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2018 年度⽇本農芸化学会関⻄⽀部⼤会
第 505 回講演会

講 演 要 旨 集

2018 年 9 ⽉ 14 ⽇（⾦）・15 ⽇（⼟）

国⽴⼤学法⼈

京都⼯芸繊維⼤学

松ヶ崎キャンパス

2018 年度⽇本農芸化学会関⻄⽀部⼤会(第 505 回講演会)
公益社団法⼈

⽇本農芸化学会

関⻄⽀部

国⽴⼤学法⼈

京都⼯芸繊維⼤学

（共催）

⽇程︓2018 年９⽉１４⽇（⾦）
・１５⽇（⼟）
会場︓国⽴⼤学法⼈
第１⽇⽬

京都⼯芸繊維⼤学

松ヶ崎キャンパス

９⽉１４⽇（⾦）

開会挨拶

センターホール

１３:００〜

講演会

センターホール

１３:０５〜

⽀部技術賞表彰式

センターホール

１５:００〜

受賞講演

センターホール

１５:０５〜

⼀般講演

東３号館（ノートルダム館）

１６:３０〜

懇親会

60 周年記念館２階

⼤セミナー室

１８:００〜

執⾏部会

60 周年記念館２階

⼩セミナー室

１０︓００〜

幹事会

60 周年記念館２階

⼤セミナー室

１１︓００〜

参与会

60 周年記念館１階

講義室

１２︓００〜

⽀部幹事会など

第２⽇⽬

９⽉１５⽇（⼟）

⼀般講演

⼤会参加費︓
懇親会参加費︓

東３号館（ノートルダム館）

１０︓００〜

⼀般２,０００円、学⽣無料（学⽣証をお持ちください）
⼀般４,０００円、学⽣１,０００円

1
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京都⼯芸繊維⼤学松ヶ崎キャンパスへのアクセス

京都駅より
市営地下鉄烏丸線「国際会館」⾏きに乗⾞(約１8 分)「松ヶ崎駅」下⾞、徒歩約 8 分
京阪三条駅より
市営地下鉄東⻄線「太秦天神川」⾏きに乗⾞、「烏丸御池駅」で地下鉄烏丸線・国際会
館⾏きに乗り換え、「松ヶ崎駅」下⾞、徒歩約 8 分

3
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市営地下鉄松ヶ崎駅からキャンパスまで
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市営地下鉄烏丸線「松ヶ崎駅」出⼝１を出て、北⼭通を東へ
４つめの信号を南へ
「松ヶ崎駅」から徒歩約 8 分

許可を得て京都市交通局の HP から転載

4
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キャンパスマップ

北⻄⾨からキャンパスに⼊ることも可能ですが、多くの⽅が構内で迷われます。
地下鉄松ヶ崎駅出⼝１を出て、北⼭通を東へ。４つめの信号を南に下がって、中央⾨か
らキャンパスに⼊られることを強くお薦めします。

5
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会場案内図
センターホール
講演会、⽀部技術賞授賞式、受賞講演

会場

６０周年記念館
懇親会、⽀部執⾏部会、⽀部幹事会、⽀部参与会

6
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会場

東３号館（ノートルダム館）
⼀般講演

会場

7
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⼤会参加者へのご案内
1. 参加受付
受付（1 ⽇⽬：16:00 までセンターホール 1F、16:00 以降および 2 ⽇⽬：A 会
場前）にて、講演要旨集と名札をお受け取りください。事前決済がお済みでない
⽅は受付にてお⽀払いください。名札には所属、⽒名を記⼊し、会場内でご着⽤
ください。
⼤会参加費

：⼀般 2,000 円、学⽣無料（学⽣証をお持ちください）

懇親会参加費：⼀般 4,000 円、学⽣ 1,000 円
2. ⽀部参与会（1 ⽇⽬

12:00〜13:00）

⽀部参与会に御出席される先⽣は、12:00 までに⽀部参与会会場（60 周年記念
館 1 階講義室）にお集まりください。
3. 懇親会
懇親会は 1 ⽇⽬ 18:00 から、⼤学内の 60 周年記念館 2 階⼤セミナー室にて開催
します。事前に懇親会への参加登録をしていない場合は、当⽇、受付にてお申込
みください。
4. 遺失物・拾得物
お忘れ物、落し物等がある場合は、受付へお越しください。また、会場内での忘
れ物、落し物等を拾得された⽅は、受付までお届けください。
5. 飲⾷
講演会場内では飲⾷禁⽌です。休憩室として K203 室(B 会場向かい)をご利⽤く
ださい。
6. 昼⾷
1 ⽇⽬は⼤学の学⽣⾷堂を利⽤できます。2 ⽇⽬の学⽣⾷堂はお休みです。最寄
りのコンビニエンスストア（ローソン）は地下鉄「松ヶ崎駅」の「出⼝１」の向

8
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かいにあります。北⼭通に飲⾷店が多数あります。
7. 喫煙
⼤学構内は、指定された場所を除いて禁煙です。60 周年記念館東側に喫煙所があ
ります。
8. その他
•

⼤学構内には⼗分な駐⾞スペースがありませんので、公共交通機関でお越しく
ださい。

•

無許可で講演を写真撮影、録画・録⾳等をすることはお断りします。

•

クロークはございません。

9
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⼀般講演発表者の⽅へ
1. 発表形式
⼀般講演にはご⾃⾝の PC をお使いいただきます。電源ケーブルを必ずご準備く
ださい。プロジェクターへの映像出⼒端⼦はミニ D-Sub15pin 端⼦のみ使⽤でき
ます。それ以外の形状のものや Mac の場合は変換アダプターが必要ですので、必
ずご持参ください。
2. 講演時間
講演時間は 15 分（発表 12 分、質疑応答 3 分、パソコン繋ぎ換えの時間を含む）
です。時間厳守でお願いいたします。
3. 発表⽤データ
講演当⽇の PC の不具合に備え、発表⽤ファイル（オリジナルファイルと PDF 等
汎⽤形式）をコピーした USB メモリをご持参ください。
4. その他
•

演者は講演開始 10 分前までにパワーポイントを開いた状態で「次演者席」に
て待機し、前演者の講演終了後直ちにディスプレイケーブルを PC に接続して
ください。

•

演者は講演終了後、直ちにディスプレイケーブルを PC から外し、次演者にお
渡しください。

10
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⼀般講演座⻑⼀覧

⽇時

会場

担当演題番号

座⻑名（所属）

9 ⽉ 14 ⽇

A

A41〜A43

森⽥重⼈（京府⼤院・⽣命環境）

9 ⽉ 14 ⽇

A

A44〜A45

⽥茂井政宏（近畿⼤院・農）

9 ⽉ 15 ⽇

A

A51〜A54

神⼾⼤朋（京⼤院・⽣命）

9 ⽉ 15 ⽇

A

A55〜A58

芦⽥均（神⼾⼤院・農）

9 ⽉ 14 ⽇

B

B41〜B45

⻲井康富（京都府⽴⼤・⽣命環境）

9 ⽉ 15 ⽇

B

B51〜B54

森直樹（京⼤院・農）

9 ⽉ 15 ⽇

B

B55〜B60

秋野順治（京⼯繊⼤・応⽤⽣物）

9 ⽉ 14 ⽇

C

C41〜C45

⽚岡道彦（阪府⼤・⽣命環境）

9 ⽉ 15 ⽇

C

C51〜C54

澤⼭茂樹（京⼤院・農）

9 ⽉ 15 ⽇

C

C55〜C60

橋本渉（京⼤院・農）

11
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・

プログラム

13

第１⽇⽬

９⽉１４⽇（⾦）

センターホール
13:00〜13:05

開会の挨拶

13:05〜

講演会

13:05〜13:50

「おいしさの構造」
演者：伏⽊ 亨（⿓⾕⼤学）
座⻑：鈴⽊秀之（京都⼯芸繊維⼤学）

13:50〜14:20

「モンシロチョウ由来サイトトキシンによる⽣体組織の
機能不全化とその応⽤」
演者：⼩⾕英治（京都⼯芸繊維⼤学）
座⻑：北島佐紀⼈（京都⼯芸繊維⼤学）

14:20〜14:50

「微⽣物遺伝資源を利⽤するキラル化合物合成法の開発」
演者：⼋⼗原良彦（株式会社カネカ）
座⻑：鈴⽊秀之（京都⼯芸繊維⼤学）

14:50〜15:00

休憩

15:00〜15:05

⽀部技術賞表彰式
「酒粕の機能性に関する研究 〜⽢酒、にごり酒への応⽤〜」
⽉桂冠株式会社
⼤浦 新、堤 浩⼦、⼊江元⼦、⼤澤⿇⽔

15
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15:05〜

受賞講演

15:05〜15:35

2018 年度 農芸化学技術賞
「GABA の⽣産技術の確⽴と⾼機能⾷品の市場開発」
演者︓⼭津敦史（株式会社ファーマフーズ）
座⻑︓⽔野雅史（神⼾⼤学）

15:35〜16:05

2018 年度 ⽇本農芸化学会功績賞
「タンパク質の新機能性開発に関する多⾯的基盤研究」
演者︓裏出令⼦（京都⼤学）
座⻑︓⽔野雅史（神⼾⼤学）

16:05〜16:30

休憩

東３号館（ノートルダム館）
A 会場（K101 教室）
16:30

A41

アスコルビン酸ペルオキシダーゼ遺伝⼦(APXII)の選択的スプラ
イシング制御因⼦の解析
○⼤原晨亜 1, ⽥部記章 2, 吉村和也 3, ⽥茂井政宏 1, 重岡成 1
1

16:45

A42

近畿⼤院・農・バイオ, 2NAIST, 3 中部⼤・応⽣・⾷栄

Plant AT-rich sequence and zinc-binding protein (PLATZ) 転
写因⼦ファミリーの機能解析
○瀬古友梨恵 1, ⽥部記章 2, ⽥茂井政宏 1, 重岡成 1
1

17:00

A43

近畿⼤院・農・バイオ, 2NAIST

シロイヌナズナにおける bHLH11 転写因⼦を介した鉄取り込み機
構の解析
○野澤昂太郎 1, ⽥部記章 2, 野志昌弘 3, ⽥茂井政宏 1, 重岡成 1
1

近畿⼤院・農・バイオ, 2NAIST, 3 和歌⼭信愛・⽣活・⾷栄

16
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17:15

A44

漆における過酸化⽔素の⽣成とその影響
○池永誠 1, 橘洋⼀ 1, 北島佐紀⼈ 2
1

17:30

A45

京都市産技研, 2 京⼯繊⼤・応⽤⽣物

イネエチレンレセプターOsERS1 の発芽と初期⽣⻑における機能
解析
○森⽥重⼈ 1,2，⾕柚希 1，中村淳⼀ 1，増村威宏 1,2
1

京府⼤院・⽣命環境，2 京都農技セ⽣資セ

B 会場（K201 教室）
16:30

B41

ハナショウガ抽出液の暑熱ストレス耐性向上効果
○⼩林永和, 上⽥修司, 加藤良毅, ユンサンスン, 津曲涼介,
⼭之上稔, ⽩井康仁
神⼾⼤・農

16:45

B42

ヒト Bcl-2 ファミリーBcl-rambo と VDAC はショウジョウバエに
おいて遺伝学的相互作⽤を⽰し、ヒト培養細胞株において協調的
にカスパーゼの活性化を促進する
◯⽥中嶺⼠, 松原久典, ⽴⽯⻯也, 吉⽥英樹, ⼭⼝政光, ⽚岡孝夫
京⼯繊⼤院・応⽤⽣物

17:00

B43

⻑期的な運動による⽼化促進モデルマウス（SAMP8）の筋機能低
下の改善効果
○瀧川花穂, 松⽥凛太郎, 内富蘭, ⼤⻄拓⼰, 畑澤幸乃, ⻲井康富
京都府⽴⼤・⽣命環境

17:15

B44

胎児期の抗アンドロゲン剤暴露による膵臓β細胞の発達と⾎糖値
への影響
○四元優佑 1, 甲⽊孝弘 1, 與⽥安紘 1, 乾博 2, 原⽥直樹 1,
⼭地亮⼀ 1
1

17:30

B45

⼤阪府⼤院・応⽤⽣命, 2 ⼤阪府⼤・栄養

ヒト浮遊培養細胞への遺伝⼦導⼊⼿法の検討
○⽊村泰久 1, 松尾道憲 1, ⽊岡紀幸 1, 植⽥和光 1,2
1

京⼤院・農・応⽤⽣命, 2 京⼤・iCeMS

17
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C 会場（K301 教室）
16:30

C41

ピーマン果実の苦味惹起成分
○森本正則 1, 段上輝之 2
1

16:45

C42

近畿⼤・応⽣化, 2 ナント種苗

(R)-3-キヌクリジノールの⾼効率⽣産に関する研究
○岡⽥圭以⼦, 李暁彤, 品⽥雅, 松原充, ⽚岡道彦
阪府⼤院・⽣命環境

17:00

C43

全アミノ酸スキャニング変異導⼊法による Bacillus sp. 41M-1 株
由来キシラナーゼの耐熱化
○中⾕滉太 1, ⽚野裕太 1, 兒島憲⼆ 1, 滝⽥禎亮 1, ⼋波利恵 2,
中村聡 2, 保川清 1
1

17:15

C44

京⼤院・農, 2 東⼯⼤・⽣命理⼯

全アミノ酸スキャニング変異導⼊法と無細胞タンパク質合成系を
⽤いた MMLV 逆転写酵素の耐熱化
⽚野裕太 1, ○李瞳陽 1, ⾺場美聡 1, 中村実世 1, 伊東昌章 2,
滝⽥禎亮 1, 保川清 1
1

17:30

C45

京⼤院・農, 2 沖縄⾼専

エカルディーグティエール症候群（AGS）の患者で同定された変
異が導⼊された組換えヒト RNase H2 の性状解析
○⻄村拓⼈, ⾺場美聡, 兒島憲⼆, 滝⽥禎亮, 保川清
京⼤院・農

18
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第２⽇⽬

９⽉１５⽇（⼟）

東３号館（ノートルダム館）
A 会場（K101 教室）
10:00

A51

ピペリンは TRPV1 を介して AMPK を活性化し, グルコース取り込
みを促進する
〇前⽥歩海 1, ⽩鞘⼤志 1, 吉岡泰淳 2, ⼭下陽⼦ 1, 芦⽥均 1
1

10:15

A52

神⼾⼤院・農，2 神⼾⼤院・科技イノベ

⽣理的濃度域のルテオリンによる Nrf2/ARE 経路を介した薬物代
謝酵素の発現調節機構
〇牧⼭敦志 1，北⾵智也 2， ⼭下陽⼦ 1，芦⽥均 1
1

10:30

A53

神⼾⼤院・農，2 神⼾⼤院・科技イノベ

⿊⼤⾖ポリフェノールの吸収、代謝、分布と排泄および⾎管機能
に及ぼす影響に関する研究
○王柳⻘ 1, ⼭下陽⼦ 1, 仲村明⽇賀 1, 中川純⼀ 2, 難波⽂男 3,
齋藤静 3, ⼾⽥登志也 3, 芦⽥均 1
1

10:45

A54

神⼾⼤院・農・⽣命機能科学, 2 三圭会・中川医院, 3 フジッコ（株）

Proteins accumulated in Ficus carica latexes play defensive
role against pests.
○Eric Hyrmeya Savadogo1, Wataru Aoki2, Kazufumi Yazaki2,
Ryosuke Munakata3, Toki Taira4, Shunsuke Aburaya2,
Susumu Hibino1, Haruna Yano1, Masamitsu Yamaguchi1,
Hideki Yoshida1, Takanari Umegawachi1, Ryo Tanaka1,
Dan Ngoc Anh Suong1, Sakihito Kitajima1
1

Kyoto Institute of Technology, 2Kyoto University, 3Universite

de Loraine, 4University of the Ryukyus
11:00

A55

ジャバラ果⽪由来ポリメトキシフラボノイドの抗肥満活性
○奥野祥治 1，⼤⽥時帆 1，宇都宮洋才 2，河野良平 2，野村幸⼦ 2
1

和⾼専・⽣化，2 和歌⼭医⼤

19
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11:15

A56

⼤⾖・ヒヨコ⾖イソフラボンによる THP-1 細胞からのインターロ
イキン-12 産⽣誘導
○⾼橋佑治 1，中⾕優太 1，⻄野勝俊 1，Riadh Ksouri2，
増⽥誠司 1，神⼾⼤朋 1，礒⽥博⼦ 3，永尾雅哉 1
1

京⼤院・⽣命，2CBBC・Tunisia，3 筑波⼤院・⽣命環境・地中海・

北アフリカ研究センター
11:30

A57

⽩ナタマメより粗抽出したゲル化物質の物理化学的特性
○⻄澤果穂, ⾼橋美咲, ⻄浦彩夏, ⽥添英⾥, 松浦志帆, 有井康博
武庫川⼥⼦⼤

11:45

A58

京野菜のポリアミン
○藤原有希, 鈴⽊秀之
京⼯繊⼤・応⽤⽣物

B 会場（K201 教室）
10:00

B51

トビイロシワアリの道しるべフェロモン： 6-メチルサリチル酸メ
チルの同定
○中村哲朗, 原⽥恭⼦, 秋野順治
京⼯繊⼤・応⽤⽣物

10:15

B52

シルクで体臭を抑えられるか？
○⼀⽥（髙濱）昌利, ⾕⼝慧, 宮地遥, 秋野順治
京⼯繊⼤・応⽤⽣物

10:30

B53

カイコガ精⼦成熟誘発因⼦であるセリンプロテアーゼの基質精液
タンパク質探索
○⻑岡純治, 枩⽥紗希, 髙村智⼦，⼟居梓
京⼯繊⼤・応⽤⽣物
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10:45

B54

Kujigamberol およびその類縁体は炎症性サイトカイン誘導性の
細胞接着因⼦の発現と糖鎖修飾に作⽤する
○⾕垣⾥穂 1, 福原早友⾥ 1, ⽊村賢⼀ 2, ⽚岡孝夫 1
1

11:00

B55

京⼯繊⼤院・応⽤⽣物, 2 岩⼿⼤・農

NF-κB シグナル伝達経路とその標的遺伝⼦ ICAM-1 の発現に対
する五環性トリテルペノイド類の作⽤機序の解析
○⾺場康輔 1, 平松令⼦ 1, Benjamart Suradej1, ⾕垣⾥穂 1,
⼩枝清花 2, 和久友則 2, ⽚岡孝夫 1
1

11:15

B56

京⼯繊⼤院・応⽤⽣物, 2 京⼯繊⼤院・分⼦化学

リンゴ果実における傷害応答性トリテルペン類の⽣理活性
○⼤畑勇統 1, 森⽥沙代 1, 吉永直⼦ 1, ⽯栗陽⼀ 2, 森直樹 1
1

11:30

B57

京⼤農, 2 ⻘森産技セ

りんご研

糖類による⻘枯病菌⼆次代謝の活性化
○村井勇太 1, ⽯川陽⼦ 1, 坂⽥恵 1, 曵地康史 2, 甲斐建次 1
1

11:45

B58

阪府⼤院・⽣命環境, 2 ⾼知⼤・農

植物の光形態形成反応の制御を⽬的としたアゾ-ヒドラゾン系ホ
ウ素錯体の合成
○塩⾒⾶翔, 種将太郎, 園⽥素啓, ⾕森紳治
阪府⼤院・⽣命環境

12:00

B59

⽔中の重⾦属イオンの固定化が可能なジチオカルボン酸誘導体の
合成と除去能評価
○⼭⼝浩明, 尾崎紀哉, 野元昭宏, ⼩川昭弥
阪府⼤院・⼯

12:15

B60

最少培地における枯草菌によるγPGA ⽣産
Chumsakul Onuma1, 増⽥健太 2, 森本拓也 2, 影⼭泰 2,
尾崎克也 2, 萩原浩 2, 吉⽥健⼀ 3, ○⽯川周 3
1

奈良先端⼤, 2 花王, 3 神⼾⼤学・イノベーション
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C 会場（K301 教室）
10:00

C51

焼酎粕は⼤腸菌の良好な培地である
○⻄⽥和⽣ 1, ⽟置尚徳 2, 鈴⽊秀之 1
1

10:15

C52

京⼯繊⼤院・応⽣, 2 ⿅⼤・農

デンプンを炭素源として利⽤できる⼤腸菌の育種
○⻄村真波, 鈴⽊秀之
京⼯繊⼤・応⽤⽣物

10:30

C53

窒素固定細菌 Azotobacter vinelandii による「廃グリセロール」
からの有⽤ポリマー⽣産
○吉⽥暢広 1, 菅原良実 2, 南部優⼦ 1, 村⽥幸作 3, 橋本渉 1
1

10:45

C54

京⼤院・農, 2 京都市・環境政策局, 3 摂南⼤・理⼯

ヒト細胞外マトリックス由来断⽚化ヒアルロン酸を取り込む連鎖
球菌ホスホトランスフェラーゼ系
○⽼⽊紗予⼦ 1, 村⽥幸作 2, 橋本渉 1
1

11:00

C55

京⼤院・農, 2 摂南⼤・理⼯

クロレラ転写因⼦過剰発現による脂質合成能向上
○徳永早紀 1, 三⽥将平 1, 浦⼝裕介１, 久保裕⽣ 2, 城井真⾐ 2,
中川聡 1,2, 澤⼭茂樹 1,2
1

11:15

C56

京⼤院・農, 2 京⼤・農

緑藻 Chlamydomonas reinhardtii のリンゴ酸酵素遺伝⼦過剰発
現による脂質合成能向上
○三⽥将平 1，浦⼝裕介 1，徳永早紀 1，久保裕⽣ 2，城井真⾐ 2,
中川聡 1,2, 澤⼭茂樹 1,2
1

11:30

C57

京⼤院・農，2 京⼤・農

Thiol-ene 反応を⽤いたビニル化合物⽣産菌の分離技術の開発
○佐野芽⽣ 1, ⿊⽥ひかり 1, ⼩原仁実 1, 安藤寛 2, 松本圭司 2,
⿇⽣祐司 1
1

京⼯繊⼤・バイオベース, 2(株)カネカ・R&D 企画部
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11:45

C58

Heck 反応を⽤いたビニル化合物⽣産菌の分離技術の開発
○⽮⽥椋⼰ 1, 佐野芽⽣ 1, ⼩原仁実 1, 安藤寛 2, 松本圭司 2,
⿇⽣祐司 1
1

12:00

C59

京⼯繊⼤・バイオベース, 2(株)カネカ・R&D 企画部

酵⺟プリオン様因⼦[GAR+]を介した清酒酵⺟-⽣酛乳酸菌間の相
互作⽤
○熊野舞⾹ 1，渡辺⼤輔 1，杉本幸⼦ 1，砂⽥啓輔 2，⾼橋俊成 2，
⼭⽥翼 2，⾼⽊博史 1
1

12:15

C60

奈良先端⼤・バイオ， 2 菊正宗酒造株式会社

酵⺟⾮遺伝的因⼦[GAR+]がアルコール発酵と遺伝⼦発現に及ぼ
す効果
○渡辺⼤輔，熊野舞⾹，杉本幸⼦，⾼⽊博史
奈良先端⼤・バイオ
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講演会

おいしさの構造

伏木 亨
龍谷大学農学部食品栄養学科
龍谷大学食の嗜好研究センター

おいしさは卑近でありながら最も曖昧な感覚であると言える。しかしながら、
このような多様で曖昧に見える「おいしさ」が、すべての料理や食の開発の根
底に横たわっており、食に関わる現場の困惑をもたらしてきた。今でも、
「その
道のプロの舌」に依存するしかない。いわゆるビッグデータ解析の発達で、設
定された条件に対して最適解を割り出せる可能性が見えてきたものの、おいし
さの何をゴールとすべきかは明らかではない。また、応用につながる原理を明
らかにするには至っていない。
本発表では、食のおいしさが食品の分析だけでは理解できないこと、おいし
さには必ずどこかに人間の判断が必要なことを述べ、おいしさに対して人間が
判断を下すための基本的な要素を探る重要性を解説する。
食嗜好の構造を明らかにすることによって、科学になじまないと思われてき
たおいしさをいくつかの要素に分解することで定量的なアプローチを可能にす
る。さらに、その解析方法の研究の現状に関して、チーズや日常的な食品など
へのおいしさ評価の実施例を紹介するとともに、日本酒と料理の相性といった
物質的な実態が希薄な感覚への応用例を紹介する。また、おいしさの評価が将
来的にどのような形で達成されるかの展望についても触れたい。
現状では、当該の食品のおいしさを主観的に評価するとともに、評価に影響
している主要因が、報酬、文化、情報、生理のいずれに基づいているのかを明
らかにすることが可能になっている。
おいしさの評価を進めることが、人間の生活の質を高め、幸福に寄与できる
食の展開が容易になると期待している。さらに主観的ないしさの判断の内容を
客観的に把握できる可能性が高まり、おいしさの評価に新たな情報が加わるこ
とが期待できると思われる。
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モンシロチョウ由来サイトトキシンによる生体組織の
機能不全化とその応用

小谷 英治
京都工芸繊維大学応用生物学系

近年、RNA 干渉やゲノム編集技術により、特定遺伝子をノックダウンあるい
はノックアウトすることが可能となり、特定の機能を失ったモデル生物が作り
出されている。しかし、これらの技術はすべての生物で一律の効果を発揮する
ものではなく、また、一度の実験では特定の一つの遺伝子についてしか操作で
きない。多様な技術を取り入れ、より簡便に特定組織の機能不全化を実現させ
ることができれば、モデル生物の作出は迅速化すると考えられる。そこで演者
らは、細胞障害性タンパク質の人為的発現を利用し、カイコの特定組織の機能
不全化について調べてきた。
モンシロチョウ血液由来のサイトトキシンであるピエリシン-1 は、NAD を基
質として DNA を ADP-リボシル化する酵素であり、多くのほ乳類細胞にアポ
トーシスを誘導することが知られる。細胞内の DNA 損傷修復のためには、DNA
ADP-リボシル化酵素の機能制御が必要であるが、ピエリシンファミリーはこの
過程を撹乱する働きのあることが予想される。これまでに、その強い細胞障害
性のために、ピエリシン-1 の遺伝子発現を利用した機能不全化組織を持つモデ
ル動物の作出は行われてこなかった。本研究では、ピエリシン-1 と相同性を持
ち、弱い DNA ADP-リボシル化活性を持つモンシロチョウのピエリシン-1A
（P1A）を後部絹糸腺で発現する遺伝子組換えカイコを作出し、その特性につ
いて検討した。
培養細胞を用いた一過性発現実験から、P1A の N 末端領域は、ヨトウガ由来
Sf21 細胞でアポトーシスを誘導するものの、カイコ由来 BM−N 細胞ではアポ
トーシスの誘導が見られず、特定のタンパク質発現を抑制する働きを持つこと
がわかった。この P1A 活性部位を FibH プロモーターにより発現する遺伝子組
換えカイコを作出したところ、このカイコの後部絹糸腺ではアポトーシスによ
る消失は起らず、形態の異常が示された。また、このカイコの後部絹糸腺にお
いて、野生型に比べ、吐糸期の FibH および FibL の mRNA 量が著しく減少し
た。このカイコはフィブロインをほとんど含まないセリシン繭を作ることも判
明した。セリシン繭から未変性のセリシンを含む水溶液を調製することができ、
セリシン水溶液をもとにして水溶性ゲルを作ることができた。さらに、培養実
験において、LIF 存在下にマウス ES 細胞が本ゲル上で増殖することもわかった。
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こうした結果は、LIF がセリシンゲル内で安定に保たれ、ゲルから放出されて
ゲル上の細胞の増殖を促進したことを示している。したがって、P1A はタンパ
ク質発現能が不全化した組織を持つモデル動物の作出に利用可能であること、
また、作られるセリシン繭は生体内外での細胞増殖制御に有効であることが示
唆される。
P1A 発現の人為的な導入と制御により、様々に有益な性質のあるモデル生物
を作り出すことも可能である。本講演では、生物体内での P1A 利用の可能性に
ついても言及する。
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微生物遺伝資源を利用するキラル化合物合成法の開発

八十原 良彦
株式会社カネカ バイオテクノロジー研究所

分子内に不斉炭素を有し互いに鏡像関係にある一対の立体の化合物は光学活
性体と呼ばれる。生物を構成する化合物の多くは光学活性体であり、対掌体間
で生物活性に差がある場合が多い。過去には合成医薬品のほとんどが光学活性
体の等量混合物であるラセミ体であったが、対掌体による副作用など光学活性
への理解が進み、合成医薬品の多くは光学活性体になった。光学活性化合物の
経済的な合成法や HPLC による光学純度分析技術など合成化学の一連の業際領
域は、20 世紀末にはキラルテクノロジーと呼ばれ、日本はそのリーダー的存在
となった。
酵素や微生物は立体識別能が高いため、精密有機合成における不斉点導入に
有用な触媒となり得る。さらに位置選択性も高く、高収率での化学変換が可能
である。また、水を溶媒とし、常温、常圧で作用する。こうしたバイオプロセ
スは、キラル合成のような価値付与目的のみならず、欧米や中国においては持
続可能社会をめざすバイオエコノミー戦略下での貢献がのぞまれている。
触媒となる微生物や酵素は、その多様性に期待するスクリーニング実験に
よってさまざまなユニークな機能をもつものが発見され、数多くのイノベー
ションを引き起こしてきた。さらに遺伝子組換え技術の普及によって微量の酵
素活性が増幅可能になり、蛋白質工学による優秀な触媒の創製も容易となった。
経済性に劣り結果が読み切れないと言われてきたバイオプロセスが、確度高く
実用化を見通せるテクノロジーに至ったと言えるだろう。さらに次世代シーク
エンサーの登場で遺伝子解析能力は指数関数的に向上し、遺伝資源イコール情
報という新たなステージへの進階は周知のところである。
さて、立体選択的な還元反応は、プロキラルな基質であるケトンを１段階で
キラルなアルコールに変換できる有用かつ歴史の長い化学反応である。高温高
圧下で行なう不斉金属触媒による水素添加反応と比して、酵素還元反応はマイ
ルドな環境で実施可能である。しかし、反応に必要な還元型の補酵素の効率的
な再生が必須となる。本講演では、補酵素再生と触媒力不足を同時に克服した
遺伝子組換え微生物プロセスによる種々のキラル化合物の合成法を題材に、上
述した技術の変遷を辿りつつ、課題や将来像について議論したい。
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GABA の生産技術の確立と高機能食品の市場開発
山津 敦史，堀江 健二，渡部 和哉，坂下 真耶
株式会社ファーマフーズ
はじめに
GABA（gamma-aminobutyric acid）は，抑制系の神経伝達物質としてヒト体内におい
て極めて重要な役割を果たしている生体内アミノ酸の一つである．日本において
GABA は近年まで頭部外傷後遺症に対する脳代謝促進用の医薬品として使用されてお
り，化学合成法で作られていた．
2001 年に厚生労働省による食薬区分の変更がなされ，
GABA が一般食品として使用できるようになってからは，GABA 高含有の発芽玄米や
お茶などの食品が注目されるようになった．しかし，一般的に食品で摂取できる GABA
は１食あたり数 mg 程度と少なく，機能性食品として普及するには，合成ではなく天
然由来の安全でかつ高純度な GABA の開発が望まれていた．本講演では，我々が取り
組んだ 3 つの実用化研究（技術開発）について，その概要を紹介させていただきたい．
1. 食品としての高濃度 GABA の大量生産技術の研究
我々は様々な食品を調べる中で，伝統的な発酵漬物であるキムチに GABA が極めて
多く含まれる事を見出した．キムチは乳酸菌発酵により作られる食品であるが，キム
チ中の乳酸菌のスクリーニングを進める中で，低 pH 環境下で非常に高い GAD
（glutamate decarboxylase）活性を示し，また高濃度のグルタミン酸塩存在下でも増殖
する極めて特殊な乳酸菌を見出した（図１）16S rRNA 系統解析による同定の結果，本
菌は Lactobacillus hilgardii K-3 株と命名された（京都府中小企業技術センター共同研
究）．

（図１）Lactobacillus hilgardii K-3 株の GABA 変換効率
一方，大量生産の発酵過程では pH が急激に上昇し菌の生育を阻害するなど，多く
の解決すべき問題が発生した．
これらの問題点を解決するべく pH の連続的コントロー
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ルや発泡の抑制に関する技術を確立し，高濃度の GABA を含有する粉末状食品素材
「ファーマギャバ（PharmaGABA®）」を作り出す事に成功した．なお製造に用いた乳
酸菌 K-3 株は食経験豊富な漬物から発見されたこと，また，「ファーマギャバ
（PharmaGABA®）」に関して各種安全性試験を行い安全性に全く問題のなかったこと
から，本製品の食品としての安全性を担保している．現在では，過飽和結晶法を用い
た精製工程を設けることにより，純度約 99％の GABA 粉末の大量生産方法も確立して
いる．
2.

高濃度 GABA 摂取による新規生理機能の研究
GABA の機能としては，経口摂取による血圧抑制効果が以前から知られていたが，
その他の機能に関してはほとんど注目されていなかった．我々は GABA が抑制系の神
経伝達物質であることに着目し，GABA の経口摂取による抗ストレス効果を初めて見
出した．抗ストレス効果の検証試験の一つとして，日本一怖い吊り橋と言われる谷瀬
の吊り橋（奈良県、全長 300 m、高さ 54 m）を高所が苦手な被験者が渡り，被験者に
かかるストレスを計測するという斬新な試験を静岡県立大学，京都女子大学と共同で
実施した（図２）
．ストレスマーカーとしては唾液中のコルチゾール，IgA などに加え，
唾液中クロモグラニン A（CgA）に着目し，その有用性を見出した．本手法を取り入
れる事により，GABA を配合した食品のヒトでの効果を客観的に，かつ身近な方法で
検証出来るようになり，GABA の抗ストレス効果は幅広く認知される様になった．ま
た，更なる GABA の機能として睡眠改善効果も見出した．小型脳波計を用いて GABA
の摂取が入眠潜時やノンレム睡眠に与える影響を検証し，睡眠の質の改善に寄与する
ことを示した．近年ではホエイプロテインと同時摂取した際の筋肉肥大効果について
米国で発表を行うなど，常に新しい機能性を探索している．

（図２）吊り橋によるストレス負荷試験
3.

アプリケーション技術研究と市場の拡大
2006 年の GABA 配合チョコレートの上市を契機に，GABA 配合商品が数多く販売さ
れるようになった．配合商品形態による効果の検証を多数実施し，最終製品への応用
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技術を確立した．2015 年 4 月からスタートした機能性表示食品制度においては，GABA
を配合し，精神的ストレスの緩和効果を表示した食品が日本で初めて届出された．本
件をきっかけに GABA を配合した機能性表示食品の届出件数が急速に増え，現在では
機能性表示食品全体の 1 割以上にあたる 160 件（2018 年 7 月 9 日現在）
となっている．
届出されているヘルスクレームは，大別して４種類あり（ストレス緩和，疲労感の緩
和，睡眠の質の改善，高めの血圧を下げる）
，それぞれの機能を表示した機能性表示食
品が多数届出されている．我々の生理機能研究ならびにアプリケーション技術研究に
より，GABA はサプリメントから菓子，飲料，そして米，麺，ハム等広く一般食品へ
拡がり，日本において大きな機能性食品市場を形成することとなった．また，GABA
は日本国内だけでなく海外においても拡がっている．米国，台湾，中国，タイなどに
おいて当局の許認可を受け，GABA を配合した飲料，サプリメント，一般食品等が数
多く販売されている．
謝 辞 本賞に支部推薦頂きました日本農芸化学会関西支部・支部役員の先生方に深
く感謝致します．また，GABA の機能性研究の推進にあたり，ご助言，ご指導を賜り
ました元静岡県立大学・横越英彦教授，近畿大学・米谷俊教授，松下記念病院・山根
哲郎病院長ならびに乳酸菌の分離・実用化に関しご協力賜りました元京都府中小企業
技術センター・早川潔研究開発課長，京都府中小企業技術センター・上野義栄主任研
究員に深く感謝申し上げます．また本技術の基礎，応用研究ならびに国内外の市場開
拓にご尽力頂きました関係者の皆様に深く感謝申し上げます．

− 37 −

2018 年度日本農芸化学会功績賞

タンパク質の新機能性開発に関する多面的基盤研究
裏出 令子
京都大学 複合原子力科学研究所
はじめに
真核細胞で合成される膜タンパク質や分泌タンパク質は，小胞体で合成される．また，
人類の食料タンパク質源として最も重要な主要穀類の種子貯蔵タンパク質も小胞体で
合成され蓄積される．これらのタンパク質がその生理的役割を果たすためには小胞体で
の立体構造形成（フォールディング）が必須である．私は，植物及び動物の小胞体での
フォールディング機構のさらなる理解とそれに基づいたタンパク質の高度利用を目標
に基盤的研究を行うとともに，食品タンパク質の凝集体構造と機能との関係を追求して
きた．本講演では，それらの概略を紹介させていただく．
1.

動物細胞小胞体の酸化的フォールディング酵素 ER-60 の多面的機能
小胞体で合成される新生タンパク質の 90%以上が分子内ジスルフィド結合の形成を
伴ってフォールディング（酸化的フォールディング）する．そのため，小胞体には高度
に発達した酸化的フォールディングシステムが備わっている．小胞体における酸化的
フォールディングを担う酵素としては protein disulfide isomerase (PDI) が 1970 年代から
知られていたが，その反応機構や他のタンパク質との機能的な相互作用などは不明で
あった． 1992 年に私は PDI に次ぐ量で存在する PDI ファミリーER-60/ERp57（以下
ER-60）を見いだし，ER-60 が小胞体で複数の分子シャペロン（BiP，calnexin，calreticulin，
RAP）及び PDI と複合体を形成し，糖タンパク質の酸化的フォールディングに重要な役
割を果たしていることを明らかにした．さらに，血清中性脂肪値の決定因子である
VLDL 構成タンパク質 apolipoprotein B100 の肝細胞内での調節的分解に ER-60 が作用し
ていることを明らかにした．現在，ER-60 は哺乳動物細胞にとって重要且つ普遍的な
PDI ファミリーと認知され，酸化的フォールディングのみならず抗原提示やアルツハイ
マー病などの神経変性疾患の発症・進展にも関わる多機能性タンパク質として注目され
ている．
2.

植物小胞体における酸化的フォールディングの分子機構
穀類の種子は，発芽の際に必要なエネルギーとアミノ酸を賄うために種子貯蔵タンパ
ク質を蓄積する．とくにダイズ種子は際だって高いタンパク質蓄積能を有するため， 医
薬用などの有用タンパク質の生産への利用が期待されているが，それを実現するために
は小胞体における酸化的フォールディングの分子機構の解明が重要となる．そこで，ダ
イズを研究対象として植物小胞体の酸化的フォールディング機構の解明を目指した．ま
ず，チオレドキシンモチーフを有する７種類のダイズ PDI ファミリーを同定し，酸化的
フォールディング活性を有する５種類の PDI ファミリーが主要なダイズ種子貯蔵タン
パク質（グリシニン及びβ-コングリシニン）の構造形成に関わっていることを明らか
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にした．これらの PDI ファミリーにはジスルフィド結合の導入（酸化）が得意なものと
組み替え（異性化）が得意なものがあり，小胞体内で複数の組み合わせで会合した PDI
ファミリー分子の活性中心間及び同一分子内の活性中心間で電子リレーを行うことで
協同的かつ効率的に酸化的フォールディングを成し遂げていることを明らかにした．こ
れにより，小胞体に複数種類の PDI ファミリーが存在する意義は多様な基質への対応に
加えて酸化的フォールディング速度を速めることにあるというモデルを提示した．さら
に，PDI ファミリーに酸化力を提供する小胞体膜酵素 ER oxidoreductin 1 (ERO1) を同定
し， ERO1 により４種類の PDI ファミリーの活性中心が酸化され新生タンパク質にジ
スルフィド結合が導入されるシステムの存在を証明するとともに， ERO1 の活性が還
元型 PDI ファミリーによって必要に応じて活性化される分子機構を明らかにした．また，
小胞体内にアンフォールドしたタンパク質が蓄積する小胞体ストレス下で惹起される
unfolded protein response (UPR) により制御されるシロイヌナズナ及びダイズの UPR 遺
伝子のリストを完成させ，酸化的フォールディングの中心メンバーである５種類の PDI
ファミリー，ERO1 及び QSOX の発現も UPR により制御されていることを明らかにし
た．
以上のように，植物小胞体における酸化的フォールディング反応の全容を明らかにす
るとともに，真核細胞において小胞体に複数の PDI ファミリーが存在する生理的意義に
ついて新しい概念を提唱した．
3.

種子貯蔵タンパク質の構造と食品機能特性
食品タンパク質は食品加工のほとんどの場面で，分子間相互作用のもとで形成された
凝集体として食品機能特性を発揮する．たとえば，さまざまな食品に加工され消費され
ている小麦粉生地の優れた物性に主に寄与しているのはタンパク質凝集体グルテンで
ある．グルテンは 270 年前に最初に発見されたタンパク質で，グルテンの主要成分の１
つであるグリアジンはアルコール水に溶解するが水には溶解しないと考えられてきた．
私は，小麦粉生地から天然構造を維持したまま純水で抽出する方法を開発し，グリアジ
ンが純水に高濃度で溶解するタンパク質であることを見いだした．そして，X 線や中性
子を用いた粒子ビーム小角散乱解析を食品タンパク質凝集体の実験手法として取り入
れ，グリアジンが桿状の比較的大きく広がった分子であり，濃度に依存して分子集合す
ることを明らかにした．また，グルテンのような濃厚な状態では十数ナノメータの基本
凝集体を形成し，これらが集合してメゾスケールの二次凝集体を形成すること，凝集体
間の距離は塩などによって大きく変化し，この距離と物性との間に相関関係があること
を明らかにした．その他，小麦粉生地作製時のグルテニンの脱重合化反応にたいする内
在性コムギ PDI ファミリーの役割や，ダイズ子葉細胞内でのβ-コングリシニンとグリ
シニンのジスルフィド結合依存性の新奇な分子会合の存在とタンパク質貯蔵液胞への
効率的な輸送及び工業的なダイズタンパク質の良好な分離に還元剤の添加が必要とさ
れる理由との関係を明らかにするなどの研究を行った．
謝

辞

京都大学食糧科学研究所にて研究者へと教え導いていただいた京都大学名誉
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教授 鬼頭誠先生に深く感謝申し上げます．また，恩師である大阪府立大学名誉教授
故北岡正三郎先生に感謝申しあげます．本研究は、共同研究者である多数の国内外の先
生方，大学院生，企業研究者のご助力のもとで続けることができました．これらの方々
に心より感謝申しあげます．
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αſɗχʚŢΠσΥνΰΉˡ(Èα͇ŜȒAΰ͖͈͗͜χʅΝΥϦД϶ϖʹχĔ
ïǪΰǨǓΝΥϞВόϱϯϡϯα0ZΔπεʚŢχʤλΫΑσΊ̭
̭
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A43

ʖ˄ʈʨʦʙʦɴɥɩʁ bHLH11 ǝ<nʃɬɯǽXʀǢ
ɼėđɵǍĀ
ɝǺĽæǰ ȧɟŘǱǏƄ ȨɟǺÄç» ȩɟŘƼß ȧɟǹ¤Ï ȧȠ
ˉȧ ǣşȅˇǠˇʬʈʌɟȨ NAISTɟȩ fę£*ËˇŕĭˇȕĈˊȠ

ΎǭǪΏ̭
˳βŴǋαǘɓΰč̗ίč̗Ċ˰IȫάΐσΖΉ§¹

ΰÊ©Πσ˳α¾Θβ̎

ƳʚĒχȁΞΉŴǋβǮĶȮɖSΰςˊμΛέΖάΗίΑΊΣαΥνΉϞВόϱϯϡ
ϯίήαÈɼŴǋβΉ˳ˢI˪ȫΔπεϭЎДϠЂЖϦЖχΞΥ˳ςˊλſŸ
χǨ˜ΝΫΗΥΊ˳ƀœΰβΉ͍͊͘έγτσ˂U¡Èχ

ČέΞΥ¾Ńαͣ͢ʹ̭ͪͤ

̶ͩͦͭͪͭͰͰͱ̭ ̭ͩͦͭͪ ̲̳̭ͣ͌͐͌ «˂U¡ÈΰπςΉ˳ˢI˪ȫΔπεϭЎДϠЂЖϦЖˡ(
ÈαǨǓΖƅΰbĈΠσΛέΖ°ΝτΫΑσΊŋάΉȮɖSζα˚iί˳ας
ˊλβƟĒ˫ȫȇχǘΟΝσίήŴǋΰʲαā̕χΓσΛέΕρΉŴǋα˳ς
ˊλβ}ÖΰbĈΝτσčʑΖΐσΊΞΕΞίΖρΉΛτκάΰ͍͊͘3ÊǪί˳ςˊ
λſŸχʲΰbĈΠσ˂U¡ÈΰΩΑΫβθέψήőρΕΰΝτΫΑίΑΊġβΉ
̭ͤͭͥͦ͢ ͍͚ͣΰäΠσ̺̺ͣ͌͐͌αǨǓΖ˳w[Š#ά¶nΠσΛέΉ̺̺ͣ͌͐͌αĔïǪ
ǨǓŭИ

") ЙΔπεHĒĥbǨǓŭИ) Йβ-˳ƻ÷Š#ΰΔ

ΑΫǸĒ̸Èɼ̪sχȁΠΛέχʓΑΦΞΥΊΣΛάŝǹȎάβΉΛτραŭΰΔΚσ
˳ςˊλɗlχʚŢΞΉ˳ĔïĒαȷįΰΔΚσ̺̺ͣ͌͐͌αſɗΰΩΑΫɉÙΞ
ΥΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ -˳ƻ÷Š#ΰΔΚσ

") Δπε) άβΉ#αǨǓΔπε˳

ςˊλƟĒξΉ˯ǘŭέƏ˄ΞΫĥbΝτΫΑΥΊŋΉ̺̺ͣ͌͐͌α͇ŜȒΰ˂U
ƟĒsϮІόД͚͔̺̿χʅΞΫĔïǪΰǨǓΝΥϞВόϱϯϡϯ̲)
βΉ-˳ƻ÷Š#α

")

Δπε )

%

̳ά

άʓρτΥǸĒ̸Èɼ̪sο

#αǨǓĥbΔπε˳ςˊλƟĒα-βʓρτΡΉ˯ǘŭέȆ÷άΐΨΥΊ
ΛτραȲŤΕρΉ̺̺ͣ͌͐͌β͍͊͘3ÊǪί˳ςˊλſŸχĥbΠσ˂U¡Èάΐ
σΛέΖȁΝτΥΊˑïΉͣ͌͐͌ϦД϶ϖʹβʐ.χĀĠΞΫǭǪˡ(È˥]ΰȲ
ΠσΛέΖǷρτΫΑσΊΣΛάΉ̺̺ͣ͌͐͌αǯ0ǚ¡Èχ˪ƌ͵Ͱ̶ͩͺͣͳͪͥƛΰπ
ςĵȬΞΥΊΣαȲŤΉ̺̺ͣ͌͐͌β˳ςˊλbĈΰ˾Πσ̭ͤͭͥͦ͢ ͍͚̭ͤ ͣ͌͐͌˂U¡
Èέǯ0ǚΞΫΑσΛέΖȁΝτΥΊǓ©Ή # α˂UbĈΰιΠ̭ͤͭͥͦ͢ ͍͚̭ͤ
ͣ͌͐͌ʹέ̺̺ͣ͌͐͌˽αǯ0ǚαā̕χΉϞВόϱϯϡϯϼВϭϼЎϠϭζα˚ĒǨ
ǓȧΰπςʚŢΞΫΑσΊ̭
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A44

ļɴɥɩʁǪǷLĠƕɵŕÏɲɮɵÁȐ
ɝĢġǒ ȧɟĖī ȧɟM¦"Ƒ ȨȠ
ˉȧ ǲ¬ŖÓűɟȨ ªƟˇÅŗŕŋˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ƶβΉύАϞϳϔπςĴΝτЛŎŝά(ȴǪΰǚΑρτΫΗΥÀǁ³ňάΐσΊƶ
αďβЛ

Ġ[άΐσϺώϳЖА̞αύАϞϑЖАΖΉĊ˰ΰκτσЎϩϒЖϣ

ΰπΨΫ˫sΝτσΛέάˮΖ˖ʇΞЛŘȯǪΰþ¥ίƶ³ɣχćσΊŴǋπςĴ
ΝτΉ˪ȫΰπςǾsΠσƶβΉįȶɗίϗЏЖДŞňέΑΓσΊΣαΥνЛƶΰ
ΩΑΫαǕʚχƧνσΛέβΉƶαŀɬΉΔπεƶχżΞΥ³ňα˼ǨΰΩίΖςΉ
ªǔǗµζαʲɹα-ƬΖŚăΝτσΊ̭
ΛτκάΰϺώϳЖА̞χnΓΥƑƳƦΕρΉ˚˫sƑȫΖǘĠΠσΛέΖ°Ν
τΫΗΥ̺͟͠ΊΣΛάΉŝǹȎάβΉύАϞϑЖАχǚΑΫ˚˫sƑȫαǘĠΰΩΑ
ΫŵʝχʇΨΥΊκΥЛǘĠΞΥ˚˫sƑȫΖƶΰΓσā̕ΰΩΑΫʪūχʇΨ
ΥΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
^νΰЛύАϞϑЖАΕρǘĠΠσ˚˫sƑȫΰΩΑΫŵʝχʇΨΥΊȇŠ#
αύАϞϑЖАƑƳƦΰϒϦЎЖϣχnΓΉǘĠΞΥ˚˫sƑȫχ˫ȫέƑΰ[ʚΞ
ΥΊǨǘΞΥ˫ȫχ˫ȫ̏ŷΰπΨΫƮÎΠσΛέά˚˫sƑȫαÎ˰χʇΨΥΊœ
˽Ήƻ÷Δπεͱ͌χ»sΝΫƮÎχʇΨΥέΛυΉ˚˫sƑȫαǘĠ˰βΉœ˽έ
ƻ÷ΰ3ÊΞΫΔςΉͱ͌Ζ˫ĒΕρ´¯ĒΰίσΰΞΥΖΨΫΉ¶¿ΠσέΑΒȲŤ
ΖćρτΥΊ̭
ƁΰΉƶΰΔΚσ˚˫sƑȫαā̕ΰΩΑΫʪūΞΥΊƶκΥβƶΕρīZΞΥЎ
ϩϒЖϣΰ˚˫sƑȫχƩnΞЛƶαǾsœ˽έЎϩϒЖϣα˫sƟĒΰΩΑΫʪ
ηΥΊƶαǾsœ˽βΉƭ÷̭ ̻̹̭ Ͱ͇ΉǯÛƯ÷̭ ̹̯́αĔƭĔƯźΰΫΉ³ňǉœ
˽ƮÎχǚΑΫƮÎΞΥΊκΥΉЎϩϒЖϣα˫sƟĒβΉϗϊЉϚЖАΔπεϒ
ϫϚЖАχ¯ʹέΞΫΉ˫ȫ̏ŷΰπσ˫ȫαƬà˒÷αƮÎΕρȘZΞΥΊΣαȲ
ŤΉ˚˫sƑȫχƩnΠσΛέάΉƶαǾsœ˽Ζ˗ΘίςΉƶЎϩϒЖϣαƟĒΖ
-ΠσΛέΖȁΝτΥΊ̭
̭
̭ ̺̭͑ͪ͟͠͵ʹͶͨͶ̵̭̭ͬͨͦ͢͢͢ͅ͵̷̵̭̭ͭ͆ͪ͢Ͱʹ̵̭ͤͪͦͯͤͦ͆ͪͰ͵ͦͤͩͯͰͭͰͨͺ̵̭̭ͯͥ͆ͪ͢Ͱͤͩͦͮͪʹ͵ͳͺ̵̵̵̭̻̹̹̼̭̭̿̀
̵̶̷̺̻̭̻̼̻̻̹̭̿̿̽
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A45

ʈʩʋʠ˃ˆ˃ʚʲʞˈOsERS1 ɵŢƸɲ@÷ŕȀɴɥɩʁ
ėƭǍĀ
ɝčŘǹ ȧȤȨɟǕĆ¯ ȧɟüĴ ȧ ɟ~ü ȧȤȨȠ
ˉȧ ´ˇȅŕeŔ}ɟȨ ǲǠÓʚŕǘʚˊȠ

ΎǭǪΏ̭ ̭
ŴǋαȇÈĀĠα˚Ȇάβ&ǳΖʧÞΝτσΥνΉÍǆǮĄαȇÈβǨɲΖĥ
bΝτΫΑσΊȉ̞αȇÈĀĠœΰ&ǳʧÞΖüΑέΉȊǨɲΖʼΛςΉ˰οʹ
-ΖûΗʼΛΝτσΊκΥǨɲβɲǘΓαǘ˺έǮȲΞΫΔςΉǨɲέ^Śǘ˺α
˗τβΉű®Ś˽P.ΰφΥΨΫǘɓΰĖā̕χΓσΊΛαπΒΰȇÈα&ǳЕǨ
ɲβΉˈŶˮʑί̛άΐσΊ̭
ŴǋαȇÈ&ǳέǨɲβΉϊϻϞϟД˫И͆ͅͅЙοϏϨБДίήαŴǋЀАЇДΰ
πςʪȚΝτΫΑσΊϏϨБДβ¾ΘαŴǋȇά&ǳʚ̃έǨɲ7˖ΰſɗΞΫΑσ
ΖΉόϲαǨɲΰΔΚσϏϨБДαĂjΰΩΑΫβśʚőάΐσΊΣΛάŝǹȎά
βΉόϲȇÈα&ǳЕǨɲʪȚΰΔΚσϏϨБДαĂjχőρΕΰΠσΛέχǭǪέΞ
ΫΉϏϨБДБϢϼϦЖ8!" αǨɲΰΔΚσſɗΰΩΑΫʚŢχʇΨΥΊκΥϏ
ϨБДβΉόϲɲǘΓΰΔΑΫϞЊЖϭα*˺7˖ΰFΑΫΑσΊΣΛάΉǨɲĄα
^Śǘ˺ΰΔΚσ8!" αĂjΰΩΑΫξŵʝΞΥΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̸͇͖͍͔͖͇͗͢ʹ͂ϞϠϫЅχǚΑΥϙϳЅȻ̋ΰπςΉ8!" αϚЖϮ̘α̶̱̾ŜȒ
ˋΰ»ǣχÞOΞΥĀʹ˂Ĺ.όϲχ0ZΞΥΊ8!" ΖϳϩϖϊύϭΝτΥЀЇ
»ǣ.̭ ̲̺͘;.̳̭ χɓĠΞΉćρτΥ̻͘ȇÈχǚΑΫΉ&ǳΉǨɲο^Śǘ˺ΰā
̕ΖʓρτσΕήΒΕχʪūΞΥΊ̭

8!" »ǣ.ȧȴέϚДϭВЖАȧȴΕρΉ˼ɯĄ̻̽Ŏǭα&ǳȇÈχĴΞΫ
Ǩɲʤ̦χʇΑΉ&ǳĒχʪūΞΥΊΣαȲŤΉ̼Ωα»ǣ.ȧȴαΒΧ̺͒̽ȧȴά
βΉǨɲǑΖ-ΕΨΥΛέΕρΉ&ǳΖþΑΛέΖőρΕέίΨΥΊΞΕΞα»ǣ.
ȧȴβϚДϭВЖАȧȴέêΖʓρτίΕΨΥΥνΉ̺͒̽ȧȴΰΔΚσ&ǳĒαŐ
β8!" α»ǣέβ˾˔ΞΫΑίΑɗĒΖɉΓρτσΊ̭
κΥÍǆȇÈχǚΑΫǨɲʤ̦χʇΨΥȲŤΉϚДϭВЖАȧȴέ»ǣ.ȧȴάΉ
ǨɲǑΰêβʓρτίΕΨΥΊŋΉ8!" »ǣ.ȧȴάβϚДϭВЖАȧȴΰƏ
ηΉϞЊЖϭΖ*˺ΞΫΔςΉ^Śǘ˺Ζ7˖ΝτΫΑσΛέΖőρΕέίΨΥΊΛαΛ
έΕρ8!" βΉ^Śǘ˺αĥbΰFΑΫΑσΛέΖȁΝτΥΊ̭
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A51

ʰʴˁˆɶ TRPV1 ʃɬɰ AMPK ʃĭÆLɬ, ʑ˂ʓˈʘX
ʀǢɼʃ'ǧɭʁ
ɝDŘĜı ȧɟŤȏÄ ȧɟ_¤ĪĴ Ȩɟ£ȇ ȧɟƶŘu ȧ Ƞ
ˉȧ ŶÐȅˇǠɟȨ ŶÐȅˇżÓʈʪʳˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ǘ.SαʆȤʪȚΰΔΑΫˮʑίȰɀβȕɎάΐςΉόДϠЏДďȖΰπσϗАϚ
ЖϠαςˊλαȨ̯̀̾βȕɎΖĬΨΫΑσΊόДϠЏДΖόДϠЏДÓ.ΰȲΠ
σέͱͳͰ͵̭ͦͪͯ ͬͪͯ͢ʹ̭ͦ ̸͆ͅ͏͘ȔαƠαϞϗϯА[ÈΖƟĒsΝτΉȮɖSßɖΰÊ
©ΠσϗАϚЖϠ˅ˎ.̭̽ ̲͙̳̭͋͐̽͘ ΖȮɖɣζȅʇΠσΛέάϗАϚЖϠαςˊ
λΖ7˖ΝτσΊ͙͋͐̽͘βΉόДϠЏД̓3ÊǪΰ˙rοȕȾΰπσ̾΅̶ͥͦͯ͢Ͱʹ̭ͪͯͦ
ͮͰͯͰͱͩͰʹͱͩ͢͵̶ͦͤ͢͵ͪͷ͢͵̭ͦͥͱͳͰ͵̭ͦͪͯͬͪͯ͢ʹ̭̲͔ͦ͑ͅ͏̳̭ αƟĒsΰπΨΫξȮɖɣζȅʇ
ΠσΊŝǹȎάβΉΛτκάΰ͐̿ȕșȮɖΰΔΑΫϗАϚЖϠςˊλχ7˖ΠσΛ
έΖʦνρτΥϿϩ϶ЖαˆĠ[άΐσϹϿЏДΰǵǭΞΉΣα0ǚſõχʚőΠ
σΛέχǭǪέΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ͐̿ȕșȮɖΰϹϿЏДχ0ǚΝΥέΛυΉϗАϚЖϠαςˊλΔπε͙͋͐̽͘
αȮɖɣȅʇΖʧÞΝτΥΊΣα0ǚſõχŵʝΞΥέΛυΉϹϿЏДβЛόДϠЏД
ϞϗϯАȱʿάβίΘΉ͔͑ͅ͏ϞϗϯАȱʿχΞΫϗАϚЖϠςˊλχ7˖Πσ
ΛέΖ_ΨΥΊΝρΰΉΣαƠ¡ÈΰΩΑΫŵʢχʇΨΥέΛυΉϹϿЏДβȮɖʹ
S̴͇̻͢ αŐΰπΨΫƟĒsΝτσ͇ͭͤͪ͢Ͷ̸ͮͤͭͮ͢ͰͥͶ̶ͭͪͯͥͦͱͦͯͥͦͯ͵̭ ͱͳͰ͵̭ͦͪͯ ͬͪͯ͢ʹ̭ͦ
ͬͪͯ͢ʹ̭ͦ ̲͇͑ͅ͏͏̳̭ χΞΫ͔͑ͅ͏χƟĒsΝσΛέΖȁΝτΥΊϹϿЏДχ0ǚΝ
ΥȕșȮɖΰΔΑΫȮɖʹS̴͇̻͢αŐΖʘÙΝτΥΥνΉΣαʑ¡Ζ͖͓͗Ǚǘ
ΰπσξαάΐσέ"ÎΞƮÎΞΥέΛυΉϹϿЏДχ0ǚΝΥȕșȮɖΰΔΑΫ
͖͓͗αǙǘΖʦνρτΥΊκΥΉϹϿЏДΰπσ͔͑ͅ͏αЏД˫sΔπεȮɖʹS̴͇̻͢
α  Ő β Ή ħ ˫ s ǋ ʹ ά ΐ σ ̶͒ͤͦ͢͵ͺͭͤͺʹ͵ͦͪͯͦ ΰ π Ψ Ϋ ̀ Ñ Ν τ Υ Ί Ϲ Ͽ Џ Д β
͘ͳͯ͢ʹͪͦͯ͵̭͖ͦͤͦͱ͵Ͱͳ̭͔Ͱ͵ͦͯ͵̭͚ͪͭͯͪͭͭ͢͢Ͱ̭̺̭̲͖͔͚̺̳̭ͪͥ͘ χƟĒsΠσΛέΖǷρτΫΑσΥ
νΉ͖͔͚̺͘χϳϩϖϧύДΞΥȕșȮɖΰϹϿЏДχ0ǚΝŵʝχʇΨΥέΛυΉϹϿ
ЏДΰπσϗАϚЖϠςˊλΉ͙͋͐̽͘αɣȅʇΔπε͔͑ͅ͏αЏД˫sβ͖͔͚̺͘αϳ
ϩϖϧύДΰπΨΫϔЈДϢАΝτΥΊΝρΰΉЎϩϭΰϹϿЏДИ̷̹̹̺Ή̷̸̹̺̭̭ͮͨͬͨ͆͛Йχ
ȱ

ĦΞΉϗАϚЖϠʲɹʤ̦χʇΨΥέΛυΉΑΡταƻ÷ΰΔΑΫξřĚίʆ

ȤŐĥbqŤΖʦνρτΥΊΛαέΗΉȕɎȰɀΰΔΑΫ͙͋͐̽͘αɣȅʇΉ͔͑ͅ͏
αЏД˫sΉ͇͑ͅ͏͏αЏД˫sΔπε͖͓͗ǙǘαŐΖʦνρτΥΊ!αȲŤ
πςΉϹϿЏДβ͖͔͚̺͘χΞΫ͖͓͗αǙǘΔπεȮɖʹS̴͇̻͢αŐχûΗʼΛΞΉ
͇͑ͅ͏͏̸͔͑ͅ͏ȱʿχƟĒsΠσΛέάʆȤʪȚΰÕΠσΛέΖȁΝτΥΊ
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ŕœťľµxɵ˂ʢʌˁˆɴɾʁ Nrf2/ARE ƚǜʃɬɯ
ǃŋǔǶƕɵŢőǓƋėđ

A52

ɝŊ£àÄ ȧɟMȓì

Ȩ

ɟ£ȇ ȧɟƶŘu ȧȠ
ˉȧ ŶÐȅˇǠɟȨ ŶÐȅˇżÓʈʪʳˊȠ

ΎǭǪΏ̭
͒Ͷͤͭͦ͢ͳ̭ͧͤ͢͵Ͱͳ̭ͦͳͺ͵ͩͳͰ̶̭̻ͪͥͳͦͭ͢͵̭ͦͥͧͤ͢͵Ͱͳ̭̻И͒ͳ̻ͧЙβΉʀǋ

ʬȧȓ·ǯ˪ȫαǨ

ǓχΞΉ˫sϠϭБϠίήΰÛΠσ˿ĈſŸχĬΒ˂U¡ÈάΐσΊΛτκάΰΉЂЏ
ϺώϳЖАαȇάΐσАϫϑЏДΖɐɦΰΔΚσ͒ͳ̻ͧαƟĒsχʧÞΠσΛέΖ°
ΝτΫΑσΊΞΕΞΉŵʝΝτΫΑσАϫϑЏДαƻ÷βġΖŎïǪΰ̠χļ
ΞΥ̇αʆ

ƻ÷И̺̹̹̭ ͯ͑!Йπςξ̨ΑΊκΥΉАϫϑЏДΰπσ͒ͳ̻ͧαƟĒs

ſŸΰΩΑΫβw[ΰʚőΝτΫΑίΑΊΣΛάŝǹȎάβΉǘǕǪίƻ÷αА
ϫϑЏДΖɐɦάαʀǋ

ʬ˪ȫαǨǓΰΓσā̕έΣαʪȚſŸΰΩΑΫŵʝ

ΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ͍͇͖ЃύϠΰ̷̶̹̹̺̺̹̭ ̸̭ͮͨͬͨ ̷̷͆͛αАϫϑЏДχ̀Ŏ˽ȱ
ǋ

ĦΞΉɐɦΰΔΚσʀ

ʬȧȓ·ǯ˪ȫαϦД϶ϖʹǨǓ˰έ͒ͳ̻ͧαŮSȅʇΰΩΑΫŵʝΞΥΊκΥΉ

Ϸϭɐǧǜš͌ͦͱ̻͋Ȯɖΰ̺̹̭ ͱ̶̺̭͑ ͼ͑αАϫϑЏДχ0ǚΝΉʀǋ

ʬȧȓ·ǯ

˪ ȫ α Ϧ Д ϶ ϖ ʹ Ǩ Ǔ ˰ χ ŵ ʝ Ξ Υ Ί ͒ͳ̻ͧ α Џ Д ˫ s ΰ ˾ φ σ ͦ͵ͳͤͦͭͭ͢Ͷͭ͢ͳ̭
ʹ̶ͪͨͯͭ͢ͳͦͨͶͭ͢͵̭ͦͥ ͬͪͯ͢ʹͦИ͉͖͏Й̸̺̻αЏД˫sέ͒ͳ̻ͧαЋϸϔϨДsΉŮSȅʇΉЏД˫
sΉίρεΰͯ͢͵ͪͰͪͥͯ͢͵̭ ͳͦʹͱͰͯʹ̭ͦ ͦͭͦͮͦͯ͵И͖͉ͅЙέαȲΰАϫϑЏДΖΓσā̕
ΰΩΑΫξʣ4ΞΥΊ̭
ΣαȲŤΉАϫϑЏДβrǋБϾАΰΔΑΫɐɦ

αʀǋ

ʬȧȓ·ǯ˪ȫαǨ

Ǔ˰έ͒ͳ̻ͧαŮSȅʇ˰χ¶nΝΥΊ͌ͦͱ̻͋ȮɖΰΔΑΫξΉǘǕǪƻ÷αА
ϫϑЏДβʀǋ

ʬȧȓ·ǯ˪ȫαϦД϶ϖʹǨǓ˰χ¶nΝΉ͉͖͏̸̺̻έ͒ͳ̻ͧαЏ

Д˫sΉ͒ͳ̻ͧαŮSȅʇΉίρεΰ͒ͳ̻ͧέ͖͉ͅαȲχ7˖ΝΥΊΝρΰΉАϫϑЏ
Дβ͒ͳ̻ͧαЋϸϔϨД̶ϼВϫϊϤЖЅȧΰπσ[ʚχĥbΝΥΊ̭
!αȲŤΕρΉǘǕǪƻ÷αАϫϑЏДΖrǋЕȮɖБϾАRΰɐɦΰΔΚσ
ʀǋ

ʬȧȓ·ǯ˪ȫαǨǓ˰χ¶nΝσΛέΖȁΝτΥΊκΥΉАϫϑЏДβ

͒ͳ̻ͧα[ʚĥbέЏД˫sα7˖ΰπςΉ͒ͳ̻ͧαŮSȅʇ˰χ¶nΝΉƠαʀǋ
ʬȧȓ·ǯ˪ȫαǨǓ˰χ¶nΝσΛέΖőρΕέίΨΥΊ̭
̭
ŝǹȎβņˣȄËǱȄǹʶ̺̹̹̺̀͌́́αoĠχΚΥξαάΠΊ̭
̭
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ɝŐćȌ ȧɟ£ȇ ȧɟüèäǗ ȧɟ©ƒ ȨɟȊĩáś ȩɟȟǄȍ ȩɟ
ÐŘţÄ ȩɟƶŘu ȧȠ
ˉȧ ŶÐȅˇǠˇŕeėƭżɟȠ Ȩ rˇ©NȅɟȠ ȩ ʱʗʡʓˉĊˊˊȠ
̭
Ύǭ Ǫ Ώ̫ ¿ ʯ ИGlycine maxЙβ Ŭ ̣ ʰ × ί ̠ Ş ά ΐςΉΣ α ȇ ǫ ΰ β anthocyanidin έ
flavan-3-ol Ζ¾ΘκτΉÈɼΰβ isoflavone ΖκτΫΑσΊΛτραЂЏϺώϳЖАβʆș
ſɗαΰÕΠσΛέΖ°ΝτΫΑσΖΉϷϭάαřqĒβJ[ΰőρΕέίΨΫΑί
ΑΊ[ÈБϾАάΉ̫¿ʯЂЏϺώϳЖАα0ǚſŸΖʚőΝτΩΩΐσΖΉΌȮɖʤ̦άſ
ɗĒΖÏʢΝτΫΑσƻ÷έΌrǋʤ̦ά°ΝτΫΑσǘǕǪƻ÷ΖǶǰΞΫΑσȔ
α̛ƿάΉ̫¿ʯ

α flavan-3-ol α.SrĝκΦw[ΰʚőΝτΫΑίΘΉϷϭάαřqĒ

ŵʢα̈·έίΨΫΑσΊΣΛάΉŝǹȎβrǋʤ̦ά̫¿ʯ flavan-3-ol α.SrĝΰΩΑ
ΫʪησέέξΰΉϷϭOʤ̦ά̫¿ʯαļΖʆșſɗΰιΠā̕χŵʢΞΉ̫¿ʯЂ
ЏϺώϳЖА

αřqĠ[χʓZΠΛέχǭǪέΞΥΊ̭

ΎŋƛЕȲŤΏκΡΉHPLC χǚΑΫΉcyanidin-3-O-glucoside, (−)-epicatechin, procyanidin B2,
procyanidin C1, cinnamtannin A2, daidzein, daidzin, glycitein, glycitin, genistein, genistin έ
equol χμ 12 ȇ̞α̫¿ʯЂЏϺώϳЖАαƮÎΰ˟ΞΫΑσ[ŢȧχŸȜΞΥΊƁΰΉΛ
α[ŢȧχǚΑΫΉ̫¿ʯ flavan-3-ol αΉ

ʬΉ[ìέĲƙΰΩΑΫʪηΥΊICR ЃύϠ

ΰ̫¿ʯȇǫīZǋИBlack soybean seed coat extract: BEЙχ 250 mg/kg .ˮάȱ
0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 24 h ĄΰʆƦΉßɠέɐɦίήαȰɀΔπεȥχ
Î˰[Ţΰ2ΞΥΊΣαȲŤΉflavan-3-ol αˣβΉȱ
άβ

ΰĪ.έΞΫÊ©ΞΉȰɀάβ

ĦΞΥ

ΞΉflavan-3-ol α

ĦĄΰßɠΕρΝτΉʆƸ

ΰϊϗЏϚДέΞΫóΘ[ìΞΫΑΥΛέΖ_ΨΥΊ

[È˰ΖƏ˄Ǫ̨Α procyanidin C1 έ cinnamannin A2 ξ.SΰΝτσΛέΖőρΕΰί
ΨΥΊ@ïίϷϭχÛʱέΞΥϷϭOʤ̦χʇΨΥΊÛʱɊΰǃς̫¿ʯχ 30 g/Ŏχ 8 ˕˽ļ
ΝΉļ˼ÅeΉļ 4 ˕ǭΔπε 8 ˕ǭΰŵūŎχʟΚΉÛʱɊαʆșſɗΉ˫sϠϭ
БϠΔπεʆ

έâ

ЂЏϺώϳЖАƻ÷χƮÎΞΥΊn˒÷əƜχǚΑΫΉÛʱɊαʆșſ

ɗχƮÎΞΥέΛυΉ44 αÛʱɊαΒΧΉ33 αʆșſɗΖǃς̫¿ʯαļΰπςŀΝ
τΥΊʆșĮý¡Èάΐσ˫ȐȫИNOЙχƮÎΞΥέΛυΉâ

NO ΖřĚΰ¶nΞΉǃς̫

¿ʯαļΰπςʆșĮýαŀΖȁΝτΥΊκΥΉ˫sϠϭБϠЃЖϒЖάΐσ 8МϷϮВ
ϔϞЖϬϑϔϞϗϊϳϞДΉϽϔϜϳόАЏϟДέЄϏВϿАϑϔϞϧЖϣχƮÎΞΥέΛυΉΛτ
ραЃЖϒЖΖâ
εʆ

έʆ

άƬàΞΉ.S˫sϠϭБϠΖ˃ƬΞΥΛέΖȁΝτΥΊâ

Δπ

αЂЏϺώϳЖАƻ÷ξ¶nΞΉϵόϑЃЖϒЖέαǯ˾ĒχȘZΞΥέΛυΉ̫¿ʯ

ЂЏϺώϳЖАβʆșſɗέ˫sϠϭБϠαŀΰÕΞΉǌΰȇǫκτσ flavan-3-ol ΖþΘ
˾ΞΫΑσΛέΖȁΝτΥΊ!αȲŤΕρΉ̫¿ʯЂЏϺώϳЖАβ.SΰΝτΉϷϭ
αʆșſɗαŀΰÕΠσΛέΖőρΕΰίΨΥΊ
ŝǹȎβΉņˣȄËǱȄǹʶ 17H00818 αoĠχΚΥξαάΠΊ
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Proteins accumulated in Ficus carica latexes play
defensive role against pests.
ɝȯɒɉɃȠȰɘɒɍɅɘɁȠȹɁɖɁɄɏɇɏȧȤȠȼɁɔɁɒɕȠȫɏɋɉȨȤȠȲɁəɕɆɕɍɉȠȽɁəɁɋɉȨȤȠȸɘɏɓɕɋɅȠ
ȴɕɎɁɋɁɔɁȩȤȠȺɏɋɉȠȺɁɉɒɁȪȤȠȹɈɕɎɓɕɋɅȠȫɂɕɒɁɘɁȨȤȠȹɕɓɕɍɕȠȰɉɂɉɎɏȧȤȠȰɁɒɕɎɁȠ
ȽɁɎɏȧȤȠȴɁɓɁɍɉɔɓɕȠȽɁɍɁɇɕɃɈɉȧȤȠȰɉɄɅɋɉȠȽɏɓɈɉɄɁȧȤȠȺɁɋɁɎɁɒɉȠȻɍɅɇɁɗɁɃɈɉȧȤȠ
ȸɘɏȠȺɁɎɁɋɁȧȤȠȮɁɎȠȵɇɏɃȠȫɎɈȠȹɕɏɎɇȧȤȠȹɁɋɉɈɉɔɏȠȲɉɔɁɊɉɍɁȧȠ
ˉ ȧȲɘɏɔɏȠ ȱɎɓɔɉɔɕɔɅȠ ɏɆȠ ȺɅɃɈɎɏɌɏɇɘȤȠ ȨȲɘɏɔɏȠ ȻɎɉɖɅɒɓɉɔɘȤȠ ȩȻɎɉɖɅɒɓɉɔɅȠ ɄɅȠ
ȳɏɒɁɉɎɅȤȠȪȻɎɉɖɅɒɓɉɔɘȠɏɆȠɔɈɅȠȸɘɕɋɘɕɓˊȠ

ΎPurposeΏ̭
Laticifer cell of plants is unique in shape, development, and function. The cytoplasm is
a sticky white fluid called latex, which is exuded when the plant is wounded. Laticifer
contains various toxic compound and therefore supposed to play a defensive role
against pest in plants. However latex constituent is highly variable among species and
even among organs in a single species. The purpose of this study is to identify in Ficus
carica different organs latexes proteins highly accumulated and playing a defensive role
against pest.
ΎMethod and resultsΏ̭
̭ ̭ ̭ ̭ To gain insight in the defensive role of proteins in F. carica latexes, we conducted
an RNA-seq analysis of latex exuded from immature fruit, petiole, and trunk, and we
compared the expression levels of the unigenes in the three organs’ latexes. The
expression level of some unigenes related to biotic stresses were significantly increased
in trunk and petiole latexes, compared with in fruit latex, suggesting that petiole and
trunk latexes play a major role in the defense system of F. carica. To check the
protein's toxicity, cDNA of some unigenes highly expressed were reverse-transcribed,
cloned into a vector and expressed in Drosophila melanogaster S2 cells. The class V
chitinase (FcVch), pathogenesis-related protein 4 (FcPR4) and the Elicitor-inducible
protein (FcEI) have shown a toxicity to cultured S2 cells. These results suggest that
FcPR4, FcVch, and FcEI are major proteins playing a key role in the defense system
of F. carica against pest. To confirm the idea, we introduced the FcEI cDNA in D.
melanogaster to express in eye imaginal disk using GMR-GAL/UAS system. Analysis
of its toxic effect is undergoing.
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ʗʼʬˀĂŦřýʷˁʺʤʏʖʱˀʶʪʈʥɵÕƩĹĭÆ
ɝǺŷĦ ȧɟŘê® ȧɟǲīÒ ȨɟĥǺƵ° ȨɟǺü± ȨȠ
ˉȧ fȚˇŕLɟȨ fę£NˊȠ

ΎǭǪΏ
ɑưβΉ̨ʆ¨ΉrəǾsΉȤâǥέΑΨΥІϦЁЏϩϖϞДϮВЖЅαŘ¿αʑ¡
άΐσʜφτΫΑσΊˋñΉǘƟɆĞαƂȝsΰ)ΑΉŎŝαɑưαřǥɊŃβ
CˁχνσέΉ2000χȏǻΞΥέΑφτΉɑưα˿ЕŀƛΖ¿Ηίʩ̛
έίΨΫΑσΊΣαģƉα1ΩέΞΫΉÀǁǋǜšħɑưƟĒǋʹαǹȎΖǬψΰʇ
φτΫΑσΊ
ϟЈϵЎ (Citrus jabara) βƃçǲtçş|Ǚα̥˫ŨžάΐσΊϟЈϵЎαs
ËĠ[έΞΫΉЂЏІϭϔϞϺЎЁϳόϮΰΩΑΫ°ΝτΫΑσΖΉſɗĒΰ˾Πσ°
βθέψήΝτΫΑίΑΊΛτκάΰġαǹȎÐάβΉϟЈϵЎŤǫΕρϊЂϭЖ
ϞϠʧÞǋʹχz̍ΞΉΣαſɗĒΰΩΑΫőρΕΰΞΥΊŝǹȎάβΉϟЈϵЎŤ
ǫƑīZǋΖ3T3-L1ȮɖΰÛΞΫɘɒƵɿȋĥbqŤχȁΞΥΛέΕρΉϟЈϵЎ
ŤǫΰκτσħɑưƟĒǋʹαĵȬΔπεΣα0ǚſŸαʚőχǭǪέΞΥΊ
ΎŋƛЕȲŤΏ
[scƹχΓΉ[sΝΥ3T3-L1ɘɒȮɖΰϟЈϵЎŤǫƑīZǋχƩnΞΉ2
Ŏ˽®̣ΞΥαΧΉϜДϼАǀƩnα®̣®ªΰOτŗΓΉ6Ŏ˽®̣ΞΥαΧΉɿ
ȋΝτΥɘɒƵχOil red OΰπςũɭΞΥΊΣαȲŤΉϟЈϵЎŤǫƑīZǋβΉś
YǕαȮɖέƏ˄ΞΫΉɘɒƵαɿȋχH,ΰĥbΞΥΊΣΛάΉΛαƑīZˣχΉ
ɘɒƵɿȋĥbqŤχİŻέΞΫΉȇϖВЃϭϗЎϺϋЖχǚΑΫ[ǞχɁςˌΞΉ3
ȇαƟĒĠ[1-3χz̍ΞΉŸ˓ƕÎΞΥИFig. 1ЙΊ
sǋ 1-3α3T3-L1ɘɒȮɖΰÛΠσɘɒƵɿȋĥbqŤΰΩΑΫŵʝΞΥέ
ΛυΉΣτΤτ200 µMάɘɒαɿȋχĥbΞΥΊκΥΉGPDHʧÞƟĒΰÛΠσqŤ
ΩΑΫŵʝΞΥȲŤΉ1-3βΉ200 µMάGPDHαʧÞƟĒχĥbΞΥΊΝρΰΉΛτρ
αsǋβΉ˚iɿȋΝτΥɘɒΰÛΠσ[ʚqŤξȁΞΥΊΛαΛέΕρ1-3βɘɒ
αɿȋχĥbΠσΛέΦΚάίΘɘɒχ[
ʚΠσΛέξőρΕέίΨΥΊ
Ǔ©ΉħɑưqŤα0ǚſŸαʚőχ
ǭǪέΞΫΉRT-PCRχǚΑΥɘɒɿȋΰ

1
2
3

R1
R2
OMe OMe
OH OMe
OMe H

Fig. 1. Structure of active compounds

ΔΚσˡ(ÈαǨǓʚŢχʇΨΫΑσΊ̭
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ǖˇʮʿʓǖʈʜʱˀʶˆɴɾʁ ȺȰȷȥȧ ƗƬɦɿɵȠ
ʈˆʞˈ˄ʈʏˆȥȧȨ ŖŕǑȠ
Ƞ
ɝȚĕ#Ħ ȧɟǕ0 ȧɟǋǺK( ȧɟȸɉɁɄɈȠȲɓɏɕɒɉȠȨɟ~Řǒ] ȧɟȠ
ŶÐõ ȧɟŲŘQ ȩɟġȈi ȧȠ
ˉȧ ȅˇŕeɟȨȠ ȭȬȬȭˇȺɕɎɉɓɉɁɟȠ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ
ȩ
ƇĩȅˇŕeŔ}ˇsıˇMʆʱˁʍűƀʚˆʞˈˊ

ΎǭǪΏ ¿ʯχǨ˪ΝΫΩΘρτΥǀ´ȞŜαȱ

ĦΰπΨΫЛϯϨЊЎАϔЎЖИNKЙ

ȮɖƟĒs¡ÈάΐσόДϦЖВόϔД-12ИIL-12Й̄ĒαȮɖΖЃύϠɜɦ

ά¶nΠσΛέΖ

ˋñ°ΝτΥНŋЛ¿ʯΰ¾ΘκτσόϤϺЎЁДέΞΫϙϰϠϫόДοϧόϣόДΖΐσΖЛ
ϙϰϠϫόДαȱ

ĦΰπΨΫЛЃύϠɜɦ

αNKȮɖαȮɖDÑĒΖƟĒsΝτσέ°Ν

τΫΑσНΞΕΞЛġΖʇίΨΥÏ̦άβЛϧόϣόДοϙϰϠϫόДΰπΨΫNKȮɖŭαȮɖ
DÑĒχǮĶǪΰƟĒsΝσΛέΖάΗίΕΨΥН!αȲŤΕρЛ¿ʯόϤϺЎЁДΖMǤȮ
ɖΕραIL-12ǙǘχʧÞΞЛ˽ĶǪΰNKȮɖχƟĒsΞΫΑσɗĒΖɉΓρτΥНΣΛάŝ
ǹȎάβЛ¿ʯЕϷЍϚʯα4ȇαόϤϺЎЁДИϧόϣόДЛϙϰϠϫόДЛϺϐАЇϳϲϨДЛϵόϑ
ϒϰДAЙΰπΨΫЛϷϭzǔǜšȮɖŭTHP-1ЛκΥβTHP-1ȮɖχŽǍȮɖŹΰ[sΝΥȮ
ɖΕραIL-12ǙǘΖʧÞΝτσΕΰΩΑΫŵʝΞΥН
ΎŋƛЕȲŤΏ zǔŹЛκΥβŽǍȮɖŹΰ[sΝΥTHP-1ȮɖχόϤϺЎЁДÊ©ά3Ŏ
˽®̣ΞЛΣα®̣ƪ

αIL-12χÎ˰ΞΥέΛυЛήΧραȮɖΰÛΞΫξϧόϣόДέϺϐА

ЇϳϲϨДαλΰǚ˰3ÊǪίIL-12ǙǘʧÞqŤΖǿʦΝτΥНϧόϣόДβϏϠϭВϙДБϢ
ϼϦЖИERЙοɰ̥ōƾsƑȫÓ.ИAhRЙαЏϓДϮάξΐσΥνЛϧόϣόДΰπσIL-12Ǚǘ
ʧÞΖERοAhRχΞΫΑσɗĒΖɉΓρτΥНΣΛάЛERЛAhRΣτΤταϊДϦϛϰϠϭά
ΐσϺАϾϠϭЎДϭοCH-223,191ΰπσ̀ÑqŤχʪηΥΖЛϧόϣόДΔπεϺϐАЇϳϲϨД
αTHP-1ȮɖΕραIL-12ǙǘʧÞqŤβĥbΝτίΕΨΥНϧόϣόДοϺϐАЇϳϲϨДΰπ
ΨΫ˪ȫƟĒΖþνρτσΛέΖǷρτσ˂UbĈ¡ÈSIRT1βЛϷϠϭДχɛϊϢϨАsΠσΛέ
άIL-12α˂UĥbΰÕΠσɗĒΖȁΝτΫΑσΖЛΛτβϧόϣόДοϺϐАЇϳϲϨД
ΰπΨΫIL-12ǙǘΖʧÞΝτΥÏέǯΞΫΑσНΛαƿΰǵǭΞЛSIRT1̀ÑΖϧόϣόДο
ϺϐАЇϳϲϨДαIL-12ǙǘʧÞqŤΰā̕ΠσΕʪηΥΖЛSIRT1̀ÑgEX527άβόϤϺЎ
ЁДΰπσIL-12ǙǘʧÞqŤΰā̕χΓίΕΨΥНίΔЛόϤϺЎЁД̞αIL-12ǙǘʧÞɗΰ
˾ΠσŸ˓ƟĒǯ˾ΰΩΑΫβЛ5,αƑ˫¯αřǀΖˮʑάЛΛα,ɂΰƑ˫¯ΖίΑϧόϣ
όДέϺϐАЇϳϲϨДΰIL-12ǙǘʧÞɗΖʦνρτΥН
ΎʬˇΏ ŝǹȎβJST / JICAαªǔʔżʩ̛Ûď¦̇ȄËĤʈylϼВϗЎЅИSATREPSЙαĿ

ĺέЛ

ÁǹȎĢαoĠΰπςÏŌΞκΞΥ.

55

− 55 −

A57

Ťʦʞʸʺɾʀƍ×>ɬɯʒ˂LŋǚɵŋœLťŌÆ
ɝǋĽĂſɟȚĕơgɟǋĮÀɟŘĵƻǸɟÿĮÄ®ɟô·QȠ
ˉě¶©ˊȠ

ΎǭǪΏϯϦЃІИCanavalia gladiataЙβϦД϶ϖʹχȨ26ЗΉɘʹχȨ3ЗΉƾƑsǋ
χȨ62ЗμΊġβΣαȰĠΕρΉϯϦЃІχ̠έΞΫ`ǚάΗσέɉΓΫΑσΊ
ΛτκάΰǩϯϦЃІΕρϦД϶ϖʹχʰ×ΰμȠīZƦχʪʏΞ1)ΉϯϦЃІ

ʑ

2)

ϦД϶ϖʹαƳĒΖ´ƻ÷3ÊǪΰ»sΠσǌĒχőρΕΰΞΫΑσ ΊΣαǹȎ
˚ȆΰΔΑΫΉΐσȠīZƦχV{ΠσΛέΰπΨΫϙАsΠσǓʱξǨʓΞΫΑσΊ
ŝǹȎάβΉŊʔ̠ȫŞαǨĳχǭǪέΞΉǩϯϦЃІΕρϙАsǋʹχȠīZ
ΠσŋƛΔπεϙАsǋʹαǋǕsËǪǌĒΰΩΑΫŵʝΞΥΊ
ΎŋƛЕȲŤΏƑάƤƷΞΥǩϯϦЃІχƒάϴДϮϻБДϧЖΰπςǻǺΞΥΊǻǺ
Ʀχ100℃Ή105℃άnǇΐσΑβǅƘΠσΛέάΉϙАsǋʹαīZΰ˟ΞΥnǇ
ŋƛχʪηΥΊnǇƦΐσΑβǅƘƦχƼ˚ΞΉƼƦχīZƦέΞΫ4℃Δπε20℃
ά̒ɂΞΥΊκΥΉīZœΰΔΚσǻǺʯαřǀΖϙАsΰΓσā̕χʪησΥν
ΰΉǻǺƦΔπεǻǺʯχ̃ΑΥƦΕρʪʏΞΥīZƦΰΩΑΫξ4℃Δπε20℃
ά̒ɂΞΥΊ̒ɂĄΰǘΟΥƖƋƯˮ˰χƮÎΞΉīZƦΰÛΠσƖƋǑχȘZΠ
σΛέάΉϙАsǓʱχŃ>sΞΥΊǻǺƦχǅƘĄΰƼ˚ΞΥīZƦαλΉϙАs
ΠσΛέΖőρΕέίΨΥΊƁΰΉīZƦΖϙАsΠσŘ˟Š#χʪησΥνΰΉīZ
Ʀα̒ɂƭ÷Δπε̒ɂŎŃΰπσƖƋǑα»sχƏ˄ΞΥΊīZƦβ10℃!
άϙАsΞΉǘΟΥϙАβ65℃!άʅʚΠσΛέΖőρΕέίΨΥ 3)ΊΝρΰΉʪ
ʏƛΰπςʪʏΞΥīZƦ

αǋʹΰΩΑΫΉSDS-PAGEΔπεЍύȫϬДϼДď

ΰπςŵʝΞΥΊSDS-PAGEάβϙАsαřǀΰ˾φρΡΉīZƦ

αϦД϶ϖʹ

ϵДϮβθέψήŵZΝτίΕΨΥ3)ΊŋΉЍύȫϬДϼДďάβϙАsΠσīZ
ƦαλΖοοɭΞΥΖΉϙАsΰw[ί˰ΰÛΠσǨɭάβίΕΨΥ3)ΊnΓΫΉ
ϺώϳЖА-ǽ˫ƛΰπςPȤ˰ΉϤЇϕЖ-ϲАϤДƛΰπςˢIȤ˰χƮÎΞΥέΛ
υΉīZƦ

ΰβ¾Ȥ̞Ζ¾ΘκτΫΑσΛέΖőρΕέίΨΥΊ

1) Nishizawa et al. (2016). Biosci. Biotechnol. Biochem. 80, 1623.

2) Nishizawa and Arii. (2016). Biosci. Biotechnol. Biochem. 80, 2459.
3) Nishizawa and Arii. (2018). Biosci. Biotechnol. Biochem. 82, 120.
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ǺǁɵʷˁʆʹˆȠ
ɝǄRô¯ɟǼøź

Ƞ
ˉªƟˇÅŗŕŋˊȠ

ΎǭǪΏ̭
̭ ЂЏϊЄДέβϊЄϳ¯χ̻Ω!ξΩɘɒōƾƑsǋάΐςΉϵϖϫЏϊΕρ̨Ȕr
ŴǋΰÊ©ΠσΊЂЏϊЄДβȮɖα¶ƈΉĠ˺ΉǨ˜οϦД϶ϖʹĠΰξ˾ΞΉ
ǘƟrΰƀΘΛέαάΗίΑǋʹάΐσΊĆΨΫΉǘǓſɗχȷįΠσΥνΰβ.
SαЂЏϊЄДƻ÷χŘ˟ίБϾАΰ8ΩΛέΖˮʑάΐσΊŘξɫǪίЂЏϊЄД
βΉϟϊЄДάΐσϼϭБϩϞДΉϭЏϊЄДάΐσϒϧϾЏДέϠϿАЄϟДΉϫϭЎϊЄД
άΐσϠϿАЄДάΐσΊˋñЂЏϊЄДβ@øÜα*ýΰřqάΐσΛέΖ°Ν
τΫΑσΊЂЏϊЄДαǘĠ˰βn̬ΰ)ΨΫƬàΠσΛέΖǷρτΫΑσΖΉЂЏ
ϊЄДβ̠ΕρļΠσΛέΖɗάΐσΊ̭
̭ ŝǹȎάβ˯ɻοƷΚǋΰκτσЂЏϊЄД˰χƮÎΞΉЂЏϊЄД˰α̨Α
̠χʓZΠΛέχǭǪέΞΫΑσΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ̝ÚϭύϓЎϞΉçȄϭύϓЎϞΉ%ʓϭύϓЎϞΉϹЖЃДИλήςЙΉŧ˯ϜϜ
ϙΉɍʮ̂ϔЊύЏΉʷɵϯϠΉťʯИ¼ςȭΡΗψЙᾶȇ̞α˯ɻέΉɻαɯƷ
ΚΉŪƷΚίήαƷΚǋέΣα|ŞňαЂЏϊЄД˰χƮÎΞΥΊ̝ÚϭύϓЎϞ
ΰΔΑΫβʪǕƛΰπΨΫΉťʯΰΩΑΫβɷάσeĄάЂЏϊЄД˰ΖήαπΒΰ
»sΠσΕʪηΥΊŵ.βϬϋЖϼϺЏЖϝЖάVWΞΥĄΉŵ.̺ͨΰÛΞΫ̾ͮͭα
jᾴ̯͇̾͘χnΓΉϺЖϮϼВϢϩϜЖάЀЇϟϲόϭΞΫЂЏϊЄДχīZΞΥΊī
ZƦχЂϊϜόϡ̷̹̽̾ͼͮαϺϋАϦЖχˑΞΥĄΉ͗͘͏̭ͨͦͭͱͰͭͺͮͪͯͦ͢ͱͬ͢И̷̽̿ͽ̹̾ͮͮЙ
χʍǵΞΥ͔͇͌͐ΰπς[ŢΞΥΊ̭
̭ ˯ɻχ[ŢΞΥȲŤΉȇΰπΨΫЂЏϊЄД˰ΖΛέίςΉϭύϓЎϞοϹЖЃ
ДΰβϼϭБϩϞДΖ¾ΘκτΫΑσΛέΖ[ΕΨΥΊκΥΉťʯΰΔΑΫβȌœ
Śα˝ΑΰπςЂЏϊЄД˰Ζ»sΠσΛέξȁΝτΥΊ̝ÚϭύϓЎϞαʪǕ
ƛα˝ΑοťʯαɷάσeĄάЂЏϊЄД˰ΰ¿Ηί˝ΑβʓρτίΕΨΥΊƷΚ
ǋα[ŢȲŤάβΉƷΚǋα|ŞňΰβŵZάΗίΕΨΥśǷǋʹΖŵZΝτΉP
.αЂЏϊЄД˰ξ|ŞňέƏ˄Πσέ¶nΞΫΑΥΊΛαΛέΕρΉƷΚǋάβĊǘ
ǋǨ˪ΰπΨΫЂЏϊЄДΖɿȋΞΫΑσέɉΓρτΉʚŢχ˖νΫΑσΊ̭
ΎʬˇΏ̭
̭ ŝǹȎά1ǚΞΥ˯ɻβˤöˈţϢДϦЖΉɻαɯƷΚβƗşŹΉŪƷΚέ
ΣαŞňβĎγ

ŹαĈÃĚΰπς[̖ΑΥξαάΠΊ̭
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B41

ʫʦʖʾʉʎ×>Ĳɵîňʘʤ˃ʘƧÆaHĂ
ɝāġfɟŘ+]ɟGǄƵĞɟʽˆʕˆʘˆɟĬñĳɟȠ
£ ŽɟŤ·Ƞ
ˉŶÐˇǠˊȠ

ΎǭǪΏŕǇϠϭБϠβϷϭζα@øʋÑοÒǢίήαȱƫrǋαǘǙĒ-χûΗ
ʼΛΠΊΛαΥνŕǇϠϭБϠɋĒαǐćſŸΰΩΑΫóΘǹȎΝτΫΗΫΔςΉ[È
ϞЈϿВДάΐσǇϞЌϩϖϦД϶ϖʹИ͔͌͗ЙέŕǇɋĒα˾6ĒΖȁΝτΫΑ
σΊΛα͔͌͗βǇϠϭБϠΦΚάίΘΉϺϋϭϘЄϒАΰπσsËίcƹΰΔΑΫξǨǓ
ΖʧÞΝτσΊÏ̇ΉϴϯϞЌύϓΰκτσϣАДЁДβ͔͌͗ǨǓʧÞqŤΖ°
ΝτΫΑσΖΉ;.БϾАάαŕǇϠϭБϠΰÛΠσ0ǚβ°ΝτΫΑίΑΊΣΛ
άΉŝǹȎάβϴϯϞЌύϓīZƦα͔͌͗ǨǓʧÞ0ǚχЃύϠα®̣Ȯɖε;
.άǿʦΠσέέξΰΉΣαŕǇϠϭБϠɋĒqŤχЃύϠ;.χǚΑΫŵʢΠ
σΛέχǭǪέΞΥΊ̭
ΎŋƛΏϴϯϞЌύϓůɶαǉȞŜΕρϏϦϳЖАΰπςīZΞΉϴϯϞЌύϓϏϔϠ
έΞΥΊΛαϏϔϠχƩnΞΥ®ªά͌ͦͱ̺̺ͤͤ̀͢ȮɖИЃύϠɐɦǜšЙχcƹΞΉΣα
Ąαȇ͔͌͗ǨǓΰΩΑΫύώϠϦДϻВϩϭƛΰπςʣ4χʇΨΥΊƁΑάΉЃύϠ
И͇̾̀͆͐̿ЙχǚΑΫΉŕǇɋĒʣ4ȧχŸȜΞΉϴϯϞЌύϓϏϔϠαŕǇɋĒ
qŤχʣ4ΞΥΊЃύϠχϏϔϠƩn̡ňέÛǄ̡ňά̺˕˽̡ɓĄΉ̺Ŏ̺œ˽̹̽Ά
ǗµΰŖ̐ΠσŕǇϠϭБϠχ̾Ŏ˽ΓΥΊŕǇϠϭБϠeĄα.ˮχƮÎΞΉ¶
.Ǒάʣ4χʇΨΥΊκΥΉʤ̦ĄΰЃύϠχåƊΞΫɐɦχĴŞΞΫύώϠϦДϻВ
ϩϭƛΰπς͔͌͗αǨǓχǿʦΞΥΊ̭
ΎȲŤΏϴϯϞЌύϓϏϔϠИϣАДЁДέΞΫ̹̾͑ǯÿЙαƩnΰπς͌ͦͱ̺̺ͤͤ̀͢Ȯ
ɖΰΔΑΫ͔̹͌͗̽Ή͔̹͌͗̀Ή͔̹͌͗͂αřĚίǨǓ¶nΖʦνρτΥΊκΥŸȜΞΥŕ
ǇɋĒʣ4ȧΰΔΑΫΉŕǇϠϭБϠИ͌͗ЙvάβÐƭÛǄИ͖͘ЙvИέƏ˄ΞΫ¶.
Ǒα˲sΖʦνρτΥΖΉŕǇϠϭБϠYǕeΕρϏϔϠƩn̡ňχȳ̤ΞΥv
И̴͉͖͌͗͞vЙάβ¶.Ǒα˲sΖřĚΰŀΞΥΊΥΦΞΉÐƭŠ#άϏϔϠƩn
̡ňχȳ̤ΞΥvИ̴͖͉͖͘͞vЙβ͖͘vέ¶.ˮΰêβʦνρτίΕΨΥΊκΥΛτρ
αʋ̦ЃύϠαɐɦΰΔΚσ͔̹͌͗̀αǨǓχʪūΞΥέΛυΉ͖͘vέƏ˄ΞΫΣα
αvά͔̹͌͗̀αǨǓΖ¶nΞΫΑΥΊ̭
ΎȲʫΏϴϯϞЌύϓϏϔϠα̡ňζαƩnΰπςΉŕǇϠϭБϠΰπσ¶.Ǒα-Ζ
˃ƬΝτσΛέΖőρΕΰίΨΥΊɐɦΰΔΑΫ͔̹͌͗̀αǨǓΖ¶nΞΫΑσΛέξǿ
ʦΝτΫΔςΉǌΰŕǇϠϭБϠέϏϔϠƩn̡ňχΓΥЃύϠάŘξǨǓ¶nΖʦ
νρτΥΊΛτραȲŤΕρϣАДЁДΖ͔̹͌͗̀αǨǓʧÞχΞΫŕǇɋĒq
ŤχξΥρΞΫΑσΛέΖȁΝτΥΊ̭
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ʮʤ Bcl-2 ʱʅʹˁˈBcl-rambo ɲ VDAC ɶʖʾʉʗʾʉʬʋɴ
ɥɣɰǯ ťũ%ŗʃųɬɟʮʤyȗƗƬĊɴɥɣɰO
ǓťɴʍʘʭˈʛɵĭÆLʃ'ǧɭʁ

B42

ɞŘ¨ɟÿR:ɟƂůƃ

ɟ_ŘƻĔɟ£Yß4ɟŉ¤ Ƞ
ˉªƟȅˇÅŗŕŋˊȠ

ΎǭǪΏ̭
̶̻͆ͤͭϺωЄЏЖ̶͆ͤͭͳͮͣ͢Ͱ̭ ̲͇̻̺̼̳͆͐͐βΉ͒ŜȒAΰ̽Ωα̶̻̭͆ͤͭ ͩͰͮͰͭͰͨͺ̭ ̲̳͆͌ϮІ
όДΉ

ÁˣΰЋϰЖϖί͒Ͱ̭̭͆͌ͮͰ͵̭̲ͪͧ͆͌͒Ͱ̳ϮІόДΉ͇ŜȒΰɣʴˑϮІόДχřΠ

σϦД϶ϖʹάΐσΊϷϭ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰβϷϭɕNɝǜš̻̼͂͘ȮɖΰΔΑΫ˚iǨǓΝ
σέϊЂϭЖϞϠχʧÞΞΥ̺̳ΊΝρΰΉϷϭ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰχϞЌύϟЌύϵϏαʐǴΰǣĢǪ
ΰǨǓΝσέΉɭȫαƥÂχ)ΒͳͰͶ̭ͨͩ ͦͺͦʊǓ«ΖʧÞΝτΥ̻̳ΊΛαʐǴαɭȫ
αƥÂβ̭ͥͦͯͪͯͦ͢ ͯͶͤͭͦͰ͵̭ͪͥͦ ͵ͳͯ͢ʹͭͰͤ͢ʹ̭ͦ ̲̳͒͘ͅχϚЖϮΠσ8,8α»ǣȧȴέ˥Ν
σΛέΰπΨΫĥbΝτΥ̻̳ΊŝǹȎάβΉϷϭ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰχǨǓΝΥϞЌύϟЌύϵ
ϏȧȴΉϷϭ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰχϭЎДϠϺώϖϞЌДΞΥϷϭ®̣ȮɖŭΉϷϭ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰέϗАϦ
ϨϑД̶͗ϭЎДϠϺώЎЖϣ̲̳͋͗͘έαʅϦД϶ϖʹχǚΑΫ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰαǘǕſɗχ
ʚőΠσΛέχǭǪέΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ϷϭɔΖψǜš̾̽͂ͅȮɖΰ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰΉξΞΘβ̶͇̼͐ͪͯ͵ͦͳͤ͢͵̭ͪͯͨ ͳͦͨͪͰ̭ͯ ̲͍͖̳͐ЇϨЖ
Ϻ»ǣ.̸̲̻͍̻̳͛̀̿̀͂ͅͅχ˚iǨǓΠσέΉЄϭϚДϮЏϊαŉǊsΖʧÞΝτΉŮ
ˉˣΰ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰέŉǊsΞΥЄϭϚДϮЏϊΖ̋ȋΠσΛέΖʘÙΝτΥΊΛτραȲ
ŤΕρΉϷϭ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰΰπσЄϭϚДϮЏϊαŉǊsΖ͇̼͐έαȲΰ3ÊΞίΑΛέΖ
ǿʦΝτΥΊ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰχϞЌύϟЌύϵϏαʐǴΰǨǓΝΥϞЌύϟЌύϵϏȧȴχ
ǚΑΥˡ(ËǪϠϖЏЖϰДϗχʇΨΥέΛυΉͷͰͭ͵̶ͨͦͥͦ͢ͱͦͯͥͦͯ͵̭ ͯͪ͢Ͱ̭ͯ ̭ͤͩͯͯͦͭ͢
̲͚͈͇̳ͅέΞΫǷρτσ547/3α»ǣȧȴέ˥ΠσΛέάΉ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰΰπςʧÞΝτσ
ʐǴαɭȫαƥÂΖĥbΝτΥΊ̶̶͋͗͆ͤͭ͘ͳͮͣ͢ͰʅϦД϶ϖʹβΉ̺͒͘ͅέ̻͒͘ͅέ
ǯ0ǚΞΥΖΉΛτραǯ0ǚέƏ˄ΞΫΉ͚͈͇̺ͅαǯ0ǚβ̓ïΰüΘ
͚͈͇̻ͅέαǯ0ǚβŵZάΗίΕΨΥΊŋΉ̻̼͂͘Ȯɖΰ̶͆ͤͭͳͮͣ͢ͰΉ͚͈͇̺ͅΉ
͚͈͇̻ͅχϭЎДϠϺώϖϞЌДΠσέΉ̶͆ͤͭͳͮͣ͢Ͱβ͚͈͇̺ͅΉξΞΘβ͚͈͇̻ͅέyʪǪΰ
ϒϠ϶ЖϣαƟĒsχ7˖ΞΥΊ!αȲŤΕρΉϷϭ̶͆ͤͭͳͮͣ͢Ͱέ͚͈͇ͅβϞЌύϟЌ
ύϵϏΰΔΑΫˡ(ËǪǯ0ǚχȁΞΉϷϭ®̣ȮɖŭΰΔΑΫyʪǪΰϒϠ϶Ж
ϣαƟĒχ7˖ΠσΛέΖőρΕΰίΨΥΊ̭
̺̭͟͠͏͢͵͢Ͱ̵̷̭̭ͬ͘͢,9(1̵̷̭͎͆ͪͰ̷̷̵̵̶̭͇̭̻̭̺̺̭̲̻̹̹̺̳̭ͭͩͦͮ̀̿͂̾̽́͂̾̾̽
̻̭͒ͬ͟͢͢͠ͻ̵̷̭̭͑͢͢,9(1̵̭͔͐Ͱ̵̵̭͓̭̺̺̭̹̺̻̼̭̲̻̹̺̳̭͗ͯͦͦ̾̀́̿
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Ȁ÷ťɳǩJɴɾʁƥL'ǧʻʣ˂ʸʉʘ(SAMP8)ɵƆė
ƭ!ɵÞlHĂȠ
ɝŀ©ƷſɟÿŘ=ǰɟ;ǆɟǋØ«ɟŝĽ±ɟ ·Ƞ
ˉǲ´ƂˇŕeŔ}ˊȠ

ΎǭǪΏ̭
̨̬Ɋαȕſɗ-ИϜАϚϿϰϊЙα˿Еŀβʽ̨̬Ȃ'άˮʑί̛ά
ΐσΊϜАϚϿϰϊΰ˺Ś˽αȵȶǪί˙rΖήαπΒίā̕χιΠΕʪησΥν
ΰɈs7˖ЇϬАИʹͦͯͦʹ̭ͤͦͯͤͦͤͤͦͭͦ͢ͳ͢͵̭ͦͥͮͰͶʹͦЙ͔͗͑́ͅЃύϠχǚΑΫÏ̦χʇΨ
ΥΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ͔͗͑́ͅЃύϠИ̊ĒΉТ˕̬ΉУuЙχПС˕˽Ή
ΥΊƏ˄αΥνΰ

˂ϒϛΰOτΫΉɨǨǪΰ˙rΝ

˂ϒϛΰOτίΑɄИ̊ĒΉТ˕̬ΉУuЙξ0ĠΞΥΊПР˕

ĄΉϭБϩϮЄАΰπςįȶʻʇɗlχƮÎΞΥΊΣαĄΉʚfΰ2ΞΉȕˮ˰έɘɒˮ
˰χƮÎΠσέέξΰ̧Űȕάαˡ(ÈǨǓ»sχʚŢΞΥΊ̭
˂ϒϛΰπσɨǨǪ˙rβΉ̺ŎО
˽Ą!́β
ΖΉ

˂ŃΖƬàΞΥΊ.ˮβΉ

˂!ʘÙΝτΥΖΉÏ̦˼ÅĄОТ˕
˂ϒϛΰOτίΑɄάąΰ¶nΞΥ

˂ϒϛɄάβ.ˮβÎïБϾАχ8ΨΥΊϭБϩϮЄАʤ̦ΰΔΑΫβΉ

˂ϒ

ϛɄάʻʇœ˽Ζ̜ɽΰ¶nΞΥΊΛτβɈ̬ΰπσȕſɗ-ΖΉ˺ŚαįȶǪ
˙rΰπΨΫ

ĉΞΥΛέχȁΠσΊʚfœΉ̧Űȕˮ˰ИϷЎІȕΉeɚ̧ȕЙβ

˂ϒϛΰπςȕˮ˰ΖřĚΰ¶nΞΥΊκΥɘɒˮ˰β̜ɽΰ-ΞΥΊЃόϖВ
ϊБόΰπς̧ŰȕαȸɃǪίˡ(ÈǨǓʚŢχʇΨΥέΛυΉ

˂ϒϛάǨǓ¶n

ΞΥˡ(ÈɄΰЏЁϤЖЅϦД϶ϖʹΉόДϠЏДϞϗϯАαƠϔϯЖϣͬͅ͵ΉЋϸϔ
ϨДЏϓЖϣάΐσͅ͵ͳͰ̺ͨͪͯίήϦД϶ϖʹαĠЕ[ʚαˡ(ÈΖʐŃʦνρτΉ
ȕϦД϶ϖʹα

ʬ

˂ΖƟǨΰίΨΫΑσΛέΖȁΝτΥΊΛτραΛέΕρΉ

˂ϒϛΰπσ˺Śα˙rβɑưχŀΠσέέξΰΉn̬ΰπσȕſɗ-χ
ΫΑσΛέΖȁΝτΥΊ̭
̭
̭ ̭ͬͪͨͦ͘͢͢͢͵̷̭̭ͭ͆ͪ͢Ͱʹ̵̭ͤͪͦͯͤͦ͆ͪͰ͵ͦͤͩͯͰͭͰͨͺ̭̰̭͆ͪͰͤͩͦͮͪʹ͵ͳͺ̭ ʫņĦȈ
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B44

ƫ6÷ɵÕʆˆʥ˄ʒˆEðȋɴɾʁưƱ β ƗƬɵŢǬɲǇ
Ə-ɹɵÁȐ
ɝm10# ȧɟŚø» ȧɟƳŘƔ ȧɟ Q ȨɟRŘŨĔ ȧɟ£s ȧ
ˉȧ Ȅ´ȅˇÅŗŕeˋȨ Ȅ´ˇĈȗˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ˋñΉɕNŚαǗµΖǘɓĄα@øΰā̕χιΠέΑΒǘƟɆĞǥɕNŚǨ
ǦʼƱʨИDevelopmental Origins of Health and Disease ʨЙΖƝǭΝτΫΑσΊ̊α
ɕNŚΰΔΚσǝĒЀАЇДβǝĒζαĒ[sΰ˾ΞΫΑσΖΉƅïț£χʽΓ
σ̨ϊДϮВϙДǍĝβĒĠǆĄαɋȤɗǣïοɤɦ β Ȯɖ˰αƬàα|¡έί
σΊΞΕΞΉɕNŚα-ϊДϮВϙДǍĝάαā̕βőάΐσΊΣΛάΉŝǹȎάβ
ɕNŚΰħϊДϮВϙДgŖ̐ΰπςǝĒЀАЇД0ǚχ̀ÑΞΥ̊ЎϩϭΰΔΚσɤ
ɦ β ȮɖαǨ˜έĒĠǆĄαɋȤɗΰΓσā̕χʚőΠσΛέχǭǪέΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
WistarƌЎϩϭΰħϊДϮВϙДgάΐσFlutamideИ50 mg/kgЙχÄÆ16.5ŎǭΕρ
ZǙκάƍŎȱ

ĦΞΥΊZǘЎϩϭβYũɭ.ΰÊ©ΠσSryˡ(Èαřǀά̌

̊_ÎχʇΑΉ̊ĒЎϩϭβFlutamideŖ̐ΰπσϊДϮВϙД0ǚαĥbχɏ˻â
˛˽ʾ̍α*˺̀Ñ0ǚΰπςǿʦΞΥΊZǘǮĄΉControlɄέƏηΫFlutamideɄ
άɤɦβȮɖ˰β̊ǌǣǪΰƬàΞΉKi67ИȮɖ¶ƈЃЖϒЖЙ̄ĒβȮɖαjβ
-ΞΉTUNELИȮɖƆЃЖϒЖЙ̄ĒβȮɖαjβ»sΞίΕΨΥΊZǘĄΉ̍
κάControlɄαƌЎϩϭΰɓΫΝΥĄΉĒĠǆeĄέίσ6˕̬Δπε12˕̬œ
αɤɦβȮɖ˰βControlɄέƏηΫFlutamideɄάȨ70%έȨ50%κάƬàΞΥΊΛτ
ραœŚαKi67̄ĒβȮɖαjέTUNEL̄ĒβȮɖαjβ2Ʉ˽ΰêβίΕΨ
ΥΊ6˕̬Δπε12˕̬œΰɡɞSȤʲɹʤ̦έόДϠЏДʲɹʤ̦χʇΑΉɋȤɗ
ζαā̕χŵʝΞΥȲŤΉ6˕̬œάβʤ̦ȲŤΰΔΑΫā̕βίΕΨΥΊ12˕
̬œαɡɞSȤʲɹʤ̦άβControlɄέƏηΫFlutamideɄάɋȤɗΖŀΠσE
ΖʘÙΝτΥΖΉόДϠЏДʲɹʤ̦ΰΔΑΫβā̕ΖίΕΨΥΊɤɦβȮɖαϠϭ
БϠɋĒχŵʝΠσΥνΰΉ12˕̬œΰɤɦβȮɖǌǣǪΰ˫sϠϭБϠχΓσ
StreptozotocinИSTZХ45 mg/kg̳χɡɞSĦΞΉ13˕̬œΰɡɞSȤʲɹʤ̦χʇ
ΨΥΊΣαȲŤΉSTZΰπςǘΟΥɋȤɗα-ΖFlutamideɄάĥbΝτΥΊ!α
ȲŤΕρΉɕNŚΰΔΚσǝĒЀАЇД0ǚ̀Ñβ̊ǌǣǪΰZǘeĄαɤɦβ
ȮɖαȮɖ¶ƈɗχ-ΝΫɤɦβȮɖ˰χƬàΝσΖΉɤɦβȮɖαħ˫s
ɗΖ˖ΠσΛέάɋȤɗαĖsχʼΛΝίΑΛέΖȁΝτΥΊ̭
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B45

ʮʤřýİǨyȗƗƬɹɵǯ

8ÑĨɵĐǎȠ

ɝøüĪ ȧɟÿǫÎ ȧɟø¤Ƒ± ȧɟďŘf4 ȧȤȨȠ
ˉȧ ȅˇǠˇÅŗŕeɟȨ ˇɉȭɅȴȹˊȠ

ΎǭǪΏ̭
̞ǜšαϦД϶ϖʹβ̨÷ίɇʠĄ:̢χΚσξαΖ¾ΘΉϦД϶ϖʹǘǙ
ΰβ̞αȮɖΖčʑέίσ±Ζ¾ΑΊϷϭǜšαϦД϶ϖʹχŝšαſɗχ8
ΨΥĀάǨǓΝΉſɗʚŢχʇΒΰβϷϭ®̣ȮɖχǚΑσαΖŘ˟άΐσέɉΓρ
τσΊΞΕΞΉϷϭ®̣Ȯɖβ¿Ó˰άα®̣Ζ¢̎άΐςΉˡ(ÈαÞOΰβ̨4
ίˡ(ÈÞOʤʀΖčʑέίσΛέΕρΉϦД϶ϖʹα¿ʔżǘǙΰǚΑσΛέβ¢
̎άΐΨΥΊŝǹȎάβƢ˘®̣ΖɗίϷϭɕNɝȮɖ̻̼̲͂͊ͳͦͦ͗͵ͺ̻̼ͭͦ͂͊Ȯɖ̳
ΰΉŹί̄όϑДĒЏЂϤЖЅΉΔπε̄όϑДĒЂЏЃЖχǚΑΫˡ(ÈχÞO
ΞΉϦД϶ϖʹǨǓqǑαŘ˟sχʇΨΥΊΝρΰ®̣ÓαĀǍΰΩΑΫξŵʝχ
ʇΨΥΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
͊ͳͦͦ͗͵ͺ̻̼ͭͦ͂͊ȮɖχʙϺЎϠϚΉϵϩϺАʙϺЎϠϚΉʙ«ЁϭАχǚΑΫ®
̣ΞΉ¶ƈ˒÷χʣ4ΞΥΊΣαȲŤΉϵϩϺАʙϺЎϠϚάŘξ̨Α¶ƈqǑ
χȁΠΖΉʙϺЎϠϚοʙ«ЁϭАάξθιŹα¶ƈχȁΠΛέΖőρΕέίΨ
ΥΊƁΑάˡ(ÈÞOgαŵʝχʇΨΥΊŝǹȎάβϒϨϑДĒɘʹχƨΞΥЏЂ
ϤЖЅΔπεϒϨϑДĒαЂЏЃЖχȹɭʃLϦД϶ϖʹ̲͔̳͋͊ǨǓǚϼЎϠЄϮέƨ
ΞΉÛŃ¶ƈŚα͊ͳͦͦ͗͵ͺ̻̼ͭͦ͂͊ȮɖάαϦД϶ϖʹǨǓχʃLΰπΨΫʣ4Ξ
ΥΊΑΡταÞOgΰΔΑΫξˡ(ÈÞOǑβÞOgαƻ÷3ÊǪΰΞΥΖΉ
̨Αƻ÷άβ-ΖʓρτΥΊǨǓΖ-Πσƻ÷άβȮɖǜšαϦД϶ϖʹΖƬ
àΞΫΑΥΛέΕρΉˡ(ÈÞOgαȮɖƎĒΰπΨΫȮɖΖ̈ÑχΚΥȲŤΉǨ
Ǔ˰Ζ-ΞΥέķÎΝτσΊƏ˄ΞΥ

άβϒϨϑДĒЂЏЃЖ̲ͱͰͭͺͦ͵ͩͺ̭ͭͦͯͦͪͮͪͯͦ̓

͔͉͍̳̻ȇΖŘξ̨Αˡ(ÈÞOqǑχȁΞΥΛέΕρΉǚΑσ͈͒ͅ˰έÞOgαj
χȮΕΘʪūΞΉŘ˟sχʇΨΥΊ͔͋͊ǨǓǚϼЎϠЄϮέÞOgχŹί˰Əάƨ
ΞΉ͊ͳͦͦ͗͵ͺ̻̼ͭͦ͂͊Ȯɖΰ˚ǪΰǨǓΝΥέΛυΉ͔͋͊αǨǓ˰βϼЎϠЄϮέÞ
Ogα˰ƏΖ̺Ф̻έίσ˰ƏˉάŘξ̨ΘίσϞЈЖϼίϹЖϖĀǍχȁΞΥΊ
͊ͳͦͦ͗͵ͺ̻̼ͭͦ͂͊ȮɖχǚΑΫǭǪέΠσϦД϶ϖʹχŘ¿˰άćσΥνΰβΉˡ(
ÈÞOgέǨǓǚϼЎϠЄϮα˰ƏαŘ˟sΖˮʑάΐσέɉΓρτσΊ̭
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B51

ʤʯʈ˄ʖ˅ʆˁɵǫɬʁɺʱʊ˄ʻˆˍ 6-ʺʠ˂ʕˁʠ˂Ƿʺ
ʠ˂ɵ`
ɝüjöɟRŘÇɟŻǺȑĦȠ
ˉªƟˇÅŗŕŋˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ˋñtȝΰ5OΞΫ̛sΞΫΑσϭϸόВϞГϊЏ#,97(247/:2 98:8./2(,βΉŎ
ŝ¦Sάξˈ0ǋΰʋÑχξΥρΠˈŶÑʂέΞΫ̛ʕΝτΫΑσΊŝǹȎάβΉ
Σα˿̃χǭİΞΥʇrbĈƛ˼ǨαǗέΞΫΉŝȇα˛ΞσηϺώВЇДÎχ
ʤλΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
˛ΞσηÎ,ƟĒαŵʢΰβΉ̺̹̭ͤͮ˺αǮȺΰΉ̺̭ͤͮΐΥς̺ͽ̶̵̶̵̶̵̺̹̭̺̹̭̺̹̼̭̾̽
̶̵̶̺̹̻̭̺̹̺Л̺̹̹̭ ϊЏ̙ÿ˰̭ ̲͉̳̭͛ αŵÎʤňχ³ìΞΉΣτΤτΰÛΞΫ̹̙̽αF
ΗϊЏΰπσďχƏ˄Πσ͍ÉŵÎƛχǚΑΥΊϭϸόВϞГϊЏFΗϊЏ̵̻̹̹̹̹̙χ̹̭̽
ͮ͐αϟϏϨАϏЖϫАΰ̺œ˽ƤƷΞΫćρτΥPˀȠīZƦχΉ̺͒´˫Δπε̺͒
Ƒ˫sϯϭЏύЅƑƳƦΰπσƦƦ[˥ƛά˫ĒЕ

ĒЕ´¯Ēǋʹα̼ΩαǞ[ΰ

[ǞΞΥΊΣαȲŤΉ˫ĒǋʹřǞ[ΰαλÎ,ƟĒΖʦνρτΥΥνΉǞ[
χϽϔϜДЕϟϏϨАϏЖϫАƨƳÇΰπσϞЏϒϙАϒЎЅϖВЃϭϗЎϺϋЖΰπ
ς̾ΩαǞ[ΰ[ǞΞΥΊ̺̯ϏЖϫА̸ϽϔϜДИ̸͉͌ЙƳZǞ[ΰÎ,ƟĒΖã©Ξ
ΥΥνΉǞ[χ[ϓϠϖВЃϭϗЎϺƛΰπς̾[ƍΰ[ǞΞΉŷĒϒЎЅ
̶͈͆͛͜ͅά̽Ǟ[ΉǀŷĒϒЎЅ̶͔̺͌ά́Ǟ[χΣτΤτćΥΊ͏Ͱͷ;͵ʹα8įİŻ
>И͖͍ЙΖŷĒϒЎЅΰπσ[άβ̶̺̺̻̹͂̀́͂ΰǯÿΠσǞ[ΰΉǀŷĒϒЎЅΰπ
σ[άβ̶̺̺̼̺̼̺̾́ΰǯÿΠσǞ[ΰΉΣτΤτÎ,ƟĒΖã©sΞΥΊƟĒ
Ǟ[χŷĒϒЎЅ̶͈͆͛͜ͅΰπσ̶͇͋͑͗[Ţΰ2ΞΥȲŤΉ2=̭ ̵̭̀̀ ̵̺̹̭̿ ̵̺̼̭̽ ̺̭̿̿
̴͑͟͠ΰǌċǪίϺЎϗІДϭόϑДχȁΠsǋӤ͖͍̺̺́͂̿Йχ=ʎǋʹέΞΫŵZΞ
ΥΊ͍͒͗͘ЎόϻЎЏŵȬΰπς̶̿ІϨАϜЏϨА˫ІϨАИ͑̿͑͗ЙέķÎΝτΥΛέΕ
ρΉřſĠΞΥ͑̿͑͗αϠϿϖϭАϬЖϦχƮÎΞΫƏ˄ΞΥέΛυΉ8įİŻ>έ
ЃϠϠϿϖϭАΖ=ʎǋʹέɪΞΥΊÎ˰α3̶ϭЏϬϒДχƩnΠσSˣŻƲƛ
ΰπςέΞΫɡˣȠīZƦΰκτσ͑̿͑͗˰χÎ˰ΞΥȲŤΉFΗϊЏ̺̙α8ř˰
χȨ̷̹̭͂ ͯͨέķÎΞΥΊΛαȲŤχ¯ΰĠα͑̿͑͗αí˭ȧ]χʪʏΞΉΣαÎ
,ƟĒχɡˣȠīZƦέ̸̺̯͉͌Ǟ[αí˭ȧ]έƏ˄ΞΥέΛυΉȠīZƦάβ
̶̸̺̹͉̽͛ͤͮΕρΉ̸̺̯͉͌ƳZǞ[έĠ͑̿͑͗άβ̶̸̺̹̼͉͛ͤͮΕρÎ,ƟĒΖʦνρ
τΥΊΛτραŵʢȲŤΕρΉŝȇϭϸόВϞГϊЏα˛ΞσηϺώВЇДχΉ̶̿ІϨА
ϜЏϨА˫ІϨАέÎΞΥΊ̭
̭̭
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B52

ʖ˂ʐɱ$ƲʃÔɤɿʂʁɦˎȠ
ɝŘȢțĿȣçAɟǕYÍɟsǭɟŻǺȑĦȠ
ˉªƟˇÅŗŕŋˊ

【目的】
近年、日本では臭いに対する人々の関心が高く、体臭や口臭などの臭いによ
る被害を指すスメルハラスメントという言葉がメディアで取り上げられるほど
である。一方、演者らは絹を着用した場合に、他の繊維製品と比較して臭くな
らないということに経験的に気づいていた。さらに、絹に関わっている色々な
方に話を聞くと、多くの方から絹は汗臭くなりにくい、あるいはいやな臭いが
残らないといった話をお聞きした。そこで、シルクには体臭の発生抑制機能が
あるのではないかと考えた。さらに、蚕の品種と生産物である繭糸の抗酸化能
力の関係を調べた結果、品種によってかなり違うことを明らかにしてきたこと
と合わせ、繭糸には体臭発生抑制効果があり、品種の違いが体臭発生抑制効果
に大きく影響するのではないかと考え、繭層抽出物の加齢臭発生抑制効果を中
心に検討を加えた。
【方法・結果】
乾燥繭を煮繭後繰糸した生糸あるいは高濃度塩溶液に 2 年間浸漬したのち脱
塩し、低温繰糸した生糸からの抽出物には、繭層抽出物と同程度の加齢臭（2－
ノネナール）発生抑制効果が認められた。
繰糸後の生糸から加齢臭発生抑制効果物質が得られたことは、生産物である
繭の価値を高めるだけでなく、抽出が容易になることを意味している。
次に脱脂綿の代わりに絹布あるいは綿布を用いた場合、絹布では加齢臭発生
抑制効果のある生糸からの抽出物を塗布しなくてもかなり強い加齢臭発生抑制
効果が認められた。一方、綿布では加齢臭発生抑制効果はほとんど認められな
かったが、生糸からの抽出物を塗布すると十分な加齢臭発生抑制効果が認めら
れた
以上の結果から、蚕の品種の違いは加齢臭発生抑制効果に大きな影響を及ぼ
さず、同等の効果があることを認めた。さらに、加齢臭発生抑制効果物質はセ
リシン部だけではなく、シルクの本体であるフィブロインにも存在することが
明らかになるとともに、綿布に生糸からの抽出物を塗布することで加齢臭発生
抑制効果を持たせることから、繊維加工剤としての応用が考えられた。
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ʍʈʓʎƎÏŇǑŢnɱɢʁʚˁˆʲ˄ʢʆˈʛɵzǚ
ƎĲʞˆʭʐǚÚƖ
ɝȀ¤ƒĦɟĄŘƓ¯ɟțüìɟq¡ċȠ
ˉªƟˇÅŗŕŋˊȠ

ΎǭǪΏ
ϒόϚϓϑϠǘƈɢŜȒˣαeȑɢάǌǣǪΰĠЕ[ƚΝτσinitiatorinβЛś
áϑϠΰʵΓρτΥśĠǆίȣÈΰ˙rɗέȣɗχǐćΝσ˔αďχ˼
ÅΝσȣÈĠǆʧǨ¡ÈέΞΫſɗΠσϢЏДϏДϮϿϼϨϧЖϣάΐσΊŝǹȎ
άβЛŘȯǪΰinitiatorinΰπΨΫûΗʼΛΝτσȣÈĠǆďαPÓχőρΕΰΠσ
ΛέχǭİΞЛκΡΰЛ˔αȣÈĠǆďΖʵȣαΒΕρǘƈɢ[ƚǋέRΰς
ZΞΥśĠǆȣÈΰinitiatorinχμeȑɢȀǺƦχ0ǚΝσΛέάin vitroάTǓ
ZšσΛέ (ȣÈĠǆTǓȧ) χ`ǚΠσΛέάЛinitiatorinα¯ʹ=ʎϦД϶ϖʹα
ÎχʤλΥΊ
ΎŋƛЕȲŤΏ
̭ ȣÈĠǆTǓȧΰκτσϦД϶ϖʹЛǌΰЛ´¯ĒϦД϶ϖʹ (pI 6!)χЛ
ƁȈƐƞrΰπς[̍ΞЛĠǆďα˖ʇΰ)ΑЛZǓΞΫΘσϠЂϩϭαĵȬχʇ
ίΨΥΊΛαȲŤʓZΝτΥʐŃ;αϠЂϩϭαΒΧЛ2ȇ̞ΰΩΑΫЛϏϮЃДƛΰπ
ςNŜȒ˥]χƕÎΞЛΝρΰЛΣα˥]χ`ǚΞΫЛRT-PCRƛάˡ(Èαz̍χʇ
ίΨΥΊķÎϊЄϳ˫˥]

ΰβЛʐŃα˔ȶΞΥ2ΩαArg˥]Ζł©ΞΫΔςЛ

ƁȈƐƞrϠЂϩϭΕρćρτΥNŜȒ˥]αǮeΰÊ©ΞΫΑΥΊΛτρβЛ①
ȣ È Ġ ǆTǓȧΰΔΑΫЛinitiatorinχ μeȑɢȀǺƦα

φ ςΰ trypsinο

Endopeptidase Arg-Cβ`ǚάΗσξααЛEndopeptidase Lys-CάβЛɗίΛέ
οЛ②initiatorinβЛArgΖПΩ˔ȶΞΥʃLé¯ʹΰÛΞΫ̨ΑďǌǣĒχį
ΩέΑΨΥǷʓΕρĘGΠσέЛinitiatorinα¯ʹϦД϶ϖʹέΞΫÃ˟ί=ʎάΐσέ
ʜΓσΊκΥЛΛτραˡ(ÈβЛũɭ.ΰϦДϬЅΰÊ©ΠσſɗśǷϦД
϶ϖʹχϚЖϮΞΫΑσΖЛΣαˣ[ΰβ̨ΑǯĒχįΨΫΔςЛΛαǯ˥]
ˣ[χǚΑΫϒόϚϓϙϳЅ
]ΖĘ˥]

χĵȬΠσέЛΝρΰЛ̉ĶΞΫЛ2Ωα˔ȶΞΥArg˥

ΰ4–7ȗĢł©Πσƿάξ̞+Πσ2ˡ(ÈαÊ©ΖőρΕέίΨ

ΥΊΣΛάЛ!α4ˡ(ÈαǨǓίρεΰϦД϶ϖʹrĝχʪūΞΥέΛυЛΠηΫ
ʵȣαΒάˣ,ǌǣǪΰĠЕ[ƚΝτЛÝȣΰ)ΑЛІϠζέȅʇΞЛΣα.Sά
ȣÈĠǆΖ˖ψάΑΘέЛēρΘ˔ȶΞΥArg˥]ΖˠĩǪΰ\ŉΝτΥΛέΰπσƉ
̅Ǫί[ʚΖǿʦΝτΥΊ
Ǔ©ЛΛτρϦД϶ϖʹαſɗχőρΕΰΠσΥνΰЛTALENΰπσϳϩϖϊύϭȧ
ȴα0ZχʇίΨΫΑσΊ̭
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Kujigamberol ɥɾɸɮɵȒƝ$ɶłšÆʕʈʤʍʈˆǑÆ
ɵƗƬÛūnɵŢőɲƏǿ+Ȗɴ%ŗɭʁ
ɝǕvǸſ ȧɟŹRåUǸ ȧɟøüǙ 2ɟŉ¤ ȧȠ
ˉȧ ªƟȅˇÅŗŕŋɟȨ ¥ÑˇǠˊȠ

ΎǭǪΏ̭
͏Ͷͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭ β Ή è ģ ǲ

Ĝ Ǚ ǖ ǒ Ε ρ z ̍ Ν τ Υ s  ǋ ά ΐ σ ̺̳ Ί Ř ˋ Ή

ͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭΖ/3 ;/974ε/3 ;/;4ΰΔΑΫħϊБАϕЖƟĒχξΩΛέχ°ΞΥ̻̳Ί
ŝǹȎάβΉͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭεΣα̞Ƚ.άΐσͬͶͫͪͰ̭ͭͅέͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰ̭ͭ͆αħƽǦƟ
ĒχʚőΠσΛέχǭǪέΞΥΊΣαȲŤΉϷϭɥî̒əSǫȮɖͩͶ̭ͮͯ͢Ͷ̭ͮͣͪͭͪͤͭ͢ͷ̭ͦͪͯ
ͦͯͥͰ͵̭ͩͦͭͪͭ͢ ͤͦͭͭʹ̭ ̲͙͚͉͇̳͌ΰΔΚσƽǦĒϜόϭϒόДΖʧÞΠσȮɖĶǵ¡ÈαǨ
ǓοȤ˹:̢ΰÛΠσͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭΉͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰ̭ͭ ͆ΉͬͶͫͪͰ̭ͭ ͅα0ǚſõχőρΕΰ
ΞΥ̼̳Ί̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ̭ ͏Ͷͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭβΉͪͯ͵ͦͳͭͦͶ̶̺ͬͪͯͿ̭ ̶̲͍̺͐Ϳ̳ο͵ͶͮͰͳ̭ ͯͦͤͳͰʹͪʹ̭ ͧͤ͢͵Ͱͳ̭ Ϳ̭ ̶̲͒͊͘Ϳ̳ΰ
πΨΫʧÞΝτσͪͯ͵ͦͳͤͦͭͭͶͭ͢ͳ̭ ͥͩͦ͢ʹͪͰ̭ͯ ͮͰͭͦͤͶ̶̺̭ͭͦ ̶̲͍͇̺̳͑ͅᾳ͖ͮ͒˰έϦД϶ϖʹ
˰ΰθέψήā̕ΞίΑƻ÷άΉ̶͍͇̺͑ͅα[È˰χ-ΝΥΛέΕρΉ̶͍͇̺͑ͅα
Ȥ˹:̢ΰˠĩǪΰ0ǚΠσΛέΖőρΕΰίΨΥΊŋΉͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭβΉ̶͍̺͐Ϳ
ο ̶͒͊͘ Ϳ ΰ π Ψ Ϋ ʧ Þ Ν τ σ ͷ͢ʹͤͶͭ͢ͳ̭ ̭ͤͦͭͭ ͥͩͦ͢ʹͪͰ̭ͯ ͮͰͭͦͤͶ̶̺̭ͭͦ ̶̲͚͇̺̳͑ͅ έ
̶͉ʹͦͭͦͤ͵ͪͯᾳ͖ͮ͒˰έϦД϶ϖʹ˰χƬàΝΥΊ͏Ͷͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭβΉ̶͍̺͐Ϳο̶͒͊͘
ͿΰπΨΫʧÞΝτσͯͶͤͭͦ͢ͳ̭ ͧͤ͢͵Ͱͳ̭ ̶̲̳͆͒͊͆ϜϻЋϰϩϭ͖ͦͭͅαŮȅʇΰ0ǚ
ΞίΕΨΥΊ!αȲŤΕρΉͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭβΉȮɖĶǵ¡Èαȇ̞ΰπΨΫǣίσ0
ǚχȁΠΛέΖőρΕΰίΨΥΊ̶͍͇̺͑ͅΰÛΠσͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰ̞ͭȽ.α0ǚχŵʝΞ
ΥέΛυΉȮɖǘÊǑΰā̕ΞίΑƻ÷άΉͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰ̭ͭ ͆β̶͍͇̺͑ͅα[È˰χΝΥΖΉͬͶͫͪͰ̭ͭ ͅβ̶͍͇̺͑ͅα[È˰χ-ΝίΕΨΥΊ̭ ͙͚͉͇͌!½αȮɖ
ΰΔΑΫ̶͍͇̺͑ͅαǨǓέȤ˹:̢ΰÛΠσͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭα0ǚχŵʝΠσΥνΰΉ
ϷϭɔΖψǜš̾̽͂ͅȮɖΉϷϭΖψǜš̶͇͑͊̀ȮɖΉϷϭȿȷɎɟ̶̺̹̹͌́͘Ȯɖχ
ǚΑΥΊ͏Ͷͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭβΉȮɖǘÊǑΰā̕ΞίΑƻ÷άΉ̾̽͂ͅȮɖΰΔΑΫ
̶͍͇̺͑ͅαǨǓ˰αƬàέ[È˰α-χʧÞΞΉ̶͇͑͊̀Ȯɖέ̶̺̹̹͌́͘Ȯɖάβ
̶͍͇̺͑ͅαǨǓ˰αƬàαλχʧÞΞΥΊ!αȲŤΕρΉͬͶͫͪͨͮͣͦ͢ͳͰͭᾳ̶͍͇̺͑
ΰÛΠσ0ǚβȮɖαȇ̞ΰπΨΫǣίσΛέΖőρΕΰίΨΥΊ̭
̺̭͟͠͏ͪͮͶͳ̵̭͢͏̷̭,9(1̷̵̭/949,7(5/(̵̭̼̭̹́͂̀΄̺̻̭̲̻̹̺̻̳̭͂
̻̭͑͟͢͠ͳͶͺ̵̷̭̭ͮ͑͢͢,9(1̷̵̭/949,7(5/(̵̭̺̻̭̻̼̀̿΄̻̭̲̻̹̺̳̭̀͂́
̼̭͊͟͠ͶͬͶͩ͢ͳ̵̷̭̭͗͢,9(1̷̵̭3922:345.(72(*41̵̭̻̭̼̺̼̿΄̼̻̭̲̻̹̺̳̭̾́
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NF-ɛB ʖʑʦ˂ Ǭƚǜɲɮɵēťǯ  ICAM-1 ɵŢő
ɴɭʁŔÆʤˁʢ˂ʴʪʈʥȒɵ%ŗė³ɵǍĀȠ
ɝș{·Ǟ ȧɟ°ÿ ȧɟȬɅɎɊɁɍɁɒɔȠȹɕɒɁɄɅɊȠȧɟǕvǸſ ȧɟăĶƷ Ȩɟ
fUC Ȩɟŉ¤ ȧȠ
ˉȧ ªƟȅˇÅŗŕŋɟȨ ªƟȅˇ?LˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ǗĒϭЏϫАϿϳόϮ̞βΉħΖψƟĒοħƽǦƟĒίήαŹίǘǕƟĒχř
ΠσsǋάΐςΉ¾ΘαŴǋΰκτΫΑσΊġβΉƽǦĒϜόϭϒόДαΩάΐ
σͪͯ͵ͦͳͭͦͶ̶̺ͬͪͯͿИ̶͍̺͐ͿЙΰπΨΫʧÞΝτσȮɖĶǵ¡ÈαǨǓΰÛΠσǗĒϭ
ЏϫАϿϳόϮ̞α0ǚſõχʚŢΞΫΗΥΊΛτκάΰΉύАϤЖА˫ИͶͳʹͰ̭ͭͪͤͤͪͥ͢ЙΖ
ͪͯ͵ͦͳͤͦͭͭͶͭ͢ͳ̭ͥͩͦ͢ʹͪͰ̭ͯͮͰͭͦͤͶ̶̶̺̭̲͍͇̺̳ͭͦ͑ͅαȮɖS˅ˎοȤ˹:̢ΰ0ǚΠσΛέΉ
εϑБϊϳЖА˫ИͰͭͦͯ͢Ͱ̭ͭͪͤͤͪͥ͢ЙέϾϪЏД˫Иͣͦ͵Ͷ̭ͭͪͯͪͤͤͪͥ͢ЙΖ̶͍͇̺͑ͅαȤ˹:̢
ΰ0ǚΠσΛέχ°ΞΫΗΥ̵̺̻̳ΊŝǹȎάβΉ̼ȇ̞αǗĒϭЏϫАϿϳόϮ̞έΞ
ΫΉϊϞϊϨД˫И͢ʹͪ͢͵̭ͪͤ ͤͪͥ͢ЙΉЃϠЏД˫Иͮ͢ʹ̭ͭͪͯͪͤ ͤͪͥ͢ЙΉϚВϤЖА˫ИͤͰͳͰʹͰ̭ͭͪͤ
ͤͪͥ͢ЙχǚΑΫΉͯͶͤͭͦ͢ͳ̭ ͧͤ͢͵Ͱͳ̭ ͆И̶͒͊͆ЙϞϗϯА(˜ȱʿέΣαŻǪˡ(È
̶͍͇̺͑ͅαǨǓΰÛΠσ0ǚſõχʚŢΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ͇̭ͦͭͭ ͉͍͐͗ͅέϺВЖϜόϭІϭЏЖχǚΑΫȮɖʊ̶͍͇̺̔͑ͅαǨǓ˰χƮÎΞΥέΛ
υΉϚВϤЖА˫έЃϠЏД˫βΉ̶͍̺͐ͿάʧÞΝτσȮɖʊ̶͍͇̺̔͑ͅαǨǓχ̀ÑΞ
ΥΖΉϊϞϊϨД˫βȮɖʊ̶͍͇̺̔͑ͅαǨǓχθέψή̀ÑΞίΕΨΥΊΝρΰΉύώ
ϠϦДϻВϩϫϋДϗχǚΑΫ̶͍͇̺͑ͅαϦД϶ϖʹ˰έȤ˹:̢ΰÛΠσā̕χŵʝΞ
ΥέΛυΉϚВϤЖА˫β̶͍͇̺͑ͅαϦД϶ϖʹ˰χĥbΞΥΖΉϊϞϊϨД˫έЃϠЏД
˫βΉ̶͍͇̺͑ͅαϦД϶ϖʹ˰χ¶nΝΥΊκΥΉΛτραǗĒϭЏϫАϿϳόϮ̞β
ΑΡτξ̶͍͇̺͑ͅα-[È˰sχʧÞΞΉȤ˹:̢ΰ0ǚΠσΛέΖφΕΨΥΊƁΰΉ
̶͍͇̺͑ͅα˂U˰ΰÛΠσā̕χŵʝΞΥέΛυΉϚВϤЖА˫β̶͍͇̺̭͑ͅ ͖ͮ͒ͅ˰χ
ɳðƬàΝΉϊϞϊϨД˫β̶͍͇̺̭͑ͅ ͖ͮ͒ͅ˰χɳð¶nΝΥΊκΥΉЃϠЏД˫
β̶͍͇̺̭͑ͅ ͖ͮ͒ͅ˰χ¿ΗΘ¶nΝΥΊΝρΰΉ̶͒͊͆ϞϗϯА(˜ȱʿΰÛΠσ
0ǚſõαʚŢέΞΫΉ̶͍̺͐ͿάʧÞΝτσ͖ͦͭͅαȮɖʹΕρŮζαȅʇΰÛΠσā
̕χŵʝΞΥέΛυΉϊϞϊϨД˫ΉϚВϤЖА˫ΉЃϠЏД˫βΉ͖ͦͭͅαŮȅʇΰθέ
ψήā̕χΓίΕΨΥΊ!αȲŤΕρΉϊϞϊϨД˫ΉϚВϤЖА˫ΉЃϠЏД˫
βΉ[ÈŸ˓Ζ̞+ΞΫΑσΖΉ̶͍͇̺͑ͅαǨǓΰÛΞΫǣίσ0ǚſõχřΠσΛέ
ΖőρΕΰίΨΥΊ̭
̺̭͑ͪ͟͠͵ʹͶ̵̷̭̭ͥ͗͢,9(1̵̭͉̭͓͊͆͗ͱ̭ͦͯ͆ͪͰ̵̵̭̭̻̻̽͂΄̻̼̭̲̻̹̺̳̭͂̽
̻̭͌ͪ͟͠ͳͮ͢͢͵ʹͶ̵̷̭͖̭,9(1̵̭͉Ͷͳ̷̷̭͎̭͔ͩ͢ͳͮͤ͢Ͱ̷̵̵̭̭̺̻ͭ̀̿̀̿΄̺̼̭̲̻̹̺̳̽̾
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ˁˆʔĂɴɥɩʁ/ÅƈÆʤˁʢ˂ʴˆȒɵŕœĭÆȠ
ɝŝIƛ ȧɟčŘĤ ȧɟ_ġŨ ȧɟůĉȇ ȨɟčŨĔ ȧȠ
ˉȧ ǠˋȨ ȌčŖÓʚȠ ʀʄɪűˊȠ

ΎǭǪΏ
ЏДϛŤÏβЇЇϞДϖόϓòʂα̠ÑχΚσН2015ñ÷έ2017ñ÷αˈɱsË'
ά Л ̠ Ñ ˣ α ˋ B ά ϭ Џ ϫ А Ͽ Д 3α,19α-dihydroxy-3-oxo-12-ursen-28-oic acid
(3-Oxo-TA) έ 2β,3β-3,25-epoxy-2,3,19-trihydroxy-urs-12-en-28-oic acid (Pomaceic
acid) ΖʧÞΝτЛΛτρβǣίσʧÞ˰αȱœ»sχȁΠΛέχ°ΞΥ1), 2)НŴǋ
βƁ

ʬǙǋχǘĠΞΫŹίϠϭБϠζα˿ĈďȖχʇΒαάЛDÑΰπςʧ

ÞΝτσϭЏϫАϿДΖЏДϛŤÏSά/ρΕαǘǕǪίĂjχĬΨΫΑσέɉΓρτ
σНΣΛάЏДϛÑʂζαǘǕƟĒχʪηЛDÑďȖĒϭЏϫАϿДΖʧÞΝτσǘĝ
ËǪĚɅχʚőΠσΛέχǭǪέΞΥН
ΎŋƛЕȲŤΏ
ЏДϛòŤDÑˣαMeOHīZƦΕρ3-Oxo-TA χȣʏΞЛΛτχμØÀ̡ňχ0
ĠΞΥНΛτχЏДϛŤÏαÑʂάΐσЇЇϞДϖόϓ Carposina sasakii 2̬òʂέó
̠ĒÑʂαϴϠЇДЍϭύ Spodoptera litura 3̬òʂέΰļ̠ΝЛ.ˮ»sέļ̠
˰χƮÎΞΥНΣαȲŤЛϴϠЇДЍϭύòʂΰβļ̠̀ÑƟĒΖΐΨΥΖЛЇЇϞД
ϖόϓòʂΰÛΞΫƟĒβǿʦάΗίΕΨΥНκΥЛϴϠЇДЍϭύȯ̬òʂΰ
3-Oxo-TA χǮĶĦΞΥέΛυЛòʂα.ˮ»sοʄαˮ˰ΰā̕βίΕΨΥН
!αΛέΕρЛ3-Oxo-TA ΰβЏДϛŤÏχ̠ÑΠσЇЇϞДϖόϓαļ̠ʇrΰ
βā̕ΡΉЏДϛŤÏχ̠ÑΞίΑϴϠЇДЍϭύΰβļ̠̀ÑƟĒΖΐσΖΉǘɓ
ΰā̕ΠσπΒίƎĒβίΑέȁΝτΥН
ΝρΰЛθΕαЏДϛÑʂΰÛΠσDÑďȖĒϭЏϫАϿД̞αǘǕƟĒχʪησΥ
νЛЇЇϞДϖόϓέŹΰŤÏχ̠ÑΠσϯϞϷІϞДϖό Grapholita molesta έɼ
χ̠ÑΠσЏДϛϚϒϖЇДϴЃϔ Adoxophyes orana fasciata ΰÛΠσǘǕƟĒΰ
ΩΑΫŵʝΞΥНΛτραȲŤΕρЏДϛŤÏΰΔΚσDÑďȖĒϭЏϫАϿДαǘĝ
ËǪĚɅΰΩΑΫ°ΠσН
1) ųǛρЛ2015 ñ÷ŎŝˈɱsË'ʑŏ̋Л2016
2) ¿ǠρЛ2017 ñ÷ŎŝˈɱsË'ʑŏ̋Л2018
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ƏȒɴɾʁȌąŠǀĘǔɵĭÆL
ɝüI ȧɟů©ȇ ȧɟtŘÈ ȧɟòs·\ ȨɟŚâ¹Ę ȧȠ
ˉȧ Ȅ´ȅˇŕeŔ}ɟȨ ȚŮˇǠˊȠ

ΎǭǪΏ̭
̑ŦǥɺRalstonia solanacearumβΉϯϠȄχ

ČέΞΥ200ȇ!αŴǋΰěũ

ΞŦƆχûΗʼΛΠŴǋǥ|ȮɺάΐσΊġβϖϑЎЅϢДϞДϗbĈΰΐσ
Ɓ

ʬǙǋέΞΫralfuranone̞έralstonin̞χʓZΞΉΣτρΖϵόϑϺϋАЅĀĠα

bĈ¡ÈοŴǋƎȫέΞΫǥ|lΰÕΠσɗĒχ°ΞΫΑσ1,2)Ί̑Ŧǥɺβ
é®ªχ1ΨΫǘɓΝΥέΗπςξΉϭЃϭŴǋ.Sάπς¾ΘαƁ
ǙǘΠσΊŴǋȰɀ

ΰÊ©Πσ/ρΕαĠ[ΖΉ̑ŦǥɺαƁ

ΠσɗĒΖɉΓρτΥΊΝρΰΉ̑ŦǥɺαϵόϑϺϋАЅĀĠΖÔ
3)

ʬǙǋχ

ʬǋχƟĒs
ǜšαȤ̞

ΰπΨΫ7˖ΝτσΛέΖ°ΝτΫΑσ ΊΣΛάŝǹȎάβΉŴǋȮɖ˽̆

ΰÊ

©ΠσȤ̞Ê©ά̑Ŧǥɺχ®̣ΞΥœΉralfuranone̞έralstonin̞αǙǘ˰έ
ϼВϺωόАΰήαπΒί»sΖΐσαΕχʥȮΰʪηΥΊ
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
ŴǋƑɌű®ǚ®ªάΐσPS®ªΰ
0.1% α glucose Ή mannose Ή fructose Ή
galactoseχΣτΤτnΓΉ˯ǘŭάΐσ
OE1-1ŭχ®̣ΞΥΊΛτρα®̣ǋα
˩˫ϏϨАīZǋχHPLCέLC/MSά[
ŢΞΥέΛυΉȤ̞śƩnαϚДϭВЖА
ΰƏηΉralfuranone̞έralstonin̞αǙ
ǘ˰α¶nΖʦνρτΥΊǌΰΉ
galactoseƩnœΰɽΞΘ¶nΞΫΔςΉŊʔ̞Ƚ.ϹЖϖИralfuranone Mέralstonin C
έΚΥЙΖʓZΝτΥΊȇNMRʚŢχ

ČΰΉralfuranone Mέralstonin Cαs

ËŸ˓χ¤απΒΰƕÎΞΥΊRalfuranoneǘĠƀĻŭέralstoninǘĠˡ(
È»ǣŭαǥ|lχΉϭЃϭɲǘΓαĶȇÏ̦ΰπΨΫʪηΥΊΣαȲŤΉ˯ǘŭΰ
ƏηΫřĚΰǥ|lα-ΖʦνρτΥΊ!αȲŤπςΉÔ

Ȯɖ˽̆ΰ̨ƻ÷

ΰÊ©ΠσȤ̞ΰπΨΫΉralfuranone/ralstonin̞αǙǘΖƟĒsΝτΉ̑Ŧǥɺα
ǥ|lΰÕΠσɗĒΖȁΝτΥΊ
1) Kai et al., ChemBioChem, 15, 2590 (2014).
2) Murai et al., Organic Letters, 19, 4175 (2017).
3) Mori et al., Molecular Plant Pathology, 17, 890 (2016).
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ďŋɵ4½Ì½ÏVÅɵBÂʃŧťɲɬɯʆʝɜʮʥˀʝˆƐ
ʵʉƕǾ$ɵ^Ï
ɝ|ǌȔƣɟžǰɟpŘƕkɟǕčƘĦȠ
ˉȄ´ȅˇŕeŔ}ˊȠ

ΎǭǪΏ̭ Ŵǋ

ΰÊ©ΠσϺϋϭϖВЅέγτ

σLÓ.βΉ̹̭̿̿ͯͮˋИʺɭLЙέ̼̹̭̀ͯͮ
ˋИ˞ʺɭЙαƜ˺αLχΠσΛέΰπΨ
ΫΉǨɲοɯɲĀĠέΑΨΥŹίLĀĝĀĠ
ďΖʧʼΝτΉŴǋαǘ˺ΰā̕χΓσΛ
έΖǷρτΫΑσΊΣΛάΉʃLɭȫχψΦƜ
˺»ĹϺϋАЅχŴǋΰʋʒΠσΛέάLĀĝ
ĀĠďχϚДϭВЖАΞΉŴǋαǘɓbĈΖ
άΗτγΉ0ǋα̨ʹsοű®α-ϚϠϭs
ΰďǚάΗσαάβίΑΕέŚăΝτΫΑσΊϺ
ϋϭϖВЅαîΰÛďΠσʃLɭȫέΞΫΉǛρβ̵̶̺̻ϯϺϭϔϳДΕρ̾Ɖ̅ά
ĠΞΥϊϥ̶ϷϮЎϥДȧЀύȫ˸.1χ°ΞΥΊŘˋΉÿǹȎϗАЖϼΰΔΑΫΉ
ɂĹ¯͖χϖВВ¯ίήΰ»ΓσΛέάʃL˰ÈǑΖΞΥΊŝǹȎάβΉ1αŸ
˓ǣĒ.έΞΫ̵̶̺̽ϯϺϭϔϳДΕρʧÞάΗσ˸.2αĠχŵʝΞΥΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭ ̵̶̺̽ϯϺϭϔϳД3έ̶ϟϻϨА̶̶̼ϊЄϳϺώϳЖА4χZǨǋʹέΞΉ
RĂnΉƑ˫¯αÞOΉɛƑǗsďΰπςϟϘϭДʧÞ.χĠΞΥΊƁΰΉȇ
ϷϮЎϟДχǚΑΫΉɛƑȾΰπςȇϷϮЎϥД.5χ,ɂǣĒ.ƨǋέΞΫćρ
τΥΊǣĒ.α[̍χʤλΥΖ¢̎άΐΨΥΥνΉƨǋακκϺϩsЀύȫϟ
ϏϨАϏЖϫА˸.έďΝΫЀύȫ˸.2χćΥΊǓ©Ή,ɂǣĒ.α[̍ŋƛ
ΔπεΉϖВВ¯ίήαɂĹ¯͖αÞOχŵʝΞΫΑσΊ̭

̭
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B59

Ġɵǹǻ¢ʈʌˆɵoLɧ[ƭɳʗʠʌʍ˂ʶˆǷǑ
$ɵ^ÏɲȆSƭǐ&Ƞ
ɝ£Yįèɟ§ƑiɟǺ1éɟ©é¼Ƞ
ˉȄ´ȅˇªˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ˋñΉ˽αȂ'ƟrβkǪΰ¾ŹsΞˉǗµΰÛΠσā̕ξ¿ΗΘ»sΞΫ
ΑσΊ¿ƐƔũЕƑʹƔƺЕ¿ƐƔũίήβÎαŀƛΖǿȑΝτΫΑσξααΉ
Λτρα̛βǗµΦΚάίΘΉǘǋΰÛΞΫξĖā̕χιΠΊΞΥΖΨΫΉȂ'
ƟrΕρĲZΝτσŹίǋʹΰÛΠσǀÑsYǕοƪơsΰβΉπςæαŀ
ЕŀɬΖþΘƓνρτΫΑσΊ̭
ÿǹȎÐάβΉéŶùƑΰκτσˮ˱ä̞ΰπσƑʹƔƺΰǵǭΞΉΣα¥Î
sΔπε̃~χǭİΞΉπς̨qǑίϔБЖϭgαéŶǪʏƛα˼ǨχʇΨΫΑσΊ
φΖ¦άβΉ˚~ΰόϦόόϦόǥοƑ9ǥίήαQÑΖǨǘΞΉΣτΤτϒϮЄύЅ
ΔπεřſƑ˵sǋΖ|¡ǋʹάΐσέΝτΫΑσΊǓ©άβŀΝτΫΑσΖΉ
ˮ˱äχμéŶùƑχ¾˰ΰĲZΞΫΑσαΖǓǍάΐςΉ¾ȇαˮ˱äΖǗµ
Ƒ

ΰŁZΝτσeΰ¥ÎsΠσΛέβΉĆšπςξΣαčʑĒΖ¶ΞΫΑσΊ̭
Ǔ©Ή¥ÎsgέΞΫϟϨϑϒАϵІЖϭʧÞ.ΖɫǪΰǚΑρτΫΑσΊΞΕ

ΞίΖρΉŝsǋβ˫κΥβǇΰπς[ʚΠσΛέΖǷρτΫΔςΉˮ˱äχǗµ
ΰTŁZΠσΦΚάίΘΉǈĒάřƎίǽsƾȫχTǨǘΠσέΑΒ̛ƿχ
řΞΫΑσΊΣΛάÿǹȎÐάβΉπςÌÎέɉΓρτσϟϨϑϒАЁД˫ʧÞ.α
Ġƛ˼ǨΰǵǭΞΫΑσΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
κΡÅνΰΉřſƳÇχǚΑίΑǗµ-ʲɹίģƛχǚΑΫΉϞϖВϿДϦϳДΔ
πεϞϖВϽϔϜϳДχ|ňέΠσϟϨϑϒАЁД˫ʧÞ.αĠχʇΨΥΊΛτρχ
ɾǡƑΰƳʚΝσΛέάΉÎƻ÷α¥ÎsgƑƳƦαʪʏχʇΨΥΊ̭
ȶΑΫΉˮ˱ä̭ ̲ϒϮЄύЅΉ˶Ή˳Ή˴Ή˴̳̭ α´sǋχɾǡƑΰƳʚΝσΛ
έάΉÎƻ÷αˮ˱äƑƳƦχʪʏΞΥΊ̭
ˮ˱äƑƳƦΰ¥ÎsgƑƳƦχÎ˰nΓΫľĭΠσΛέάǘΟΥƖƋχƼ
˚ΰπς̃~ΞΥĄΉƑƳƦ

αƇÊˮ˱äόϑДƻ÷χʧÞȲϼЎϡЃ|È

L[ŢƛΰπςƮÎΞΥΊΣαȲŤΉƑƳƦ

ΰˮ˱äόϑДβθέψήƇÊΞΫΔ

ρΡΉŝϟϨϑϒАЁД˫ʧÞ.βHτΥ˱ä¥ÎsɗχřΠσΛέΖőρΕέίΨ
ΥΊκΥΉ˫οǇχnΓΫξ[ʚΖǿʦΝτίΕΨΥΛέΕρΉ˫ΔπεǇΰÛΠσɋ
ĒχřΠσΛέξőρΕέίΨΥΊ̭
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óysɴɥɩʁąƽǀɴɾʁɚPGA ŕŖ
ȭɈɕɍɓɁɋɕɌȠȶɎɕɍɁȧɟ~Ř. ȨɟčùØ ȨɟÁ£Ī Ȩɟ§5 ȨɟȠ
ǂRį Ȩɟ_Ř. ȩɟɝů©c ȩȠ
Ȣȧ Ƶ3ƅɟȨ ƷŐɟȩ ŶÐˇʈʪʳˈʖʾˆˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ЂЏ̶̶ϗАϦЄД˫И͔͋ͅЙβΉŎŝα(ȴǪίǨ˪̠άΐσȩʯαϲϵϲϵǋ
ʹάΐςΉŦɸɺΰπςǘǙΝτσΊκΥΉ̠ƩnǋΉsȢŞňΉX̋gΉϮЎϩϗ
ϬЏϵЏЖαϔЈЏϊ[ÈΉϼЎϠϨϩϖαŞňΰ`ǚΝτΫΑσřǚǋʹάΐσΊΞΕ
ΞΉǘǙϚϠϭβ̨ΘΉȂ'άπςóΘŔΝσΥνΰβÌ4ίŞňχ|ňέΞΥqǑ
ǪίǘǙŋƛα˼ǨΖčʑάΐσΊΣΛάΉ|ŞňʶχĥΓσΥνΰΉϗАϚЖϠχ
αƾȫƱΉ´sϊДЇϰύЅχαȐȫƱέΞΥŘà®ªάΉ͔͋ͅχ̨ǘǙΠ
σŭχ0ĠΠσΛέχǭǪέΞΥΊ̭
̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̨ΑǋʹǘǙĒχřΠσϙϳЅȾßŭχ1ǚΞΥΊ͔͋ͅĠˡ(ÈΉΔπεΉ
͔͋ͅ[ʚ˪ȫˡ(ÈχИ̨ƻ÷͔͋ͅΰπσȡĒχ-ΝσΥνЙΉŸĠǪΰ̨Б
ϾАά˂UΠσϼВЇЖϦЖαbĈΰɂΑΥŭχ¯ŝŭέΞΥΊÌÎίǋʹǘǙΰ
βȮɖ[sαĥbΖqŤǪΦέɉΓΉȮɖ[sΰ˾φσˡ(ÈχĥbΠσϗВЖϵ
А˂Uĥb¡Èͣͅͳ͆χïΰǨǓΞȶΚσ»ǣŭχ0ĠΞΥΊκΥΉqǑǪίǋʹǘ
ǙΰβϗАϚЖϠΕρ͔͋ͅζαqǑǪί»ĹΖčʑάΐσέɉΓΉ

ʑίhǙǋ

ĠȱʿάΐσϊϢϭόДĠȧχǻ¸ΞΥŭχ0ĠΞΥΊ̭
¯ŝŭάβ͔͋ͅχ̷̹̭̾ ̸̸ͨ͐ͩάĠΠσΛέΖάΗΥΊŸĠǪͣͅͳ͆ǨǓŭάβΉ
Ġ˒÷Ζʗŭα̻<!ΰŐΞΥИ̷̺̻̭ ̸̸ͨ͐ͩЙΊΞΕΞΉΛτραŭάβÎïŚΰ
OσέǘǙβ?ƄΞΥΊŋΉϊϢϭόДĠˡ(ÈƀĻŭάβĠ˒÷ΰβ»sΖ
ǀΕΨΥΖΉÎïŚΰOΨΫξǘǙχȶΚσΛέΖάΗΥΊ̔ǩΑΛέΰΉ

ŋα»ǣ

χřΠσŭβΉ¯ŝŭέƏηΉĠ˒÷Ζ̻<!ΉΕΩΉÎïŚάξ͔͋ͅχǘǙ
ΠσΛέΖάΗΥΊΛαπΒΰΉϗАϚЖϠχαƾȫƱΉ´sϊДЇϰύЅχα
ȐȫƱέΞΥŘà®ªάΉ¶ƈŚЕÎïŚΰΔΑΫ̷̺̹̭ ̸̸ͨ͐ͩᾴ͔͋χǘǙΠσŭ
χ0ĠΠσΛέΰĠmΞΥΊ̭
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ʰˈʸˆĂɵƺdÊǛÏ?

C41

ɝčùĚC ȧɟĝǟ

Ȩ

Ƞ
ˉȧ ǣşˇÅŕLɟȨ ʦˆʤžƹˊȠ

ΎǭǪΏ̭
˯ɻίήα̠ŞňΰΔΑΫΉɭο̠ěίήέέξΰ̥ςοβƥʶɊΰÛΞΫˮ
ʑίĒʹαδέΩάΐσΊ

ǟ

άŹί˯ɻΖ̠ǚέΝτσ

ΉϯϠȄ˯ɻαδέ

ΩάΐσϹЖЃДα̠ˣάΐσŤÏˣχ̠ΠσέΉǎǌαɴΖęʼΝτσΛέΖ
¾ΘΉΛτΖϹЖЃДŤÏαχǌċΪΚΫΑσΊΞΕΞΉΛαɴęʼέΑΒĒʹΖ
œέΞΫÈήξίήΖÃΰΩΑΫɴģĚʭχįΨΫΞκΒʑ¡έξίΨΫΑσΊΛτ
κάΰξϹЖЃДŤÏαɴęʼĠ[ΖŃȇ°ΝτΫΑσΖΉŝǹȎάβΉŊΥ
ΰϹЖЃДŤÏ

αɴęʼĠ[αÎέϹЖЃДű®ȇΜέαĠ[ř˰έɴ

ęʼȆ÷α˾6χőρΕΰΞΉΛτραė°χϹЖЃДű®ȇŀɬœΰ`ǚΠ
σΛέχǭǪέΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ϹЖЃДŤÏχǉĄȞǺǋχІϦϳЖАχǚΑΫīZΞΉϹЖЃДŤÏІϦϳЖА
īZǋχʪʏΞΥΊɴęʼƟĒβΉʋ̦ƦχυȪΰΞλΛκΥĄΉïƭï¨ά
ƳÇχÍPΰɾǨΝΥΊŴǋĠ[Ζ8įΞΥυȪχŵÎɊΖ

ΰλΉΣαʖ

χǿʦΞΥΊϹЖЃДŤÏІϦϳЖАīZǋΰΩΑΫΉɴęʼƟĒαÊ©χǿʦΞ
ΥĄΉΛτχ˩˫ϏϨАέƑά[ƦΠσέΉΣαɴĠ[βΉƑæΰȅrΞΥΊΛα
ƑæχWȲǉΞΉΝρΰϖВВЀАЅέІϦϳЖАχȅrǯέΠσϞЏϒϙАϺЎϩϞ
ЊϒЎЅϖВЃϭϗЎϺϋЖχǚΑΫΉɴęʼƟĒχİŻέΞΫƟĒĠ[χȣʏΞΥΊ
ΣαȲŤΉɴęʼĠ[β͇͐͘άŹίǨɭ϶ϦЖДχȁΠsǋɄ
ΞΉΣα

ΰÊ©

αŃȇαsǋχȣʏΠσΛέΰĠmΞΥΊΛτραsǋΰΩΑΫΉ

ȇſ[ŢχÏŌΞΥέΛυΉ͖͒͑[ŢαȲŤπςϗЏϢВɘʹΰȤΖȲΞΥs
ǋάΐσέķÙΞΥΊΣΛάΉŸĠΠσɘɒ˫ˣ[ΰΩΑΫϊАϒЏnƑ[ʚαĄΉ
˘̍ΞΥɘɒ˫χϺϩsЀύȫІϦϳЖА˸.χǚΑΫІϨАsĄΉ͇͋͑͗ΰπΨΫ
ÎχʤλΥΊΣαȲŤΉΛτρχŸĠΠσ

ίɘɒ˫βΉЏϳБД˫άΐΨΥΊŹ

ί͇͐͘϶ϦЖДχȁΠΛτραsǋɄβΉɘɒ˫έȤαȇ̞έŃΖϗЏϢВЖАζ
αȲΖǣίσsǋɄάΐσΛέΖȁΝτΥΊˏǯ͔͇͌͐χǚΑΫΉɴȆ÷α
ǣίσϹЖЃДŤÏІϦϳЖАīZǋ

αȤɘʹαÎ˰χʇΨΥέΛυΉΛτραȤ

ɘʹαř˰έɴęʼƟĒαȆ÷ΰǯ˾ĒχʓΑΦΠΛέΖZšΥΊΛαŹίΛ
έΕρΉϹЖЃДŤÏ

αɴęʼƟĒΰΉΛτραȤɘʹΖ˾ΞΫΑσΛέΖȁ

ΝτΥΊ̭
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C42

(R)-3-ʏʨʐˁʗʪˈ˂ɵȚHŎŕŖɴȃɭʁűƀȠ
ɝ¤Řrɟûí¾ɟhŘȈɟÿR2ɟŉ¤ǫ¿Ƞ
ˉȄ´ȅˇŕeŔ}ˊȠ

ΎǭǪΏ̭ (R)-3-ϔϱϖЏϟϳЖАβ, ħʦǷǦʀοƐșĿĮýgίήαĠ

˽.έ

ΞΫ`ǚΝτΫΑσ. Rhodotorula rubraǜšαNADPH3ÊĒϔϱϖЏϟϳДˢI˪ȫ
ИRrQRЙβ3-ϔϱϖЏϟϳДχŇˢIΞ, (R)-3-ϔϱϖЏϟϳЖАΰ»ĹΠσ˪ȫάΐ
σ. RrQRΰπΨΫƥʶ
ΝτσNADPHχϗАϚ
Ж Ϡ ɛ Ƒ ȫ ˪ ȫ
ИGDHЙάTǘ2ȳΠ
σΛέά, qǑπΘ
(R)-3-ϔϱϖЏϟϳЖА
χǘĠΠσΛέΖάΗ
σ.̭
KʇǹȎΰπςΉ˯ǘ«RrQRに対して変異を導入することで, NADH依存性変異
型酵素RrQR-MT151を得た. また, 大腸菌にRrQR-MT151およびGDHを導入する
ことで, 共発現菌株が得られた. 本研究では, この共発現菌株を用いて, (R)-3-ϔ
ϱϖЏϟϳЖАα生産性向上のため, 種々の検討を試みた.
ΎŋƛЕȲŤΏ̭ 200 mM¯ʹέ&Ƅɺ.ďχʇΨΥέΛυ̵̭(S)体の生成が認められ
たことから, 菌体の熱処理条件を検討したところ, 45℃の熱処理によって(S)体の
生成のみを抑えることに成功した. 次に, 反応の最適pHを検討し, pH 8.0におい

て最も高い反応速度と(R)体過剰率を得た.̭ また, 基質濃度の検討では, 800 mMに
おいて収率が著しく低下したが, 菌体量を増加させると収率の低下は改善された.
そこで, 酵素の発現量や活性について調べた結果, 熱処理によってGDHの活性が
著しく低下していたため, 熱処理を行わない菌体を用いた. その結果, 800 mMに
おいても定量的に反応が進行し, 高い収率, (R)体過剰率を得ることができた. 初
期の検討では, 熱処理によって(R)体過剰率を高めていたが, 基質濃度を上げるこ
とで, 熱処理を行わずとも(R)体の選択率を向上させることができた. また, 反応
に必要な補酵素NAD+添加量の削減を目的として, NAD+の添加濃度を検討した結
果, 0.1 mMにおいて収率が著しく低下したが, 菌体量を増加させることで収率の
低下は改善し, 最少でNAD+濃度0.05 mMにおいて, 反応が進むことが確認できた. ̭
以上より, 熱処理なしの菌体40 mg/mLを用いた, pH 8.0, 基質濃度800 mM, 補
酵素濃度0.05 mMの条件で, 最も高効率な生産に成功した.̭
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9ʆʹʪǷʘʏʼʧˆʑŞ8Ĩɴɾʁ BacillusȠ ɓɐȦȠ Ȫȧȴȥȧ Ċ
řýʏʖˀʦˈʛɵƧňLȠ
○中谷滉太 1, 片野裕太 1, 兒島憲二 1, 滝田禎亮 1, 八波利恵 2, 中村聡 2,
保川清 1
（1 京大院・農, 2 東工大・生命理工)

【目的】
キシラナーゼは第二世代バイオエタノール生産への応用が期待されており、反応
効率向上のため、更なる耐アルカリ化および耐熱化が望まれている。我々は、全
アミノ酸スキャニング変異導入法を用いて糖質加水分解酵素ファミリー（GH）
10 に属する Bacillus sp. TAR-1 株由来キシラナーゼ（XynR）の耐熱型変異体 S92E
を取得した 1）。本研究では、GH11 に属する Bacillus sp. 41M-1 株由来キシラナー
ゼ（XynJ）の耐熱型変異体の取得を試みた。
【方法】
1. ライブラリーの作製：XynJ 遺伝子が挿入された pET-21b(+)を鋳型として
QuikChange HT Protein Engineering System（アジレントテクノロジー）により、
Finger 領域とその一次構造上の近傍の 118 アミノ酸残基（D11-T102、S167-N192）
のうちの 1 残基のコドンを他の 19 種類のコドンに置換し、大腸菌 BL21(DE3)に
導入した。2. 発現：形質転換菌を 37�で培養し、IPTG で誘導した。3. 耐熱型変
異体の選抜：超音波処理した菌体の可溶性画分を 65�15 分間の熱処理後、
RBB-xylan を基質として pH 7.8、37℃で 15 分間反応させ、上清の 540 nm の吸光
度を測定し、残存活性（熱処理前に対する熱処理後の活性の相対値）を求めた。
4. 酵素の精製：菌体の可溶性画分から陰イオン交換およびゲル濾過クロマトグ
ラフィーにより精製した。5. 速度論的解析：反応は精製酵素（0.1 µM）を用い
て Beechwood xylan を基質として pH 7.8、37℃で行った。経時的に反応液を採取
し、還元末端を 3,5-ジニトロサリチル酸によって定量し、Km と Vmax を求めた。
【結果】
野生型酵素（WT）の残存活性は 5%であった。576 クローンのうち T82A の残存
活性（90%）が最も高かった。T82 を他の 19 種類のアミノ酸残基に置換したと
ころ、残存活性は、G では 75%、F、Y、W、K、R、H、E、D、N では 5%未満、
それ以外は 6~25%であった。このことから、82 位に位置するアミノ酸残基が酵
素の耐熱性に深く関与している可能性が示唆された。WT および T82A の、65℃
の熱処理で活性が 50%に低下する時間はそれぞれ 2.5 分と 38 分であった。WT
および T82A の Km 値はそれぞれ 16.4、13.2 mg/mL、Vmax 値はそれぞれ 13.1、11.3
µM/s で、いずれも同程度であった。XynR に続いて XynJ でも耐熱型変異体が得
られたことから、全アミノ酸スキャニング変異導入法の有効性が示唆された。
1) K. Nakatani et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. in press, doi: 10.1080/09168451.2018.1495550
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全アミノ酸スキャニング変異導入法と無細胞タンパク質合成
系を用いた MMLV 逆転写酵素の耐熱化
片野裕太 1, ○李瞳陽 1, 馬場美聡 1, 中村実世 1, 伊東昌章 2,
滝田禎亮 1, 保川清 1
（1 京大院農, 2 沖縄高専）

【目的】
逆転写酵素（RT）は分子生物学的研究や臨床診断で必要不可欠な酵素である。今
日、モロニーマウス白血病ウイルス(MMLV)RTが使用されているが、RNAの二次構造
をなくし、反応効率を向上させるために耐熱化が求められている。我々は部位特異的
変異により、耐熱性が向上したMMLV RTであるMM4（E286R/E302K/L435R/D524A）
を作製した1)。しかし、その耐熱性は耐熱型DNAポリメラーゼと比較すると著しく低い。
近年、我々は無細胞タンパク質合成系によりMMLV RTを発現させ、その性状が大腸
菌で発現させたものと同等であることを報告した2)。本研究では、全アミノ酸スキャニン
グ変異導入法と無細胞タンパク質合成系を用いてMMLV RTの耐熱化を試みた。
【方法・結果】
1．全アミノ酸スキャニング変異導入法によるライブラリーの作製：C末端に(His)6を付
加したMMLV RT（Thr24−Leu671）をコードする遺伝子をpET22b(+)のNdeIサイトと
EcoRI サ イ ト に 挿 入 され た 発 現プ ラ ス ミ ド を 鋳 型 と し て 、QuikChange HT Protein
Engineering System（アジレントテクノロジー）により、Ala70からArg469までの400アミノ
酸残基の各々のアミノ酸残基のコドンを他の19種類のアミノ酸残基のコドンに置換し
た。これを大腸菌BL21(DE3)に導入した。任意の73クローンの塩基配列を解析した結
果、27クローン（37%）で目的の変異が確認された。 2．MMLV RTの発現：個々の形質
転換菌を96穴プレートで培養後、8クローンの培養液を混合し、プラスミドを抽出し、無
細胞タンパク質合成キット（ジーンフロンティア）により、MMLV RTを発現させた。 3．
耐熱性の評価：無細胞タンパク質合成の反応液を55℃または56℃で一定時間熱処理
後、モデルRNAを用いたRT-PCR（cDNA合成は45℃）を行った。768クローンをスクリ
ーニングした結果、最終的に耐熱型酵素D200Cを取得した。大腸菌で発現させ菌体
から精製したD200Cを用いたcDNA合成反応でcDNAが合成された最高温度は57℃
であり、野生型酵素より4℃高かった。以上の結果は、全アミノ酸スキャニング変異導
入法と無細胞タンパク質合成系がタンパク質工学に有効であることを示唆する3)。
【文献】 1. K. Yasukawa, M. Mizuno et al. (2010) J. Biotechnol. 150, 299−306
2. Y. Katano, T. Hisayoshi et al. (2016) Biotechnol. Lett. 38, 1203−1211
3. Y. Katano, T. Li et al. (2017) Biosci. Biotechnol. Biochem. 81, 2339-2345
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ʋʍ˂ʣʇˈʑʢʇʋˈ˂š,ƢˉAGSˊɵÉƦɱ`ɫʂɯ
Şɧ8ɫʂɯƙÜɤʮʤ RNase H2 ɵÆōǍĀȠ
ɝǋüØɟș{ơƨɟ7¦ÎɟĻŘŸɟ)©ĶȠ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ
Ƞ Ƞ Ƞ Ƞ ˉȅ・ǠˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ЏЁϱϖБϊЖϣ H ИRNase HЙ βΉRNA/DNA ϴόϻЏϩϮα RNA χnƑ[ʚΠσΊ
RNase H αΒΧ RNase H2 βŝ˹ DNA ΰ 1 ´¯ΦΚ¬νˊκτΥЏЁϱϖБϑϨϮ

ИRЙα 5’Aχ\ŉΠσΖΉRNase H1 βΛτχ\ŉΞίΑΊRNase H2 βȮɖSα

DNA ΰ¬νˊκτΥ R α̃~ΰ˾ΠσΊκΥΉAGS ĕɊάϷϭ RNase H2 αˡ(

Ē»ǣΖÎΝτΥΊϷϭ RNase H2 βϜϻЋϰϩϭ AΉBΉC ΕρĠσϽϫВ 3 ˰.ά

ΐσΊġβΉ˯ǘ«Ϸϭ RNase H2ИWTЙχ¿ɠɺάǨǓΝΉƟĒέÌÎĒΰÛΠ

σ´αā̕χʚŢΞΥ 1)ΊŝǹȎάβΉAGS ĕɊάÎΝτΥ»ǣИϜϻЋϰϩϭ A

α G37SΉN212IΉR291HХB α A177TΉV185GФC α R69WЙΖÞOΝτΥ 6 ȇ̞αz
»ǣ.χ0ʏΞΉĒǍχʚŢΞΥΊ
ΎŋƛέȲŤΏ
1. »ǣ.αʪʏФ»ǣÞOΰβ QuikChange II XL Site-Directed Mutagenesis Kit

ИAgilentЙχǚΑΥΊ(His)6 χ N ŜȒΰnΞΥϜϻЋϰϩϭ AΉBΉC χ¿ɠɺάЂ

ЏϞϠϭВϰϩϖΰǨǓΝΉɺ.SƳĒǞ[Ερ˪ȫχȣʏΞΥΊ2. ƟĒƮÎФ3’
ŜȒ FITC Żʭ RNAИ5’-gaucugagccugggagcu-3’ЙέǯʎǪί 5’-Dabcyl :̢ DNA Ε

ρĠσŝ˹И18RЙΉΐσΑβ 1 ´¯α RИa έʊʞЙχμ 3’-FITC :̢ DNA

И5’-GATCTGAGCCTGGGaGCT-3’ЙέǯʎǪί 5’-Dabcyl :̢ DNA ΕρĠσŝ˹

И1RЙχ¯ʹέΞΥΊpH 8Ή25ΆάďΝΉ490 nm pʼœα 515 nm αʃLχ˔ȶƮ

ÎΞΥΊ18RΉ1R χ¯ʹέΞΥΗα G37S αƟĒβΣτΤτΉWT α 0.2Ή1%άΐςΉ

ɽΞΘ-ΞΥΊŋΉα»ǣ.αƟĒβ WT α 50Ц120%άΉWT έȆ÷άΐΨ

ΥΊ´αƟĒΰÛΠσā̕βP»ǣ.έ WT άêΖίΕΨΥΊ3. CDФJasco J-820ИŎ

ŝ[LЙχǚΑΥΊ200М250 nm αϠϿϖϭАβP»ǣ.έ WT άêΖίΕΨΥΛέΕ
ρΉ»ǣÞOΰπσƁŸ˓α»sβίΑέɉΓρτΥΊ4. ϙАυ˚ФϒЎЅβ
COSMOSIL Packed Column 5Diol-300-IIИ7.5 nm I.D.ͽ600 mmЙИϯϒЎόϫϠϖЙχΉ

Ƴ̍Ʀβ 0.5 M L-ArgΉ20 mM Tris-HClИpH 7.5ЙχǚΑΥΊP»ǣ.Ζ WT έΟ϶
ϦЖДχȁΞΥΛέΕρΉ»ǣÞOΰπσ˰.ĀĠζαā̕βίΑέɉΓρτΥΊ
ΎņǏΏ1. M. Baba et al. (2017) J. Biochem. 162, 211−219
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ɝǋŘfŕ ȧɟŏƠÃ ȨɟǼøź

ȧ

Ƞ
ˉȧ ªƟȅˇÅŕɟȨ ȜˇǠˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ǂ˦ȟβΉǂ˦ʏ˓ĄΰƇσǙŶùŲǋάΐςΉƑ[Ζ¾ΑΥνǂ{ΰ¾¿ίϏ
ϲАϕЖΖčʑάΐσΊǓ©Ή̡ňЕɑňΉϵόϑϓϠsΰπσ̏ƐЕǇαϏϲАϕЖ
ƱΐσΑβЇВЄ˩αʏ˓ίήΉT`ǚƛΖΑΘΩΕ˼ǨΝτΫΑσΖΉw[έβʜ
ΓίΑΊȃΥΧβΉ¿ɠɺΖǂ˦ȟ

ά̓ïΰ̨Ö÷ΰκάǘɓΠσΛέχʓZΞ

ΥΊΣΛάΉǂ˦ȟΖ¿ɠɺαɬÃί®ªέΞΫ1ǚάΗσΕχŹίƿΕρʣ4Π
σΛέΰΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̩ΐσΑβɮǂ˦ȟΕρ¥Āǋχς̃ΗΉͱ͌χ̀ΰʪńĄΉ¿ɠɺα®̣ƦέΞ
Ϋ1ǚΞΥΊ¾ΘαǹȎÐά¿ɠɺχ1ǚΠσ̇ΰ̛έίσɺαǘɓΉϼЎϠЄϮЕ
ϦД϶ϖʹαǘǙΰΩΑΫΉ¿ɠɺ®̣ΰɫǪΰ1ǚΝτΫΑσ̭͐͆ ͑ͪͭͭͦͳ®ªΉ
ȼʉɗχįΧỤ̆ȫ˰α¾Αͦ͘ͳͳ̭ͪͧͪͤ ͣͳͰ͵ͩά®̣ΞΥ±έƏ˄ΞΥΊИОЙ¿ɠ
ɺ˯ǘŭχ®̣ΞΉ<nœ˽ΔπεŘȯa˜ƺ÷χʪηΥΊȲŤΉǂ˦ȟ®ªάα
¿ɠɺα<nœ˽β͐͆®ªΔπεͦ͘ͳͳ̭ͪͧͪͤ ͣͳͰ͵ͩάα<nœ˽πςξ̷̷̺̼̺̿<˺Α
ΛέΖφΕΨΥΊΞΕΞΉ̩Δπεɮǂ˦ȟ®ªΰΔΚσ¿ɠɺαŘȯa˜ƺ÷βΉ
ΣτΤτ͐͆®ªα̻<Δπε̼<̨Α>άΐςΉɮǂ˦ȟ®ªάαŘȯa˜ƺ÷β
ͦ͘ͳͳ̭ͪͧͪͤ ͣͳͰ͵ͩάćρτΥξαέȔάΐΨΥΊΞΥΖΨΫΉɮǂ˦ȟ®ªβ¿ɠɺα
¶ƈχĿįΠσHτΥ®ªάΐσΊИПЙͱ͖̼̻̻͆χξΩ¿ɠɺχ®̣ΞΉ®̣ƦОͮͭΕ
ρϼЎϠЄϮχȣʏΞΫΉǙǘ˰χʪηΥΊȲŤΉɮǂ˦ȟ®ªά®̣ΞΥɺ.Ερz
̍ΞΥϼЎϠЄϮ˰βΉͦ͘ͳͳ̭ͪͧͪͤ ͣͳͰ͵ͩά®̣ΞΥξαΰuŅΞΥΊ̩ǂ˦ȟ®ªΕρz
̍ΞΥϼЎϠЄϮ˰βΉɮǂ˦ȟ®ªΕρćρτΥϼЎϠЄϮα˰αȨ̹́ЗάΐςΉΛτ
βΉ͐͆®ªΕρćρτΥϼЎϠЄϮαȨ̻<άΐΨΥΊΞΥΖΨΫΉ

ŋαǂ˦ȟ®ª

βΉÏ̦ÐŠ#άαϼЎϠЄϮz̍ΰΔΑΫ͐͆®ªπςHτΥ®ªάΐσΊИРЙ951
ϼВЇЖϦЖά̶ϓЎϖϭϞϧЖϣχ̨ǨǓΠσɺŭχ®̣ΞΉ̶ϓЎϖϭϞϧЖ
ϣƟĒχƏ˄ΞΥΊɮǂ˦ȟ®ªά®̣ΞΥɺ.α̶ϓЎϖϭϞϧЖϣƟĒβΉ
ͦ͘ͳͳ̭ͪͧͪͤ ͣͳͰ͵ͩά®̣ΞΥɺ.αȨ̹̀ЗάΐΨΥΖΉ͐͆®ªπςξȨ̻<̨ΕΨΥΊ
͑ͪͭͭͦͳ̭ ͙ͯͪ͵βΉɺÖ÷ΰπΨΫƅʔsΝτΥ˪ȫƟĒχȁΠΊΞΥΖΨΫΉɮǂ˦ȟ
®ª

άΉ¿ɠɺΖ͐͆®ªπςξȨ̼<¶ƈΠσΛέχɉΓσέΉɮǂ˦ȟ®ªβ˪

ȫǙǘΰΔΑΫ͐͆®ªπςξβσΕΰHτΥ®ªέΑΓσΊ̭
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ʣˆʲˆʃŃƕĺɲɬɰAŗɱɨʁƯǀɵƪž
ɝǋüŪĩɟǼøź

Ƞ
ˉªƟˇÅŗŕŋˊȠ

ΎǭǪΏ̭
̭ ŎŝάβΉñ˽Ȩ̿̽̿ϭДИ̻̹̺̾ñ÷Йα̠ВϠχĲZΞΫΑσΊΣτβΉ

ǟα

̠Ȧĺo˰ΉȨ̼̻̹ϭДИ̻̹̺̾ñЙπςξβσΕΰ¾ΑΊ̻̹̹̺ñΰŌʇΝτΥ̠ЏϜ
όϖАƛΰπς̠ùŲǋαTǘ`ǚΖ7˖ΝτσπΒΰίΨΥΖΉTǘǑβ̺̀З
И̻̹̺̾ñ÷ЙάΐσΊκΥΉñ˽ΰĲZΝτσ̠ВϠαΒΧΉȨ̺̾ЗΖǂ{Y[Ντ
ΫΔςΉΣτΰπΨΫ˫sƾȫĲZ˰Ζ¶nΞΉǗµΰ¿Ηίā̕χΓΫΑσΊ
ΛαπΒίǓǍΕρ̠ВϠα

άξǌΰΉùŲΝτΥΔȝΰƝǭΞΥΊùŲΝτΥΔ

ȝχƾȫƱέΞΫ¿ɠɺχ®̣ΞΉ®̣ΞΥ¿ɠɺΕρsĠίήχǨ˪ǘǙΠσŋ
ƛχ˼ǨΠσΛέΰπΨΫΉ̠ВϠχřqƟǚΞΉΕΩ˫sƾȫĲZ˰χdƬά
ΗίΑΕŵʝΞΥΊΞΕΞΉ¿ɠɺβЃАϭϿДϭЖϠπςßΝΑЃАϭϬϔϠϭЏДΞΕ
ɺ.SΰςˊνΡΉΔȝα

Ġ[άΐσϬДϼДβΣτπςξβσΕΰ¿ΗΑΥ

νΉƾȫƱέΞΫ`ǚάΗίΑΊΣΛάΉɺ.ʊæΰϬДϼД[ʚ˪ȫχĸȁИ¥ÎЙ
ΠσΛέάϬДϼДχ[ʚΞΉƾȫƱέΞΫ`ǚάΗσ¿ɠɺαɓȇχǭİΞΥΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ϊДϒЖϦД϶ϖʹ͔ͨʹͅκΥβ͖̻̼̻ͪ͘͢͝αƠΰ(*/11:8 8:)9/1/8 ̺̿́αͿ̶ϊЄЎЖ
ϣˡ(È(2<ΉϼАЎϯЖϣˡ(È(2<&ΉΔπε 2,-(9,7/:2α̶ϊЄЎЖϣˡ
(È)(2χΣτΤτÞOΞΥϼЎϠЄϮχ0ʏΞΉ0ʏΞΥϼЎϠЄϮχȰλφΫ
ξΩ¿ɠɺŭχ0ʏΞΥΊ0ʏΞΥ¿ɠɺŭχϬДϼДØÀ®ªΰǘɓΝΉЍύ
ȫϬДϼДďΰπςΉͿ̶ϊЄЎЖϣΖȮɖʊæΰĸȁΝτΫΑσΕχǿʦΞΥȲ
ŤΉϊДϒЖϦД϶ϖʹ͔ͨʹͅαƠΰͿ̶ϊЄЎЖϣχÞOΞΥϼЎϠЄϮχįΩ¿ɠ
ɺŭΖǘɓΞΥˉαϬДϼДØÀ®ªάβΉЍύȫϬДϼДďΰπσ̑ȭɭΰ
ɭΞίΕΨΥΊΛαȲŤΕρΉϊДϒЖϦД϶ϖʹ͔ͨʹͅβȮɖʊæΰͿ̶ϊЄЎЖϣ
χƟĒ«άĸȁΞΫΑσΛέΖɉΓρτΥΊκΥ0ʏΞΥ¿ɠɺŭχΉÏ̇ΰΜβψ
χαƾȫƱέΞΫ®̣ΞΥȲŤΉϬДϼД[ʚ˪ȫχɺ.ʊæΰĸȁΞΥ¿ɠ
ɺŭάβΉΜβψχ[ʚΞΥΊΛαΛέΕρΉ0ʏΞΥ¿ɠɺŭβΉΜβψχƾȫƱέ
ΞΫ`ǚάΗσřɗί¿ɠɺŭάΐσέɉΓρτσΊ̭
ΎȲʫΏ̭
̭ Μβψα

Ġ[άΐσϬДϼДχƾȫƱέΞΫ`ǚάΗσ¿ɠɺŭχ0ʏΠσΛέ

ΖάΗΥΊ̭
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ƁƕoƗǀ Azotobacter vinelandii ɴɾʁɠ¸ʑˁʚ˄ˈ
˂ɡɦɿɵôŗʷˁʸˈŕŖȠ
ɝ_Řï² ȧɟƾRƵ ȨɟPǱ0 ȧɟüŘ±% ȩɟĕùķ ȧȠ
ˉȧ ȅˇǠɟȨ ǲ¬ˇŔ}ßƉ ɟȩ ÝPˇœªˊȠ

【目的】循環型社会の構築のため、欧州を始めとして植物油からバイオディーゼ
ル燃料（BDF）が生産されている。日本では、廃食油を原料にBDFが生産され
ており、その生産量は年々増加している。しかし、BDF製造の際に副生する「廃
グリセロール」は、アルカリ性で油分やメタノールなどの不純物を含むため、
利活用法の探索が急務となっている。当研究室では、グリセロール資化性かつ
好アルカリ性の窒素固定細菌Azotobacter vinelandiiを用いて、「廃グリセロール」
を単一炭素源、
「大気窒素」を単一窒素源とする省エネ・省コスト型発酵により、
アルギン酸（増粘剤）やポリヒドロキシ酪酸（PHB：生分解性プラスチック素
材）などの有用ポリマーの生産を目指している。これまでに、水で希釈した「廃
グリセロール」に微量のミネラルを添加したWG-MB培地（約0.2%グリセロール）
で本菌が良好に生育し、アルギン酸を生産することを見出した。本研究では、
WG-MB培地でのPHB生産性を評価するとともに、新たな有用物質探索の一環と
して細胞外へのアミノ酸分泌性を調べた。
【方法・結果】「廃グリセロール」は、京都市廃食油燃料化施設由来のものを使
用した（グリセロール45%, メタノール15%, 油分25%, pH 10～11）。PHB生産
性は、透過型電子顕微鏡（TEM）を用いた細胞切片観察、及び分解物のガスク
ロマトグラフィーにより評価した。WG-MB培地で培養したA. vinelandii野生株
（ATCC12837）をTEM解析に供したところ、定常期（92時間）細胞で多くのPHB
顆粒が観察された。同様に培養した野生株とそのアルギン酸合成欠損株（ΔalgD）
の乾燥菌体を酸性条件下で熱処理し、PHB分解物を定量した。その結果、培養
開始48時間以降から両株ともPHBの生産が認められ、培養液あたりの生産量は
野生株と比較してΔalgD株の方が高かった。一方、細胞外画分のアミノ酸分析
を行った。野生株を「純品グリセロール」を単一炭素源とするG-MB培地で培養
した。フィルター処理した培養液を薄層クロマトグラフィーに供した結果、ニ
ンヒドリンと反応する物質の存在が認められた。そこで、この細胞外画分をア
ミノ酸組成分析したところ、本菌はセリン（リン酸化）、ロイシン、イソロイシ
ンなどのアミノ酸や、エタノールアミンを分泌していることがわかった。
【結論・考察】本研究により、A. vinelandiiが「廃グリセロール」を単一炭素源と
してPHBを生産できることが明らかとなった。また、本菌はアミノ酸分泌能を
もつことが示唆された。
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ʮʤƗƬʸʤˁʡʐʘřýãŉLʮʆ˂˄ˆǷʃXʀǢɽǦ
ǿŒǀʵʘʵʤˀˆʘʱʊˀˈʛƐ
ɝƥøƓ ȧɟüŘ±% Ȩɟĕùķ ȧȠ
ˉȧ ȅˇǠɟȨ ÝPˇœªˊȠ

【目的】ある種の細菌は、動物細胞と相互作用する際、宿主細胞外マトリックス
の構成要素である多糖グリコサミノグリカン（GAG）を定着や分解のための標
的とする。ヒトの腸管、咽頭、膣などに常在する日和見病原性のグラム陽性連
鎖球菌は、細胞表層の多糖リアーゼにより、GAGの一種であるヒアルロン酸を
不飽和二糖に断片化し、細胞内の不飽和グルクロニルヒドロラーゼにより断片
化二糖を単糖へ分解する。これらの酵素およびホスホトランスフェラーゼ系（PTS）
をコードする遺伝子群がゲノム上で集約して一つの遺伝子クラスターを形成す
る。PTSは、ホスホエノールピルビン酸からリン酸基を基質へ転移し、細胞内に
リン酸化基質を輸送する。本研究では、連鎖球菌（Streptococcus agalactiae）の
ヒアルロン酸取り込み機構を明らかにすることを目的とする。
【方法・結果】PTSによる断片化ヒアルロン酸（不飽和二糖）の取り込みを調べ
るため、連鎖球菌の細胞をトルエンで処理し、PTSによる基質取り込みに伴って
ホスホエノールピルビン酸から生じるピルビン酸を定量することにより、PTS
輸送活性を測定した。その結果、トルエン処理細胞は、断片化ヒアルロン酸存
在下でPTS輸送活性を示した。そこで、断片化ヒアルロン酸が、本菌のゲノム上
にコードされる多数のPTSのうち、GAG遺伝子クラスターにコードされるPTS
によって取り込まれることを実証するため、カナマイシン耐性遺伝子の挿入に
よる本PTS遺伝子の破壊株を育種した。破壊株のトルエン処理細胞では、断片化
ヒアルロン酸存在下でPTS輸送活性が認められなかった。さらに、断片化ヒアル
ロン酸の取り込みに加え、破壊株によるヒアルロン酸への作用を解析した。GAG
の断片化を評価するハロー検出を行ったところ、破壊株は野生株と同様にヒア
ルロン酸を断片化した。また、ヒアルロン酸最少培地で生育を調べた結果、野
生株は良好な生育を示す一方、破壊株では生育が認められず、ヒアルロン酸を
資化しなかった。
【考察】GAG遺伝子クラスターにコードされるPTSの遺伝子破壊株は、断片化ヒ
アルロン酸を基質として細胞内に取り込むことができず、結果としてヒアルロ
ン酸を資化できないことが判明した。以上のことから、断片化ヒアルロン酸を
取り込む連鎖球菌PTSの実体を明らかにすることができた。ヒアルロン酸への作
用が連鎖球菌感染症の発症に重要であることが指摘されているため、本PTSをタ
ーゲットとした治療法の開発が期待される。
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クロレラ転写因子過剰発現による脂質合成能向上
○徳永早紀 1、三田将平 1、浦口裕介１、久保裕生 2、城井真衣 2、
（1 京大院・農、2 京大・農）
中川聡 1,2、澤山茂樹 1,2

【目的】
トレボウクシア藻Chlorella vulgarisは、カロテノイドや脂肪酸などの有用機能性物質
の供給源として期待されている。これまでに様々な形質転換系に関する研究が行わ
れてきたが、未だ安定した形質転換系の確立には至っていない。そこで我々は C.

vulgaris高タンパク質発現用ベクターを人工合成し、C. vulgaris形質転換系の確立を
目的に研究を行った。また、ターゲット遺伝子としてDOF転写因子群に着目し、DOF
を C. vulgaris で過剰発現させることで脂質蓄積量の多い形質転換体の獲得を試み
た。
【方法・結果】

HSP70A-RBCS2 デ ュ アル プロモ ータ ー配列と、 マーカー遺伝子 Ble を 含 む C.
vulgaris 高タンパク質発現用ベクターpCvHRBを人工合成した。このベクターは Ble と
MCSとの間に自己開裂ペプチドがコードされているので、Bleとターゲット遺伝子の共
発現が可能である。また、同定されていない C. vulgaris の DOF 塩基配列は、緑藻

Chlamydomonas reinhardtiiのDOFアミノ酸配列から推定した。pCvHRBを用いてDOF
候補遺伝子をC. vulgaris内に導入し、フレオマイシン添加寒天培地に播種することで
形質転換体を選抜した。生じた形質転換体74株のうち3株でターゲット配列の挿入を
確認したので、それらについて評価を行った。脂質を定量したところ、形質転換体
CvDOF#3の細胞当たりの脂質含量は野生株の1.6倍であった。また、ヒスタグをもつ
DOFタンパク質を精製・定量した結果、CvDOF#3はDOFタンパク質を過剰発現してい
ることが推定された。これらの結果から、導入した DOF 候補遺伝子が C. vulgaris の

DOF であることが示唆された。また、今回用いたベクターpCvHRBは、ターゲット遺伝
子を長期間安定して発現させることが期待でき、C. vulgarisにおける外来タンパク質
高発現に適していると考えられる。
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緑藻 Chlamydomonas reinhardtii のリンゴ酸酵素遺伝子過剰
発現による脂質合成能向上
○三田将平 1、浦口裕介 1、徳永早紀 1、久保裕生 2、城井真衣 2、
（1 京大院・農、2 京大・農）
中川聡 1,2、澤山茂樹 1,2

【目的】
リンゴ酸酵素(Malic enzyme)は、リンゴ酸を脱炭酸してピルビン酸を生成する反応を
触媒する酵素である。リンゴ酸酵素にはこの反応の電子受容体にNAD＋を用いるタイ
プとNADP＋ を用いるタイプの二種類が存在し、それぞれが反応の結果NADHあるい
はNADPHを生産する。これらの還元力は脂肪酸の生合成に必要なものである。微細
藻類はバイオ燃料に用いる脂質の生産源として近年注目を浴びており、リンゴ酸酵素
過剰発現の報告がなされている種もあるが、二種類の酵素を同じ微細藻類で過剰発
現させた報告はなされていない。そこで本研究では、微細藻類のモデル生物であるC.

reinhardtiiにおいてNAD＋依存性のリンゴ酸酵素遺伝子MME1、あるいはNADP＋依存
性のリンゴ酸酵素遺伝子MME6のそれぞれを過剰発現させることで、どちらがより脂質
生産性を向上させるかを比較検討した。
【方法・結果】

C. reinhardtii用タンパク質発現ベクターpChlamy_4に、クローニングしたCrMME1、
CrMME6をインフュージョン法で挿入し、ベクターpC4MME1、pC4MME6を作成した。
得られたベクターを用い、ガラスビーズ法でC. reinhardtiiを形質転換した。ゼオシン耐
性で選抜した両形質転換体の脂質含量を測定したところ、MME6形質転換体で野生
株と比べて1細胞当たりの脂質含量が有意に増加している株が得られた。 MME1 と

MME6両形質転換体の脂質含量を比較すると、1細胞あたり、培養液1 mlあたり共に
MME6過剰発現形質転換体の方がそれぞれ多いという傾向であった。これらのことか
ら、C. reinhardtiiの脂質合成能向上のためには、NADHよりもNADPHの量を増やす方
がより効果的であることが示唆された。
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Thiol-ene VÅʃŗɣɯʯʧ˂L^ŋŕŖǀɵ?ȉÓǈɵȁŢ
ɝ"ǺȠƸŕ ȧɟȞŘȠɷɦʀ ȧɟRȠ ȧɟǄȠ ȨɟÿùȠr] ȨɟȝŕȠŵ] ȧȠ
ˉȧ ªƟˇʬʈʌʳˈʘɟȨȢĊȣʍʩʍˇȸȡȮ ŜǱˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ĊǘǋβόϦϚД˫̲͍̳ͅίήαϸϰАsǋχǘǙΠσΊΛτρβTǘɗίЂЏϸ
ϰА|ňέΞΫřǚάΐσΖΉɨǁǟΕρϸϰАsǋǘǙɺχˠĩǪΰ[̍Πσ
ŋƛβίΑΊΣΛάŝǹȎάβΉϨϑЖАαϊАϘДζαnďάΐσͩͪ͘Ͱ̶ͭͦͯͦ
ďΰ¯ΪΘǘǙɺ[̍Ĥʈα˼ǨχʇΨΥΊ|ǕβƁαˑςάΐσΊκΡΉħɺĒ
χȁΠͿ̶ϨϑϗЏϢВЖА̲̳͋͘έЎϟϒА˼Åg̶͚̹̲͚̳̽̽ͅͅχμØÀ®ªΰǘ
Ǚɺχμ[̍Ʊχ³ìΠσΊ®̣

ΰǘǙɺǜšαϸϰАsǋΖ͋͘έďΞ

͋͘αƻ÷Ζ-ΠσΛέάǘǙɺβϚВϰЖχHKǪΰĀĠΠσΛέΖάΗσΊ̭
ΎŋƛЕȲŤΏ̭
̭ ̭̾ ̭ͮ͑ ͚ͅΉ̹̭̾ ̭ͮ͑ ͋͘Ή̺̹̹̭ ̭ͮ͑ ͍ͅχȐȫά̼̹ΆΉ̺̻̹̭ ͩΉͩͪ͘Ͱ̶ͭͦͯͦďΰ2
ΞΉ͉ͭͭͮͯ͢ʤʀχǚΑΫƇÊ͋͘ƻ÷χƮÎΞΥȲŤΉďǑβȨ̹̯̽άΐΨΥΊκ
ΥΉ̶͇͐͑͗ʚŢπς͋͘έ͍ͅαďǋΖǿʦΝτΥΛέΕρΉͩͪ͘Ͱ̶ͭͦͯͦďα˖ʇΖ
ǿʦΝτΥΊκΥΉȇαĊǘǋΰÛΠσ͋͘Δπε͋͘έ͍ͅαďǋαŘßǘɓ̀
Ƅƻ÷χʪηΥέΛυΉΣτΤτ͋͘άβ̷̶̺̻̺̹̹̭̾ͮ͑Ήďǋάβ̻̹̹̭ͮ͑!άΐ
ΨΥΊπΨΫΉͩͪ͘Ͱ̶ͭͦͯͦďΰπς͋͘αħɺĒÂƟΖǿʦΝτΥΊƁΰΉ͚ͅέ͋͘χ
μЂϫϭϬϔϠϭВЖϠØÀ®ªΰΫ85,7-/11:8 9,77,:8̭ ͖͇̭͒͆ ̺̻̼̲͍̿ͅǘǙɺ̳Ή

85,7-/11:83/-,7̭͖͇̭̼̼̹̻̼͒͆Ή85,7-/11:847<=(,̭͖͇̭̼̹̺̺̼̲͒͆ ŭέξ͍̓ͅǘǙɺ̳
χ®̣ΞΥȲŤΉ͖͇̭͒͆ ̺̻̼̿βHKǪΰϚВϰЖχĀĠΞΥΊΝρΰΉØÀ®ªΰ
Ϋ͖͇̭͒͆ ̺̻̼̿αɖÈχμ§¹χ³ì®̣ΞŭαT[̍χʤλΥέΛυΉȨ̺̹̹̯
αqǑά§¹ΕρT[̍άΗΥΊπΨΫΉŝģƛβϸϰАsǋǘǙɺα[̍ΰř
qάΐσΛέΖȁΝτΥΊ̭
̭
̭
̭
̭
̭
̭
̭
̭
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Heck VÅʃŗɣɯʯʧ˂L^ŋŕŖǀɵ?ȉÓǈɵȁŢ
ɝŭŘĎ« ȧɟ"ǺƸŕ ȧɟR ȧɟǄ Ȩɟÿùr] Ȩɟȝŕŵ] ȧȠ
ˉȧ ªƟˇʬʈʌʳˈʘɟȨȢĊȣʍʩʍˇȸȡȮ ŜǱˊȠ

ΎǭǪΏ̭
ΐσȇαĊǘǋβϸϰАsǋχǘǙΠσΊΣτρβƾȫ̶ƾȫˮȲχįΧ
ÓŒΰЂЏЃЖsΠσΊπΨΫΉŊΥίϸϰАsǋǘǙɺΖ[̍άΗτγϵόϑϼ
ЎϠϨϩϖ˼ǨΰřǚάΐσΊΞΕΞΉϸϰАsǋǘǙɺχɨǁǟΕρϴόϠАЖϼ
ϩϭάˠĩǪΰ[̍ΠσΥναģƛβίΘΉΛτκάΰ°ΝτΫΑσϸϰАsǋ
β 85,7-/11:89,77,:8 ΰπΨΫǘǙΝτσόϦϚД˫ίήŃȇ̞ΰέήκσΊΣΛάŝǹ
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C59

酵母プリオン様因子[GAR+]を介した
清酒酵母-生酛乳酸菌間の相互作用
○熊野舞香 1、渡辺大輔 1、杉本幸子 1、砂田啓輔 2、高橋俊成 2、
山田 翼 2、高木博史 1
（1 奈良先端大・バイオ、 2 菊正宗酒造株式会社）

【目的】
清酒醸造における伝統的手法である生酛造りは、酵母と乳酸菌の共存過程を含
む。乳酸菌の共存意義としては、他の微生物の混入防止効果や、清酒の風味への効
果が報告されているが、酵母への影響については不明な点が多い。一方、近年の研
究により、細菌との共存によって[GAR+] (glucose-associated repression) と呼ばれる酵
母プリオン様因子の誘導が促進され、酵母の炭素代謝が変化することが明らかになっ
た。本研究では、[GAR+]を介した清酒酵母と生酛乳酸菌との相互作用を明らかにする
ことを目的とした。
【方法・結果】
酵母における[GAR+]の誘導は、炭素源を改変した培地（YPGly+GlcN）での生育に
より検出することが可能である。一般的な清酒酵母である K701 株および生酛から単
離された Km67 株を乳酸菌の非存在下で YPGly+GlcN 培地に塗布したところ、実験室
酵母と比較して高頻度に、かつ自発的に[GAR+]を誘導することが明らかとなった。次
に、生酛乳酸菌として知られる Leuconostoc mesenteroides および Lactobacillus sakei
を YPGly+GlcN 培地上で酵母と共存させた結果、これらの生酛乳酸菌が[GAR+]の誘
導を促進し、中でも生酛酵母に対する効果が最も顕著であることを見出した。以上の
結果から、清酒酵母と生酛乳酸菌が[GAR+]を介して相互作用を行い、生酛造りにお
いても何らかの影響を与えている可能性が示された。さらに、この生酛乳酸菌による
[GAR+]の誘導促進は、培養上清のみや、加熱殺菌した乳酸菌懸濁液を用いた場合
には観察されなかったことから、生菌同士の直接的な相互作用が[GAR+]の誘導に必
要ではないかと推測された。
[GAR+]の誘導が酵母の生理状態に及ぼす影響についても解析を行った。実験室
酵母や清酒酵母 K701 株においては[GAR+]の誘導によりアルコール発酵力が低下し
たが、生酛酵母 Km67 株では低下の程度が抑えられた。また、[GAR+]の誘導により酵
母のエタノール耐性が高くなることも示された。したがって、生酛造りにおける[GAR+]
の誘導は、酵母によるアルコール発酵を抑制することで乳酸菌の死滅を防ぐと共に、
酵母自身のエタノール耐性を高め、両者の共存に有利に働くことが示唆された。
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⽇本農芸化学会関⻄⽀部
⽀部賛助企業
関⻄⽀部の活動は、下記の⽀部賛助企業様からのご⽀援により⽀えられています

アース製薬株式会社

ナカライテスク株式会社

植⽥製油株式会社

⽇世株式会社

株式会社ウォーターエージェンシー

株式会社⽇本医化器械製作所

江崎グリコ株式会社

⽇本新薬株式会社

株式会社カネカ

ハウスウェルネスフーズ株式会社

菊正宗酒造株式会社

ヒガシマル醤油株式会社

⻩桜株式会社

不⼆製油株式会社

⽉桂冠株式会社

松⾕化学⼯業株式会社

甲陽ケミカル株式会社

三井化学アグロ株式会社

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

株式会社三ツワフロンテック

サントリーホールディングス株式会社

安井器械株式会社

住友化学株式会社

⼤和酵素株式会社

株式会社第⼀化成

理研化学⼯業株式会社

宝酒造株式会社

株式会社ロッテ

築野⾷品⼯業株式会社

和研薬株式会社

東洋紡株式会社
50 ⾳順

敬称略

2018 年度⽇本農芸化学会関⻄⽀部⼤会の開催にあたり、下記の企業
様には飲料協賛をいただいております。篤く御礼申し上げます。

サントリー⾷品インターナショナル株式会社
ハウスウェルネスフーズ株式会社
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