることで、その標的分子である CyclinD が抑制され、H2452 細胞の低酸素適応が阻害さ

れることが明らかになった。 

 

３．  今後の研究における課題または問題点 

  IL-4/IL-4R シグナル系とその標的分子である DKK-1 の間を仲介するシグナル分子を明らかに

することが、IL-4/IL-4R シグナル系の H2452 細胞の低酸素適応の機構を明らかにでき、

IL-4/IL-4R シグナル系の中皮腫治療における重要性が明らかにできる。 

 

Summary 

  The interleukin (IL)-4 are expressed at low levels under homeostatic conditions and are 

influenced by hormones, cellular/oxidative stress, infection and inflammation. In solid 

tumors, such as breast cancer, high IL-4 receptor (IL-4R) expression is associated with 

increased cancer cell proliferation, epithelial invasion and more aggressive metastasis. On 
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the other hand, only a previous report have demonstrated that malignant mesothelioma 

(MM) cells and resected mesothelioma tumors show overexpression of IL-4Ｒ and the 

overexpression of the receptor closely relates that malignancy of mesothelioma. These 

results suggest that in similar with other solid tumors, IL-4 signaling acts as an import 

poor prognostic factor in MM via the overexpression of IL-4R. Furthermore, a recent report 

clearly indicates that hypoxia significantly increased IL-4R expression in wild-type control 

lungs. Also, even though hypoxia significantly up-regulates vascular endothelial growth 

factor (VEGF) receptor expression in the lungs of wild and IL-4R KO mice, 

hypoxia-induced VEGF, VCAM-1, HIF-1α, and ERK phosphorylation are significantly 

diminished in IL-4 KO lungs as compared with wild-type control lungs.  In addition to the 

reports, we have previously reported that a new potent anti-mesothelioma agent 

significantly inhibits hypoxia adaptation of MM cells, partly due to the suppression of 

hypoxia-induced IL-4R expression. Taken together with previous reports and our data, it 

seems to be possible that IL-4/Il-4R signaling is a promising treatment target in MM. Thus, 

the present study was undertaken to confirm this speculation. 

In this study, we first observed that IL-4/IL-4R signaling stimulated by IL-4 ligand 

contributed to the increase of cell viability in MM cells under hypoxia condition. On the 

contrary, we secondly found that the inhibition of the ligand-stimulated IL-4/IL-4R 

signaling by IL-4 antibody or siRNA for IL-4R treatment led to the reduction of cell 

viability in MM cells. Finally, we tried to estimate a possible mechanism on IL-4/IL-4R 

signaling as a poor prognostic factor in MM. As a consequence, we observed that the 

inactivation of IL-4/IL-4R signaling by IL-4 antibody or siRNA for IL-4R treatment led to 

the induction of DKK-1 known as an antagonist for Wnt signaling and subsequently 

inhibition of cyclin D as a cell cycle driver and main target molecule of the Wnt aignaling. 

From the present data, we can speculate that IL-4/IL-4R/DKK-1/cyclin D is a key pathway 

to reduce cell viability in MM. Thus, we conclude that IL-4/Il-4R signaling is a promising 

treatment target in MM.    ・ 
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6つののシアロオリゴ糖部位を有するトリスビピリジン鉄錯体による 

糖鎖間相互作用メカニズムの解析 

 

Hexavalent glycoclusters having tris-bipyridine ferrous complex cores for probing intramolecular 

carbohydrate-carbohydrate interactions  

     

研究代表者 生命科学研究科生命科学専攻博士前期課程 2 年 野中祐紀 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①糖鎖間相互作用 CCIs 

            ②動的コンビナトリアルケミストリー DCLs   

       

平成 27 年度交付額／392,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・ 第 34 回日本糖質学会年会 

            平成 27 年 3 月 

・ 第 9 回バイオ関連化学シンポジウム 2015 

平成 27 年 9 月 

・ Pacific Basin Societies 2015 

  平成 27 年 12 月 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 トリスビピリジン鉄錯体に導入する糖鎖として、これまでに Ca2+存在下にて CCIs が誘起される

との報告例があるラクトース（Lac）に加え、対照糖鎖としてのマルトース（Mal）を選択した。

市販のこれら 2 糖に対する 4 段階の反応により、まずは末端に 1 級アミノ基を有する Lac および

Mal 誘導体を合成した後、2,2’-ビピリジン-5,5’-ジカルボン酸クロライドとアミド縮合させた。最終

的に脱アセチル化を行なうことで、両端に二つの Lac または Mal 部位を有するビピリジンを合成

した。その後、Fe2+と錯化させることで、Lac および Mal 修飾トリスビピリジン鉄錯体（以下、Lac

および Mal 錯体と称する）へと変換した。合成した糖修飾トリスビピリジン鉄錯体に Ca2+を添加

することで生じる Δ-Λ 比の変化をもとに、錯体内部の CCIs を解析した。また、Ca2+の他にも各種

アルカリ金属イオン（Na+、K+）およびアルカリ土類金属イオン（Mg2+）の水溶液を添加した際の

影響についても評価し、Δ-Λ比の変化をもたらす分子メカニズムについてのより詳細な解析を行

った。 

２．研究経過および成果の概要 
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 糖修飾トリスビピリジン鉄錯体の水溶液に、各種アルカリ金属塩（NaCl、KCl）およびアルカリ土類

金属塩（CaCl2、MgCl2）を添加した際の、UV-vis スペクトル変化を評価した。その結果、Lac および

Mal 錯体は、1M 以上の塩を共存させても、

360nm 付近に錯体特有の MLCT 吸収帯を示し

た。このことから、これらの糖修飾ビピリジン

が高濃度の塩存在下でも安定して鉄錯体を形成

することが確認できた。しかし、Mal 錯体では、

塩の添加による凝集とそれに伴うベースライン

の上昇が確認された。凝集を引き起こすために

必要な塩濃度は、アルカリ土類金属イオンで

0.6M 程度、アルカリ金属イオンでは 1.2M 程度

であった。 

 また、これらの水溶液に対して CD スペクト

ル測定を行ったところ、Lac および Mal 錯体と

もに、イオン非存在下ではΛ型錯体よりもΔ型錯体の存在比が高いことが分かった（Fig. 1）。対照

糖鎖を導入した Mal 錯体に塩を添加していくと、塩濃度の上昇に伴ってΔ型錯体の存在比がより増

加する結果となった。Δ型錯体存在比の塩濃度依存性は、典型的なラングミュア型（1 段階）であ

った。一方で Lac 錯体に

おいては、塩濃度の上昇

に伴ってユニークな 2 段

階の変化を示すことが分

かった。この 1 段階目の

変化は塩が低濃度（〜

40mM 程）の場合に生じ、

この濃度域においては塩

濃度の上昇に伴ってΛ型

錯体の存在比が上昇した。

その一方で、2 段階目の

変 化 は 塩 が 高 濃 度

（40mM 以上）の時に生

じ、塩濃度の上昇に伴ってΔ型錯体の存在比が著しく増加した。次に、前述のΔ-Λ比の変化が、

アルカリ（土類）金属イオン（Na+、K+、Ca2+および Mg2+）または、Cl-のどちらに起因するのか

を明らかにするため、様々な参照実験を行った（Fig. 2）。その結果、まず Cl-が錯体内部のアミド

部位と結合することで、Mal 錯体の変化および Lac 錯体の 1 段階目の変化を誘起していることが分

かった。さらに Lac 錯体の場合は、アルカリ（土類）金属イオンが Lac 部位と結合することで 2

段階目の変化が引き起こされていることが示された。本研究から、Lac は各種アルカリ（土類）金

属イオンにより CCIs を引き起こすが、Mal は、これらのイオンが存在しても CCIs を誘起しない

ことが分かった。 

３．今後の研究における課題または問題点 

 

Fig. 1 CD spectral changes of Lac-complexes with increasing 
concentrations of CaCl2 (Conditions: Temp = rt, Solv. = water, d = 0.2 

mm, [bpyLac] = 2.44 mM, [FeCl2] = 7.33 mM, [CaCl2] = 0.0〜0.4 M). 

 

Fig. 2 CD intensities (302 nm) of Lac- and Mal-complexes with increasing concentrations of alkaline / 

alkaline earth metal salts (Conditions: Temp = rt, Solv. = water, d = 0.2 mm, [bpyLac] or [bpyMal] = 2.44 

mM, [FeCl2] = 7.33 mM, [Salts] = 0.0〜0.6 M for Mal-complexes and 0.0〜0.4 M for Lac-complexes). 

 



 

82 

 

 当初申請していた研究内容では、ビピリジンの両端に GlcNAc を導入し糖転移酵素を用いてシア

ロオリゴ糖を導入する予定だったが、GlcNAc よりも水溶性の高い Glc を導入して実験を行ったと

ころ鉄錯体に錯化させる段階で水溶性が悪く錯化が起こらなかった。このことから当初予定してい

た実験系では、研究が行うことが困難なためより水溶性の高い Lac および Mal を導入した糖鎖修

飾鉄錯体にて実験を行った。ビピリジンに GlcNAc を導入して鉄錯体を合成するためには、より水

溶性の上がるスペーサーを導入する必要がある。 

Summary 

 Glycosphingolipids on cell surfaces are composed of carbohydrate heads and ceramide tails, and 

play essential roles in varieties of bioprocesses including fertilizations, differentiations, and cell-cell 

adhesions. In glycosphingolipid chemistry, an increasing interest has been placed on 

carbohydrate-carbohydrate interactions (CCIs), in which the carbohydrate unit of one 

glycosphingolipid recognizes the carbohydrate unit of another glycosphingolipid in specific and, in 

some case, cations-dependent manners. Such CCIs have been now recognized as main driving forces 

to induce various cellular recognition events. Investigation on the CCIs is of quite attractive from 

an industrial viewpoint, since it would supply useful information to design new drugs for 

preventing various diseases triggered by unfavorable cell-cell adhesions (metastases, 

inflammations, etc.). In spite of their importance, not only fluidic nature but also fluctuations of 

glycosphingolipid levels on the cell surfaces make it quite difficult to investigate the CCIs in a 

detailed manner. Simple and well-designed model systems are, therefore, highly required in this 

research field. 

We present one of model systems we developed, that is, a tris-bipyridine ferrous complex carrying 

hexavalent lactoside (Lac) clusters to investigate lactoside-lactoside interactions, or main driving 

forces to induce lactosylceramide-lactosylceramide interactions. To access this model system, we 

synthesized 2,2-bipyridine having a -Lac at each pyridine unit and then, mixed it with Fe2+ to 

construct the corresponding tris-bipyridine ferrous complex carrying hexavalent Lac-clusters 

([Fe(bpyLac)3]Cl2). In additions, we also constructed a tris-bpyridine ferrous complex having 

hexavalent maltoside (Mal) clusters ([Fe(bpyMal)3]Cl2). Since their N-Fe coordination bonds are 

reversible at the ambient temperature, the resultant complexes provide dynamic combinatorial 

libraries (DCLs) composed of two diastereomeric stereoisomers (- and -forms) with their own 

carbohydrate packings. If one of the DCL members has suitable carbohydrate packings, it would be 

stabilized and enriched through the intramolecular CCIs. In fact, we found that additions of Ca2+ 

(~50 mM) strongly enriched the -forms in both [Fe(bpyLac)3]Cl2 and [Fe(bpyMal)3]Cl2. These 

binding profiles are, however, quite different from each other; that is, [Fe(bpyLac)3]Cl2 showed a 

sigmoidal binding profile on the  additions of Ca2+, while [Fe(bpyMal)3]Cl2 did Langmuir-type one. 

We are now conducting comprehensive investigations to explain these unique binding profiles. The 

results would be discussed in the symposium. 
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研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 イネの種子を部位別に分離後、ヒドラジン分解による全糖鎖の切り出し抽出を行った。次に糖鎖に蛍

光標識を導入し、糖鎖の可視化を行った。得られた蛍光標識糖鎖は、数種類の高速液体クロマトグラフ

ィー（HPLC）分析を行うことによって各種構造別に糖鎖を分離し、これらの情報をもとに二次元糖鎖

マッピングを行った。さらに、分離された糖鎖の糖組成及び糖鎖結合部位・結合様式については、質量

分析装置や各種糖質分解酵素を用いて決定した。次に品質評価システムとして、各発生段階および各生

育環境下に存在するイネの糖鎖パターンを比較解析にて評価した。 

  

２．研究経過および成果の概要 

 育苗はイネの収量や品質を左右する要因の一つであることから、育苗状態の早期判定・評価はイネの

品質評価システムにおける重要な項目の一つである。本システムの最大の利点は、発生初期段階のイネ

における糖鎖パターンの比較解析を統合的かつ定量的に進めることにより、イネの育苗状態の監視・評

価を可能にした点である。構築したイネの品質評価システムを図 1 に示す。生育環境の異なる 2 つのサ

ンプル（A,B）の糖鎖パターンの比較解析を行ったところ、サンプル B はサンプル A と比較して複数の

ピークの減少が確認された（図 1、点線枠）。この事から、本システムは、イネの品質を左右する育苗状

態の評価や、極めて育成初期段階における迅速な品質評価が可能であることが示された。これらの結果

を踏まえ、本報告書では新たなイネの品質評価方法を提案する。まず、発芽誘導初期段階におけるイネ

の品質評価である。本研究では、発芽後のイネ胚部において、発芽前には存在しない新たな糖鎖パター

ンが出現している事を確認した。さらに、より成長度の増したイネの糖鎖パターンの比較解析から、イ

ネは各育成ステージ特有の糖鎖パターンを有していることが明らかとなった。この事は、監視・評価可

能なイネの育成ステージを大幅に向上させるだけではなく、生育初期の各発生段階におけるイネの品質
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のモニタリングが可能であることを示した（図 1）。さらに、このような糖鎖パターンは発生段階や部位

別の比較解析だけではなく、「登熟障害を受けた種子と正常に育った種子の比較」や「日照度の異なる

種子の比較」、さらには「ジャポニカ品種とインディカ品種の比較」など、イネの品質に関わる幅広い

解析への応用が期待される。続いて、重金属汚染を受けたイネの品質評価である。一般的に、糖鎖構造

は環境変化などの外的要因の影響を敏感に受けることが知られているものの、環境への流出とその影響

が懸念される化学物質の毒性評価において、汚染の影響を受けた生物の糖鎖情報についての知見は殆ど

なく、現状では継続的な環境修復などに利用されていないのが現状である。そこで、糖鎖パターン比較

解析を用いた、重金属汚染を始めとする様々な環境変化を受けたイネの品質評価方法を確立するための

第一段階として、重金属である銀ナノコロイドを曝露したイネと通常生育条件下で生育したイネの糖鎖

パターンの比較解析を行った。その結果、銀ナノコロイド曝露区のイネにおいて、有意に増加した糖鎖

構造の存在が明らかとなった。この事から、糖鎖構造は外部環境の変化を敏感に受けていることから、

重金属汚染を始めとする様々な環境変化に曝されたイネの品質評価において、発生初期段階における指

標として有効であり、糖鎖分析を介した新たなイネの品質評価方法の開発が可能であると考えられた。

このような糖鎖パターンの比較解析を実際の産業において利用することにより、イネの環境変化に対す

る耐性能力の評価、あるいは品種別の比較や生長後の機能性成分の有無などを迅速に判定することが可

能となり、さらにはイネの生育・健康状態の監視・評価等に役立つことが期待される。本報告書で提案

するイネの糖鎖構造解析に関する研究開発が大きく進展する事により、これまで識別・評価する事が困

難であった新品種の識別・評価や、イネの生育状態に関する網羅的迅速分析が可能となり、さらに、イ

ネを始めとする穀物の新しい品質管理方法、安全性評価、疾病の予防、診断、評価等に応用が可能な事

から、次世代の農産業におおいに貢献できることが期待される。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 第一の課題として、より多くの品種や異なる環境下

で生育されたイネの網羅的迅速分析を可能にすること

を目的とした、より迅速な分析・評価方法の確立が挙

げられる。具体的には、HPLC に用いる溶離液の濃度

勾配の調整による糖鎖パターンの分析条件の最適化を

図り、分析時間の短縮を試みる。続いて第二の課題と

して、上記の網羅的迅速分析法を用いた、多種多様な

品種のイネや、様々な生育環境下で生育されたイネ、

疾病状態のイネなどの糖鎖パターンの網羅的解析が挙

げられる。このような糖鎖パターンの網羅的な解析に

より、糖鎖パターンとイネの生長・生育状態の相関関

係を明らかにすることを目指す。 

 

Summary 

  All fundamental information such as signal transduction, metabolic control, infection, 

cell-to-cell signaling, and cell differentiation related to the growth of plants are preserved in germs. 

Comprehensive plant N-glycan analyses have been conducted in order to investigate the biological 
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significance of plant-specific N-glycans. However, N-glycan-mediated biological functions remain obscure 

in plant. In preserving information, glycans have a key role and are involved in the development and 

differentiation of organisms. Glycans which exist in rice germ are expected to have an important 

role in germination. In this study, we performed structural and correlation analysis of the N-glycans 

in rice germ before and after germination. Our results confirmed that the N-glycans in the 

ungerminated stage of the rice germ had low number of N-glycans consisting only of six kinds 

especially with high-mannose and paucimannose type N-glycans being 16.0% and 76.7%, 

respectively. On the other hand, after 48 hours germinated germ stage, there was an increase in the 

complex type N-glycans with the appearance of Lewis a structure, the most complex type and a 

decrease in paucimannose types. These results suggest that at least six kinds of N-glycans are 

utilized for long time preservation of rice seed, while the diversification of most complex types of 

N-glycans is produced an environment dependent for shoot formation of rice, and also suggested that 

the transition of N-glycan including transition of glycoprotein and glycosyltransferase is closely related to 

growth of plant. 
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研究経過および成果の概要 

【背景・目的】 

 超好熱性アーキア Thermococcus kodakarensis は、PolB と PolD の 2 つの DNA ポリメラーゼ

を保持している。これらのうち、PolB は、本菌の生育に必須では無いことが明らかとなっている。

polB 遺伝子完全破壊株（ΔpolB 株）が、紫外線、電離放射線、種々の化学物質（マイトマイシン

C, メタンスルホン酸メチル）といった変異原に高い感受性を示すことから、PolB は、本菌の DNA

修復において重要な役割を果たしていると考えられた。本研究の目的は、マーカー遺伝子を用いて

T. kodakarensis の突然変異体出現頻度を評価すると共に、PolB の有無が本菌の突然変異の誘発頻

度に及ぼす影響を明らかにすることである。 

【方法】 

 マーカー遺伝子として大腸菌（Escherichia coli）の rpsL 遺伝子を用いた。rpsL 遺伝子は 30S

リボソームタンパク質の S12 サブユニットをコードする必須遺伝子である。本研究では、野生型

rpsL 遺伝子を組込んだプラスミドを T. kodakarensis に保持させ、適宜培養後、回収し、E. coli TH2

株に導入した。E. coli TH2 株は、変異型 rpsL 遺伝子を持つストレプトマイシン耐性株である。rpsL

遺伝子は、変異型に対し、野生型が優性形質である。そのため、プラスミドの導入により、野生型

rpsL 遺伝子をヘテロで持つようになった株は、ストレプトマイシン感受性（Sms）となる。一方、

変異型 rpsL 遺伝子をホモで持つことになった株はストレプトマイシン耐性（Smr）のままである。

ストレプトマイシン添加固体培地に現れたコロニー数を無添加固体培地に現れたコロニー数で除

して、突然変異体出現頻度（mutant frequency：MF＝Smr／（Smr＋Sms））を算出した。 

【結果】 

 プラスミド pKF3 を鋳型に PCR を行い、rpsL 遺伝子とその制御領域を増幅した。この DNA 断

片を T. kodakarensis - E. coli シャトルベクターpTKG02 の EcoRⅤサイトに組込んだ。組込んだ領

域をシーケンス解析し、野生型 rpsL 遺伝子を持つプラスミド pTKGrpsL1 を得た。これらのプラ

スミドを用いて、Gene Pulser XcellTM エレクトロポレーションシステム（BIO-RAD）により E. coli 
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TH2 株を形質転換した。エレクトロポレーション法は、添付のプロトコルに準じた。E. coli MV1184

株から調製した pTKGrpsL1 で E. coli TH2 株を形質転換すると、MF は 0.018×10-3（ストレプト

マイシン添加／無添加＝22 個／1.2×106個）であった。ポジティブコントロール実験として、rpsL

遺伝子を組込んでいないプラスミド pTKG02 で形質転換すると、ストレプトマイシンの有無によ

らず、ほぼ同数のコロニーが出現した（ストレプトマイシン添加／無添加＝2083 個／1963 個）。 

 E. coli MV1184株から調製した pTKGrpsL1をT. kodakarensis親株およびΔpolB株へ導入した。

これらの組換え体を至適生育温度で親株が定常期後期に達するまで培養後（85℃, 17 時間）、プラ

スミドを回収した。回収プラスミドを用いて、E. coli TH2 株を形質転換し、MF を算出した。親株

由来のプラスミドを用いた場合、MF＝3.3±1.0 (SE)×10-3であったのに対し、ΔpolB 株由来のプ

ラスミドを用いた場合、MF＝3.2±0.7 (SE)×10-3であった。この結果から、定常期後期に到達（85℃

で 17 時間培養）した親株とΔpolB 株の突然変異体出現頻度は、ほぼ同等であることが明らかとな

った。 

【今後の課題】 

 ストレプトマイシン添加培地に現れた E. coli よりプラスミドを抽出し、シーケンス解析すること

で、親株とΔpolB 株で生じる変異の種類に違いがあるか検証したい。更に、培養温度を変化させた

時や各種変異原に曝露した時の突然変異体出現頻度と変異のスペクトルについて明らかにしたい。 

 

 

Summary 

     Hyperthermopilic archaeon Thermococcus kodakarensis possesses two DNA polymerases, 

family B and family D DNA polymerases designated as PolB and PolD, respectively.    

Recently, it was reported that PolB was not essential for cell viability in two euryarchaeal 

species, whereas in vitro analyses revealed that PolB could synthesize DNA with high 

processivity and high fidelity.  The polB gene disruptant (ΔpolB strain) of T. kodakarensis was 

also successfully constructed in our laboratory.  The ΔpolB strain showed high sensitivity to 

DNA damage caused by UV, γ-rays, and DNA alkylating agents (methyl methanesulfonate 

(MMS) and mitomycin C (MMC) ) .  We focused on mutant frequency (MF) in each T. 

kodakarensis DAD (host strain) and ΔpolB mutant cell. 

     The rpsL gene was used as a marker gene, which encodes ribosomal protein S12 known to 

be a target of streptomycin.  The rpsL gene derived from Escherichia coli was inserted into the 

EcoRV site of the E. coli - T. kodakarensis shuttle vector pTKG02.  The resulting plasmid was 

designated pTKGrpsL1.  The rpsL system is based on inactivation of the rpsL gene in the 

plasmid.  The streptomycin-resistance allele in E. coli TH2 strain is recessive to the wild type 

rpsL gene.  Therefore, E. coli TH2 cells carrying a plasmid harboring the wild-type rpsL gene 

exhibit a streptomycin-sensitive phenotype.  If the rpsL gene in the plasmid are mutated and 

inactivated, E. coli TH2 cells carrying the plasmid remain streptomycin-resistant.  Each 

pTKGrpsL1 was extracted from DAD and ΔpolB cells which were cultivated at 85℃ for 17 h 

and introduced into E. coli TH2 strain.  The number of transformants on the plates 

with/without streptomycin was verified.  Mutant frequency was calculated as the ratio of 
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transformation efficiency on selective medium (with streptomycin) to that on non-selective 

medium (without streptomycin).  DAD (3.3±1.0 (SE)×10-3) and ΔpolB (3.2±0.7 (SE)×10-3) 

strain showed almost the same values of mutant frequency, and both these values were 

significantly increased compared with background ones (1.8×10-5) . 


