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悪性神経膠腫に対する新規遺伝子療法の効果予測因子の解明 

岡山大学病院 脳神経外科 

大谷 理浩 

（概要） 

 悪性神経膠腫は脳腫瘍の中でも最も予後不良な疾患で、新規治療の開発が急務である。ウイルスを用いた

免疫療法は悪性神経膠腫に対する新規免疫療法として着目されており、日本国内外で臨床試験が行われている。

当院では 2019 年より悪性神経膠腫に対するアデノウイルスを用いた Reduced Expression in Immortalized 

Cells/Dickkopf-3 (REIC)遺伝子治療(第Ⅰ/Ⅱa 臨床試験)を開始し、効果および安全性を確認する試験を実施

中である。この遺伝子治療製剤は、アデノウイルスにがん抑制遺伝子であるREICを組み込んだ非増殖型アデノ

ウイルスである。我々の前臨床データでは、腫瘍細胞の増殖を抑えて担腫瘍マウスの生存期間を延長するとと

もに、immunogenic cell deathを介して抗腫瘍免疫を誘導することが確認された。本研究では、第Ⅰ/Ⅱa臨床

試験検体を用いて Ad-SGE-REIC 投与前後における免疫細胞浸潤と遺伝子発現変化に関する解析を行っており、

その治療効果との関連を評価している。 

1. 研究の背景と目的      

神経膠腫は原発性脳腫瘍において最も頻度の高い

腫瘍の一つであり、近年の高齢化に伴って患者数も

増加している。神経膠腫はその悪性度によって WHO 

grade 2～4 に分類されるが、とくに膠芽腫(WHO 

grade 4)は脳腫瘍の中でも最も予後不良な疾患で、

現行の標準治療である手術、放射線治療、化学療法

を行った場合でも生存期間中央値は2年未満である。

このため、新たな治療法の開発が急務である。 

免疫チェックポイント阻害薬に代表される、がん

に対する免疫療法は近年非常に着目されているが、

膠芽腫においては免疫チェックポイント阻害薬の有

用性は示されなかった。その理由の一つとして、膠

芽腫の腫瘍微小環境は、抗腫瘍免疫に寄与する腫瘍

浸潤リンパ球(tumor infiltrating lymphocytes, 

TILs)が少なく、抗腫瘍免疫を抑制する免疫抑制型マ

クロファージ(M2マクロファージ)が多い、いわゆる

immune coldな状態であることが知られている。一

方、ウイルスを用いた免疫療法は悪性黒色腫に対し

て 2015 年に米国 FDA で承認となり、膠芽腫に対し

ても様々な臨床試験が行われている1 2 3。ウイルス

を用いた免疫療法には、1) 直接的な腫瘍細胞への

ダメージのほか、2) 抗腫瘍免疫の誘導、3) がん抑

制遺伝子などのベクターとしての機能があり、

immune cold tumorを immune hot tumorに変えるこ

とが報告されている。我々もこれまでに様々なウイ

ルスを用いて膠芽腫前臨床モデルに対する治療研究

を行ってきた4 5 6 7。特に、がん抑制遺伝子である

REIC 遺伝子を搭載したアデノウイルス(Ad-SGE-

REIC)は岡山大学で開発された新規治療であり、担腫

瘍マウスモデルにおいて有意な生存期間の延長や免

疫細胞浸潤が認められた(図1) 5。この結果をもとに、

現在われわれは再発もしくは進行性のテント上悪性

神経膠腫に対してAd-SGE-REICを投与する第Ⅰ/Ⅱa

相臨床試験を行っている(jRCT2063190013) 8。本研

究では、担腫瘍マウスモデルを用いた網羅的遺伝子

発現解析により、腫瘍微小環境の変化に着目して解

析を行った。さらに、臨床検体を用いて投与前後の

免疫細胞浸潤の評価を試みた。 
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2. 研究方法 

 担腫瘍マウスモデルに対してAd-SGE-REIC投与群

と非投与群を作成し、網羅的遺伝子発現解析を用い

て、腫瘍微小環境の変化を比較した。 

更に、第Ⅰ/Ⅱa相臨床試験検体を用いて、投与前

後での免疫細胞浸潤等の評価を行った。本試験は、

再発もしくは進行性のテント上悪性神経膠腫に対し

て、定位脳手術により2週間の間隔をあけて計2回

の Ad-SGE-REIC 投与を行い(図 2)、安全性を評価す

る第Ⅰ/Ⅱa相臨床試験である。 

 

 

3. 結果 

 まず、担腫瘍マウスモデルを用いた網羅的遺伝子

発現解析結果をもとに、Ad-SGE-REIC 投与後に発現

が上昇する遺伝子に着目した。約900個の遺伝子が

発現上昇しており、これを用いてパスウェイ解析を

行った (図3、投稿中データ)。その結果、変化のあ

った 14 個の経路のうち 5 つの経路が腫瘍免疫に関

連した経路であり、Ad-SGE-REIC による強い抗腫瘍

免疫の誘導が示唆された。特に TNF-alpha 経路や

Notch経路など、マクロファージやTILsの分化に関

連する経路が変化しており、Ad-SGE-REIC によって

腫瘍微小環境が変化したことが考えられた。 

 

現在は、免疫細胞浸潤について免疫染色を用いて評

価を行っている。 

  

4. 考察と今後の展望 

 悪性神経膠腫に対するウイルス療法は、新規治療

法として非常に期待されており、本邦でも 2021 年

にテセルパツレブが期限付き承認となった。Ad-SGE-

REIC はアデノウイルスにがん抑制遺伝子遺伝子で

ある REIC 遺伝子を搭載しており、腫瘍細胞が死滅

する際に放出されるdamage-associated molecular 

patterns などを介して強力な抗腫瘍免疫を誘導す

る機序が考えられている 9。我々も膠芽腫前臨床モ

デルにおいてAd-SGE-REIC投与による抗腫瘍免疫の

誘導を報告してきたが、今回の研究でも強い抗腫瘍

免疫の誘導が確認された。悪性神経膠腫における免

疫細胞浸潤とウイルス療法の効果が関連することが

報告されており 10、Ad-SGE-REIC による強い抗腫瘍

免疫の誘導も治療効果に関連することが期待される。 

 本臨床試験の症例登録は順調に進んでおり、全症

例のデータ固定後に、Ad-SGE-REIC による治療効果

と抗腫瘍免疫の関連性を評価する予定である。さら

に、今回の解析によって TILs の関与が示唆された

が、今後はsingle cell RNA-sequencingを用いて

TILs を含む腫瘍微小環境の詳細な変化を解明して

いく予定である。また、他の癌腫においては腫瘍細

胞における遺伝子異常と免疫療法の効果が関連する

ことが知られており、本研究においても target 

sequencingや whole exome sequencingを組み合わ

せることで、治療効果との関連を検討する予定であ

る。悪性神経膠腫に対するウイルスを用いた免疫療

法において上述のような詳細な解析を行った報告は

なく、今回の結果は悪性神経膠腫に対する免疫療法

の機序解明や新規治療の開発に役立つと考えられる。 
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口腔癌の細胞外小胞を介したシスプラチン耐性獲得機構の解明 

岡山大学病院 口腔外科 

小野 喜章 

口腔癌の進行例や再発例の多くはシスプラチン (CDDP) を用いた化学療法に耐性を示し, 予後は不良であ

る. CDDP の耐性を獲得するメカニズムに関して様々な報告があるものの, 実際の治療において CDDP に対す

る耐性の多くは多因子性と考えられている. そのため有害事象の軽減や個別化治療などの観点から, 新たなメ

カニズムの解明や新規治療標的の探究が求められている.  

近年, エクソソームをはじめとする細胞外小胞 (EV) が多くのがん種における治療抵抗性の主要な調節因子

として注目されている. 抗癌剤の細胞外への排出や, 細胞性質変化の誘導に働くことが報告されているが, 口腔

癌の CDDP 耐性獲得機構に EV が関与していることを示した報告は少ない. また, 口腔癌細胞の分泌する EV が, 

どのように CDDP 耐性獲得に働くのか, という課題が存在している. 本研究では口腔癌から採取した EV を用

い, 口腔癌の薬剤耐性メカニズムにおける EV の果たす役割について明らかにする. さらに, EV 中における薬剤

耐性関連分子を明らかにし, 薬剤耐性を克服する新たな治療法の探索を行う.  

【諸言】

口腔癌の治療には, 外科療法, 放射線治療, 化学療

法, 免疫療法があり, 主にこれらを組み合わせた集

学的治療が行われている. しかし, これらの治療法

の進歩にかかわらず, 近年の口腔癌の治療成績はほ

とんど向上していない. その原因の一つとして, 抗

癌剤に対する治療抵抗性が挙げられる. 癌の進行過

程において, 癌細胞は浸潤・転移形質, 幹細胞性およ

び薬剤耐性を獲得する. しかしながら, どのような

微小環境の変化と連動して, 治療抵抗性獲得に関与

するのか未だ不明な点が多い. 口腔癌を含む頭頸部

癌領域に対する薬物療法はシスプラチン (CDDP) 

の導入によって急速に進歩してきた. CDDP は細胞

における DNA 損傷，複製の障害，転写阻害および

細胞周期の停止をもたらしアポトーシスを引き起こ

すことで, 抗癌作用を誘導する. しかし, 口腔癌の

進行例や再発例の多くは CDDP を用いた化学療法

に耐性を示し, 予後は不良である. CDDP に対する

薬剤耐性機構としては細胞内蓄積機構, 細胞質内解

毒機構, DNA 修復機構などが報告されている. こう

した CDDP への耐性を獲得するメカニズムに関し

て様々な報告があるものの, 実際の治療において

CDDP に対する耐性の多くは多因子性に認められ

る. また, 治療が進むにつれ, より腫瘍の薬剤耐性

が高く広範になる. 有害事象の軽減や個別化治療な

どの観点からも, 新たなメカニズムの解明や新規治

療標的の探究が求められている. 近年, エクソソー

ムをはじめとする細胞外小胞 (EV) が多くのがん

種における治療抵抗性の主要な調節因子として注目

されている. 抗癌剤の細胞外への排出や, 細胞性質

変化の誘導に働くことが報告されているが, 口腔癌

の CDDP 耐性獲得機構に EV が関与していることを

示した報告は少ない. また, 口腔癌細胞の分泌する

EV が, どのように CDDP 耐性獲得に働くのか, と

いう課題が存在している. 申請者の予備的実験から, 

CDDP 耐性口腔癌細胞から精製した EV を CDDP 感

受性口腔癌細胞に添加することでこのレシピエント

の細胞がCDDP 耐性能を獲得したこと (図1), そし

て口腔癌細胞に EV 分泌阻害剤を作用させることで, 

CDDP に対する感受性が増強されたこと (図 2) か

ら口腔癌における EV のCDDP 耐性への影響は十分

図 1 : EV 添加によ
るCDDP 感受性の
変化  
A. 細 胞 播 種 か ら

CDDP IC50 値算出ま

でのタイムスケジュー

ル 

B. CDDP 耐性口腔癌

細胞由来 EV の添加に

よりレシピエント細胞

の CDDP 耐性が増強

した 
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考えられうるものである. 本研究では口腔癌から採

取した EV を用い, 口腔癌の薬剤耐性メカニズムに

おける EV の果たす役割について明らかにする. さ

らに, EV 中における薬剤耐性関連分子を明らかにし, 

薬剤耐性を克服する新たな治療法の探索を行う.   

【方法】 

本研究の目的は, 口腔癌細胞および腫瘍微小環境に

おいて EV が薬剤耐性に働くメカニズムおよび関連

する新規の分子の探索である. そこでまずは口腔癌

細胞の CDDP 耐性株の樹立を試みた. その後, 細胞

内および EV 内のタンパク質発現の差異が耐性化機

構に関与すると仮説を立て, タンパク質発現解析を

行なった. その結果をもとに耐性化に関連する候補

となる分子の機能解析を行った. 下記に具体的な研

究方法を示す. 

1. CDDP 耐性株の樹立

口腔癌細胞株 SAS を CDDP 低濃度添加培地で持続

培養し, CDDP 耐性細胞株を樹立した. 耐性獲得や

殺細胞効果増強は MTT assay で評価した. また, 

耐性獲得の指標として, アポトーシス関連分子

Caspase-3 とその活性化分子および銅トランスポ

ーターATP7A, ATP7B, CTR1 を用いたウェスタンブ

ロット (WB) 法により解析し相対比較した.  

2. EV の精製, 動態解析

口腔癌細胞培養上清からの EV 精製にはポリマー沈

殿法を応用した. さらに, EV 基本性状解析には粒子

径分布解析, タンパク質濃度測定, 電子顕微鏡を用

いた. さらに, 精製した EV を蛍光標識し, 受容細胞

へ取り込ませることで, 細胞内動態解析を行った.  

3. 機能抑制解析

方法 1. にて検証した銅トランスポーターのうち, 

最も発現に差異のあった分子について, 短鎖ヘアピ

ン RNA (shRNA) を介したノックダウンを行い, EV

分泌および機能変化について検証した. 

4. EV 分泌抑制解析

ホスホジエステラーゼ（N-SMase）阻害剤 GW4869

を SAS に作用させることで, EV 分泌能および銅ト

ランスポーター発現に与える影響について検証した. 

【結果】 

CDDP を添加した培地にて SAS 細胞の持続培養を

行い, 耐性株を作成した  (SAS-R). その結果, 

CDDP への耐性度は IC50 で 2-3 倍程度となった 

(図 3A). 両細胞に対して同濃度の CDDP を曝露さ

せたところ, SAS-R 細胞は SAS 細胞と比べてアポト

ー シ ス 誘 導 因子 で あ る Caspase-3 の 活 性 化 

(Cleaved caspase-3の発現) が抑制された (図3B). 

また, 近年 CDDP の細胞内流出入に銅トランスポー

ターの関与が報告されている. なかでも, SAS-R 細

胞は SAS 細胞と比べて ATP7B の有意な発現増強を

認めていた (図 3C). 以上から, CDDP 耐性機構に, 

ATP7B の発現増強が関連していることが示唆され

た.  

次 に , 

両 細 胞

の 培 養

上 清 か

ら EV 精製

を 行 な っ

た. 電子顕微鏡撮影および粒子径分布測定の両解析

において, 50-200 nm 範囲内の粒子サイズの EV を

精製できていることを確認した (図 4). これら EV

を ExoGlow-EV 

Labeling Kit 

(SBI 社) を用い

て 蛍 光 標 識 し, 

濃度別に培養細

胞に添加したと

ころ, 濃度依存

的に細胞内への EV 取り込みが促進する傾向であっ

た (図 5). これら EV 精製法および解析法について, 

今後も応用していく予定である.  

図 2 : EV 分泌阻害剤
による CDDP 感受性
の変化  
A. 細胞播種から CDDP 

IC50 値算出までのタイム

スケジュール 

B. EV 分 泌 阻 害 剤 

(GW4869) の添加により

レ シ ピ エ ン ト 細 胞 の

CDDP 感受性が増強した 

図 3 : CDDP 耐性口腔癌細胞株の樹立  
A. 親株と耐性株のCDDP に対するIC50 比較 

B. 親株と耐性株のCDDP 曝露時のCaspase-3 活性化比較 

C. 親株と耐性株の銅トランスポーター発現比較 

図 4 : EV 基本性状解析   
上段 : 透過型電子顕微鏡像, 下段 : 粒子径分布解析 
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ATP7B 発

現が CDDP

感受性およ

び EV 分泌

能に影響す

るか調べる

た め , 

ATP7B ノ

ックダウン

SAS を樹立したところ、対照群と比べて CDDP に

対する感受性の上昇を認めた (図 6). さらに, EV 分

泌能の低下傾向を認めた (図 6).  

EV 生成を阻害する働きを示す GW4869 を SAS に

作用させたところ, 対照群と比較して, EV 中の

cargo protein (CD9, EpCAM) の減少および細胞内

ATP7B の発現低下を認めた (図 7). 以上より, 

ATP7B 発現と

EV 分泌能は関

与しているこ

とが示唆され

た. 

【考察・今後の展望】 

EV の研究は, 主に癌の分野において, 疾患のメカニ

ズム解明から診断, 治療までの苛烈な競争が世界中

で繰り広げられており, 年々関連する文献報告が急

速に増えている. 細胞内成分の放出機構である EV

は, 細胞間相互作用の媒体として重要であり, 癌の

悪性度進行に関与することが明らかとなっている . 

特に, 化学療法に伴って腫瘍微小環境の間質細胞か

ら分泌される EV により癌細胞の薬剤耐性・幹細胞

性が誘導されること, 癌細胞が分泌する EV が癌の

転移先のニッチ形成に関わることや抗癌剤の細胞外

排出に関与することなどが報告されている (図 8). 

また, EV 内の含有物を調べることによる癌診断マー

カーとしての実用性についても多くの研究者が着目

している. しかしながら, 口腔癌の悪性度進展に伴

う EV の分子機序や機能の詳細は未解決の問題とし

て残っており, 関連する報告は少ない. 本研究では

腫瘍微小環境における EV を介した薬剤耐性獲得メ

カニズムを解明するだけでなく, 口腔癌進展におけ

る画期的なバイオマーカー開発においても重要な意

味を有する. 口腔癌における新規治療方法の開発に

つながる重要な成果となると確信している. 

近年, 銅トランスポーターの CDDP 細胞内流出入へ

の関与が注目され, その報告は散見されるが, EV と

の関連についての報告は未だなく, 本研究の着眼点

は新規性が高いと考える. 現在も上記の結果につづ

く研究成果を出すべく, 本研究プロジェクトは継続

中である. また, 本研究における成果を遅滞無く世

界へ発信するために, 現在進行中のプロジェクトの

先行研究データについては国際専門誌へ投稿準備中

である. 論文発表後に, 研究成果は当研究室のホー

ムページおよび岡山大学発信のプレスリリース記事

に掲載する予定である. 

謝辞 

本研究を遂行するにあたり, 研究助成を賜りました 

公益財団法人ウエスコ学術振興財団に深く感謝いた 

します. なお本研究は JSPS 科研費 21K17115 の助

成も受けております.  

図 5 : 蛍光標識した EV の細胞内取り込み像 

図 6 : shRNA 導入による ATP7B ノックダウン細胞株の樹立 
A. WB 法を用いたATP7B ノックダウン効率の検証 

B. ATP7B ノックダウンによるCDDP IC50 曝露時の細胞生存率比較 

C. ATP7B ノックダウンによるEV 分泌能変化の検証 

図 7 : EV 分泌阻害剤による細胞内 ATP7B および
EV 内 cargo protein の発現変化 

図 8 : EV を介した薬剤耐性化メカニズム
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好中球による酸化ストレスが規定する腎虚血再灌流障害の病態解明 

岡山大学 泌尿器科 

丸山 雄樹 

 腎虚血再灌流障害は限局性腎癌手術や腎移植術において避けて通れない病態であり重大な組織障害をもたら

す。その組織障害には酸化ストレスを介する好中球浸潤が主要な役割を果たしており、再灌流直後の好中球動

態の解明が急務である。我々はこれまで好中球浸潤を阻害することで組織障害が緩和される事を明らかにする

とともに、2光子レーザー顕微鏡を用いた生体マウス腎での好中球 in vivoリアルタイムイメージング(iRI)を

確立した。今回の研究では、酸化ストレスに対して血管内皮保護作用を有する一酸化窒素(NO)に着目し、血管

内皮障害モデルマウス(eNOS-KOマウス)を用いたiRIにより、好中球動態の解明を行った。iRIにおいて、wild-

type マウス(WT)と比べ eNOS-KO マウスで糸球体への好中球流入が増加し、タダラフィルの投与により WT マウ

ス、eNOS マウスともに軽減することを見出した。腎組織を用いたフローサイトメトリーにおいてもタダラフィ

ルの投与は好中球浸潤を軽減した。これらの研究成果より、好中球を介した酸化ストレスにおける血管内皮機

能保護が重要であり、より有効な治療戦略の開発が期待され、タダラフィルのその候補として期待できる。

はじめに 

近年、腎機能温存がますますの注目を集めており、

腎機能に直結する病態を多く有する泌尿器科領域に

おいては、急性腎障害の制御および治療はその重要

性を増している。とりわけ、腎移植術や限局性腎癌

手術において腎虚血再灌流障害は避けて通れない病

態であり、腎予後に重大な影響を与える組織障害を

引き起こす。腎虚血により低酸素状態に陥った血管

内皮細胞は、再灌流後数分以内に TNF-αや IL-1 な

どのサイトカインを数多く産生し、続いて IL-8、

CXCL1/KC、CXCL2/MIP-2 などの好中球遊走因子が産

生する。こうして浸潤した好中球は、活性酸素種や

サイトカインの放出を通じて、強力な炎症を惹起し、

組織障害をもたらし、間質の線維化に伴いさらなる

腎組織の低酸素状態が進行するという、増悪ループ

に突入する。このように好中球の浸潤は腎虚血再灌

流において主要な役割を担っており、その動態を解

明する事は極めて重要である。我々はこれまで、好

中球浸潤を阻害することにより組織障害が緩和され

ることを明らかにしてきた。さらに、多光子レーザ

ー顕微鏡を用いた生体マウス腎内での好中球の in 

vivo リアルタイムイメージング(iRI) 技術を確立 

することで、生きた同一個体での再灌流後の血流お

よび好中球動態のリアルタイムな観察が可能となり、

より生体内での自然な反応に近い評価が可能となっ

た。本研究では、iRI 技術を用いて好中球動態と参

加ストレスへの防衛機構である血管内皮機能に着目

した解析を行った。 

研究の成果 

好中球を介しての酸化ストレスへの血管内皮保護に

は一酸化窒素(NO)が重要な役割を担っており、グア

ニル酸シクラーゼが活性化し、cGMPを産生すること

で、細胞内のCa濃度を低下させ、血管平滑筋を弛緩

作用、血管内皮機能を改善させる。NOはNOS経路に

よって生み出されるが、血管内皮においては、内皮

型 NOS(eNOS)が主に分布しており、今回の研究では

まず、C57/BL/6J マウス(WT)と血管内皮障害モデル

マウスとして eNOS-knockout マウス(eNOS-KO)を用

いて、好中球動態を観察した。 

iRI では、図 1 のように、虚血再灌流後に eNOS-KO

マウスにおいてより多くの好中球が糸球体に trap

され、3 時間後には尿細管内にも好中球が流入して

いる様子が確認できた。 
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図 1：腎虚血再灌流前後の糸球体における好中球流

入の経時的推移  

 

 

続いて、血管内皮保護剤の候補としてタダラフィル

(PDE-5 阻害薬)を WT、eNOS-KO マウスに投与し、糸

球体への好中球流入の変化を解析した。タダラフィ

ルは cGMP を分解する PDE-5 を阻害し、NOS 経路を

upregulation することで血管内皮機能を改善させ

るとされており、腎虚血再灌流障害においても保護

作用を有するという報告がある。本研究においても、

タダラフィル内服により、WT、eNOS-KO マウスとも

に糸球体への好中球の流入が減少し(図 2)、再灌流

1 時間後の糸球体内の好中球陽性体積を有意に減少

させた(図3)。また、腎組織を用いた好中球のFACS

においても、WT、eNOS-KOマウス共に、タダラフィル

投与により腎組織全体における好中球の割合の有意

な低下を認めた。これらの結果により、血管内皮障

害を有する場合、好中球を介した酸化ストレスが増

加する事、また、タダラフィルはeNOS欠損状態にお

いても腎保護作用をゆうすることが示唆された。 

 

今後の展望 

今後はリアルタイムイメージング技術を活かして腎

虚血再灌流後の好中球動態のさらなる解析を行うと

共に、好中球だけでなく、マクロファージや活性酸

素種等のイメージングにも発展させていき、血管内

皮保護材を用いた新規腎障害治療法としての可能性

を探索する予定である。 

 

謝辞 

本研究を遂行するにあたり、ご支援賜りました公益

財団法人ウエスコ学術振興財団に深く感謝申し上げ

ます。 

図2：PDE5投与による糸球体における好中球流入の

経時的推移 

 

図3：糸球体内の好中球陽性体積(再灌流1時間) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4：腎組織内好中球フローサイトメトリー 
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低酸素誘導因子による組織寛容性導入・維持を用いた移植片対宿主病の予防・治療法の開発 

 

岡山大学病院 血液・腫瘍内科 

藤原 英晃 

                                              

加齢に伴う造血幹細胞の遺伝子異常のため、高齢化社会では白血病などの血液悪性疾患が増加し、寿命を短縮させ

る重大な要因である。同種造血幹細胞移植（以下 同種移植）は、血液悪性疾患に治癒をもたらす根治的治療法だが、

重篤な合併症として、ドナーの T 細胞が患者の正常臓器を攻撃する移植片対宿主病（以下GVHD）と呼ばれる免疫反

応が約 4 割の患者に起こる。GVHD が発症すると皮膚、肝臓、腸管が障害され、特に腸管は致死的となるため、移植

成功への最大の障壁となっている。T 細胞を抑制する免疫抑制剤がGVHD の治療に用いられるが、その効果は限定的

であり、かつ免疫力の低下が白血病の再発につながるため、新たな治療法の開発が喫緊の課題となっている。本研究

において、腸管 GVHD では腸管内酸素濃度の上昇を認め、腸管上皮細胞において組織恒常性へ寄与する低酸素誘導因

子（Hypoxia-inducible factor: 以下 HIF）の発現低下が起きていることを見出した。これは従来の免疫抑制療法と異なり HIF

を標的とした組織耐性をもたらす GVHD 予防・治療法として今後の発展が期待できるものと思われる。               

                                                  

 

 

はじめに 

加齢に伴う造血幹細胞の遺伝子異常のため、高齢化

社会では白血病などの血液悪性疾患が増加し、寿命を

短縮させる重大な要因である。同種造血幹細胞移植（以

下 同種移植）は、血液悪性疾患に治癒をもたらす根治

的治療法だが、重篤な合併症として、ドナーの T 細胞

が患者の正常臓器を攻撃する移植片対宿主病（以下

GVHD）と呼ばれる免疫反応が約4割の患者に起こる。

GVHD が発症すると皮膚、肝臓、腸管が障害され、特

に腸管は致死的となるため、移植成功への最大の障壁

となっている。T 細胞を抑制する免疫抑制剤が GVHD

の治療に用いられるが、その効果は限定的であり、か

つ免疫力の低下が白血病の再発に繋がるため、新たな

治療法の開発が喫緊の課題となっている。しかし、治

療法開発のためのGVHDの病態解明はまだ十分ではな

く、なぜ皮膚、肝臓、腸管が障害され他の臓器が障害さ

れないのか全く不明である。特に、致死的となりうる

腸管GVHDに関しては国内外において腸内細菌叢の乱

れ dysbiosis と GVHD の関連性が近年着目されている

が、その機序は依然として不明である。申請者はGVHD

が発症し dysbiosis を起こした場合、腸内細菌叢由来の

代謝産物である短鎖脂肪酸が減少していること

（Mathewson ND., Nat Immunol 2016）、腸管上皮細胞に

おけるインフラマソームの活性化が、細胞障害を軽減

しGVHD を改善することを明らかにした（Fujiwara H., 

Nat Commun 2018、Toubai T., Nat Microbiology 2019）。

また、これまで解明されていなかった dysbiosis の発症

原因として、T 細胞による腸管細胞のミトコンドリア

障害に端を発する酸素利用エネルギー産生障害が原因

であることを明らかにしている（Fujiwara H., Nat 

Immunol 2021）。つまり、腸管上皮細胞のミトコンドリ

ア障害→dysbiosis→短鎖脂肪酸の減少→インフラマソ

ームの不活性化→腸管細胞の恒常性の破綻→GVHD 増

悪/治療抵抗性への一連の流れを解明し、腸管GVHDの

詳細なメカニズムを明らかにしている。この組織に起

こる変化に介入し、組織恒常性を維持する治療法を開

発することで、免疫細胞による障害に対して「組織耐

性」を上げ、免疫細胞の抑制を最小限にすることで

GVHD 予防・治療を行いかつ移植片対白血病効果（以

下 GVL 効果）を可能にできるのではないかと考える

（図 1）。本研究では、

腸管上皮細胞のミトコ

ンドリア障害による酸素

消費量低下が細胞およ

び組織に及ぼす影響

に着目し、特に腸管内
図 1 
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酸素濃度変化による低酸素誘導因子（Hypoxia-inducible 

factor: 以下HIF）機能不全が、免疫細胞に対する組織寛

容不全につながると

いう観点から、従来の

免疫抑制療法と異な

るHIFを標的とした組

織寛容性をもたらす

治療方法の確立を目

的とする（図 2）。 

 

結果 

①腸管内腔及び腸上皮細胞における酸素濃度の検

討；GVHDモデルマウスを用いて腸管内腔及び腸上皮

細胞における酸素濃度を測定した。腸管内腔酸素濃

度を測定するため、麻酔下に内視鏡及び酸素濃度セ

ンサーを用いて腸管内腔の酸素濃度を測定したとこ

ろ、未治療及び非GVHDマウスと比較してGVHDマウ

スでは腸管内腔の酸素濃度の上昇を認めた（図 3）。

また、先行研究から、GVHDマウスの腸上皮細胞にお

けるミトコンド

リア呼吸不全が

判明しており、

酸素濃度上昇の

原因として腸上

皮細胞内の酸素

濃度上昇が考えられた。このため、組織酸素濃度を

測定するため、低酸素濃度組織を染色可能とする低

酸素染色をおこなった。非GVHDマウスと比較しGVHD

マウスでは低酸素

染色が認められず、

酸素濃度の上昇が

確認された（図4）。 

 

 

②腸上皮細胞のPHD/HIFの遺伝子発現及び蛋白発現

の検討；これまでの検討から腸上皮細胞における酸

素濃度上昇によりHIFの発現低下並びにHIF蛋白の

分解を促進させる Prolylhydroxylase domain 

enzymes（PHDs)の影響が考えら得たため、GVHDマウ

スの腸上皮細胞を単離しHIF並びにPHDの遺伝子発

PCR で確認したところ、非 GVHD マウスと比較して

GVHD マウスでは HIF の発現が低下している一方で

PHDの発現が上昇していた（図5）。 

 

 

 

さらに蛋白発現を確認する目的でHIF蛋白を免疫染

色を用いて、PHD 蛋白を Western blot 法を用いて

検討した。HIF蛋白は非GVHDマウスと比較してGVHD

マウスでは発現の低下を認め、PHD蛋白はGVHDマウ

スで増加していた（図6）。これらの結果からGVHDに

おけるHIF機能低下が考えられた。 

 

③薬理学的PHD阻害の検討（図2）;上記の結果から

PHD 阻害による HIF 発現の増加は腸上皮細胞の組織

恒常性を維持し、同種反応性T細胞による細胞障害

を低減できる可能性が考えられた。このためGVHDマ

ウスモデルにおいて古典的 PHD 阻害剤である

Dimethyloxalylglycine（DMOG）及び新規PHD阻害薬

非GVHD GVHD 非GVHD GVHD

大腸 小腸

生理的低酸素 

 ①PHD 

HIF-1α 

遺伝子発現促進 
細胞増殖亢進 

恒常性維持 

腸管バリア維持 

②PHD+ Fe 

HIF-1α 

遺伝子発現低下 
細胞増殖低下 

恒常性低下 

腸管バリア低下 

正常酸素濃度 

耐性喪失/ダメージ増 耐性向上/ダメージ減 

治療標的　① PHD阻害剤 
② 鉄除去図 2 
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図 4 GVHD腸管上皮細胞は 
生理的低酸素状態（白色）を消失する 
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図 5 
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である Roxadustat を用いて in Vivo の効果を検討

した。DMOGは腹腔内投与のため、GVHDマウスへの負

担が強く、その効果は確認されなかったが、経口薬

であるRoxadustatを投与したGVHDマウスは対照群

と比較して GVHD の軽症化を認め、生存率の改善も

得られた（図7）。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの結果から、PHD 阻害剤による HIF 発現上昇

は組織恒常性を改善し、同種反応性T細胞による組

織障害に対する耐性を誘導することで組織保護作用

を呈することが考えられる。今後は、Roxadustatが

及ぼす影響を、腸管組織のみならずT細胞やその他

組織において検討する予定としている。 
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キサンチン酸化酵素阻害薬による抗酸化作⽤は肝臓・⾎管系を保護する 
 

岡⼭⼤学⼤学院保健学研究科検査技術科学専攻 

渡辺 彰吾 
 
（概要）近年，尿酸上昇が⾮アルコール性脂肪肝炎 (NASH) や動脈硬化の病因となりうる根拠として，キサン
チン酸化酵素 (XO) が注⽬されている。XO は，肝臓，腎臓，⾎管内⽪などの様々な臓器で働き，尿酸が産⽣さ
れる過程で酸化ストレス源である活性酸素種を発⽣させることが明らかとなっている。それらを阻害する XO
阻害薬は，尿酸や酸化ストレスの減少を介して，NASH や動脈硬化にも奏功する可能性が⽰唆されている。本
研究では，⾼フルクトースを負荷することで尿酸や酸化ストレスを上昇させた脳卒中易発性⾃然発症⾼⾎圧モ
デルラット (SHRSP5/Dmcr) を⽤いて，XO 阻害薬フェブキソスタットの NASH および動脈硬化に対する抗酸
化作⽤を検討した。結果として，フェブキソスタットは XO を阻害することにより，尿酸産⽣を抑制すること
で，その過程で発⽣する活性酸素種を低下させ，抗酸化因⼦を増強させた。それにより，肝臓においては，肝臓
の炎症および⽩⾊肥⼤化の抑制，線維化，脂肪滴の減少につながった。また，⾎管においては腸間膜動脈の脂質
沈着の抑制，LDL コレステロールの減少，⾎管内⽪機能の悪化抑制が確認された。 
 
【緒⾔】 

⾮ ア ル コ ー ル 性 脂 肪 肝 炎  (nonalcoholic 
steatohepatitis; NASH) は，患者の 20-30％が約 10
年で肝硬変や肝癌に進⾏するため，早期治療が必要
とされる。しかし，NASH には未だ治療薬が開発さ
れていないのが現状であり，早急な治療法の探索が
求められている。NASH の発症にはいくつかの危険
因⼦の関与が考えられているが，その原因のひとつ
として尿酸が注⽬されている。近年の研究では，フ
ルクトースが尿酸を増加させることで炎症やインス
リン抵抗性を引き起こし，肝臓への脂質沈着を促進
するとの報告もある。また，⾎管系でも，尿酸が深
く関わっていると⽰唆されており，尿酸値と⼼⾎管
疾患の罹患率の疫学調査においても，正の相関関係
が認められる。さらに，尿酸が⾎管内⽪にも作⽤し，
動脈硬化を惹起することも報告された。しかしなが
ら，尿酸値は肥満，⾼⾎圧，糖尿病などの動脈硬化
の進展と関係する種々の因⼦によって影響を受ける
ため，尿酸上昇が動脈硬化発症の直接的な危険因⼦
であり，介⼊すべきターゲットであるか否かは未だ
に意⾒が分かれている。そのような背景の中，尿酸
上昇が NASH や動脈硬化の病因となりうる根拠と
して，キサンチン酸化酵素 (xanthine oxidase; XO) 
が注⽬されている。XO は，肝臓，腎臓，⾎管内⽪，

脂肪組織などの様々な臓器で働き，尿酸が産⽣する
過程で活性酸素種を⽣じることが明らかとなってい
る。活性酸素種には，スーパーオキシド (O₂⁻) や過
酸化⽔素 (H₂O₂) などがあり，これらが過剰に増加
した状態を酸化ストレスという。つまり，尿酸の増
加に伴い，酸化ストレスも上昇するため，XO は尿酸
だけでなく酸化ストレスにも深く関与している。こ
のことから，尿酸や酸化ストレスを抑制するために，
それを阻害する XO 阻害薬が期待されている。 

本研究では，XO 阻害薬として⾼尿酸⾎症の治
療薬であるフェブキソスタット (Febuxostat) を⽤
いて実験を⾏った。フェブキソスタットは，他の XO
阻害薬に⽐べて XO の阻害率が⾼く，すでに臨床で
も⽤いられている新規の XO 阻害薬である。そのた
め，フェブキソスタットが NASH や動脈硬化に奏功
することが明らかとなれば，未だ有効な治療薬が臨
床応⽤されていない NASH の発症や予後を改善で
きる可能性もある。そこで我々は，⾼フルクトース 
(Fructose) を負荷することで尿酸や酸化ストレス
を上昇させた脳卒中易発性⾃然発症⾼⾎圧モデルラ
ット (stroke-prone spontaneously hypertensive 
rat 5; SHRSP5/Dmcr) に，フェブキソスタットを投
与して、NASH と動脈硬化に対する抗酸化作⽤につ
いて検討した。 
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【⽅法】 
1. 動物 

実験には雄の SHRSP5/Dmcr ラット (以下，
SHRSP5) を使⽤した。SHRSP5 は，新たに確⽴さ
れた脳卒中易発性⾃然発症⾼⾎圧ラットのモデルで
あり，⾼脂肪・⾼コレステロール (high-fat and 
high-cholesterol; HFC) ⾷を与えた SHRSP5 は，ヒ
トの NASH に類似した病態を有する。SHR 等疾患
モデル共同研究会より，雄性の SHRSP5 (n = 15) を
⼊⼿した。13週齢時点の体重，⾎圧，摂⾷量にそれ
ぞれ有意差が⽣じないよう以下の 3群に分け，14週
齢時に普通 (stroke-prone; SP) ⾷から HFC⾷へ⾷
餌を変更した。 
・SHRSP5＋HFC⾷・・・・・・Cont群 (n = 5)  
・SHRSP5＋HFC⾷＋フルクトース・・・・・・・・
Fru群 (n = 5)  
・SHRSP5＋HFC⾷＋フルクトース＋フェブキソス
タット・・・・・・・・・Feb群 (n = 5)  

Fru 群にはフルクトース負荷を開始した 
(糖負荷)。また，Feb群では糖負荷を⾏うと同時に，
フェブキソスタットの腹腔内投与を⾏った。フルク
トースは 100 g/L (10%) のフルクトース⽔溶液を
飲料⽔とし，40 mL/dayの⽤量で負荷した。フェブ
キソスタットは 1 mg/kg/day の⽤量で溶媒 (リン
酸緩衝⽣理⾷塩⽔で調製した 6%ジメチルスルホキ
シド) に溶解し，腹腔内投与を実施した。総摂取量
は，14週齢から 24週齢まで 3群間で有意差が⽣じ
ないように 900-1000 gの HFC⾷を与えた。 
 
2. ⽣理学的検討 

体重は，14週齢と 24週齢時に測定し，体重変
化を⽐較した。収縮期⾎圧は，⾮観⾎⾎圧測定装置
を⽤いて，tail-cuff法により，隔週で測定した。 
 
3. 解剖および⽣化学的検討 
 採⾎は，ペントバルビタールナトリウムを 48.6 
mg/kg の⽤量で腹腔内投与による⿇酔下のもと⾏
った。採⾎管はEDTA-2Na⼊りの真空採⾎管を⽤い
た。採取した⾎液は，ただちに遠⼼分離機で⾎漿を
分離し (3,000 rpm，4℃，15分間)，−80℃で保存

した。すべての検体が揃った後，株式会社SRL社へ
⽣化学検査を委託した。 
 すべてのラットを安楽死させた後，肝臓と⼤動脈
を摘出し，重量を測定した。肝臓は病理組織学的染
⾊のために切⽚にし，肝臓内の TGや酸化ストレス
マ ー カ ー で あ る マ ロ ン ジ ア ル デ ヒ ド 
(malondialdehyde; MDA) の測定や遺伝⼦解析に使
⽤した。⼤動脈は内⽪機能の評価のために 2 mm の
輪切りにした。また，腸間膜動脈と腸間膜脂肪を分
離し，腸間膜動脈の Oil red O染⾊を⾏った。 
 
4. 糖代謝 

25 週齢時に⼀晩絶⾷後，OGTT を実施した。
⽔は⾃由摂取とした。⼩動物実験⽤簡易吸⼊⿇酔装
置を使⽤し，ラットをイソフルランで⿇酔した後，
蒸留⽔で調製したグルコース⽔溶液を 3 mL/kg の
容量でゾンデ法により強制投与した。グルコース⽔
溶液投与直前，15分後，30分後，60分後および 120
分後に尾静脈に 23 G 注射針を刺して少量採⾎し，
簡易⾎糖測定器を⽤いて測定した。ITT も同様に，
25週齢において⼀晩絶⾷後に実施した。⽔は⾃由摂
取とした。イソフルランで⿇酔したラットに，⽣理
⾷塩⽔で調製したインスリン溶液を 1 mL/kg の容
量で腹腔内投与し，OGTTと同様に測定した。OGTT
および ITT における曲線下⾯積 (area under the 
curve; AUC) は，台形法を⽤いて推定した。 
 
5. ⾎管内⽪機能 
 各ラットの⼤動脈の内⽪機能を評価するために，
腹部⼤動脈のリング標本を作製した。単離した腹部
⼤動脈を輪切りにしてリング標本を作製し，蒸留⽔ 
(distilled water; DW) で溶解したクレブス・ヘンゼ
ライト液に保存した。採取後速やかに，クレブス・
ヘンゼライト液を満たしたマグヌス実験装置の 5 
mL恒温槽にリング標本を静置し，0.5 gの張⼒で 60
分間の平衡化を⾏った。その後，恒温槽に⾎管収縮
剤であるプロスタグランジン F2α (PGF2α: 28 
μM) を加え，プラトーに達したところでアセチル
コリン (10⁻10-10⁻4 M) を添加し，濃度反応曲線を
得た。⾎管弛緩反応は，PGF2α による収縮の緩和
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率で表した。 
 
6. 病理学的検討 

肝臓は 10%ホルマリン溶液で 48 時間振盪固
定し，パラフィン包埋後，4 µm の厚さで薄切した。
その後Masson-Trichrome染⾊を⾏い，線維化を定
量分析により評価した。また，HFC⾷によって誘発
される肝細胞の変化をスコア化するために，NASH 
Clinical Research Network のスコアリングシステ
ムに従って，NAFLD activity score (NAS score) を
算出した。NAS score はMasson-Trichrome染⾊に
おける病理染⾊像にて，脂肪変性 (steatosis; 5%未
満 = スコア 0，5-33% = スコア 1，33-66% = ス
コア 2，67%以上 = スコア 3)，⾵船様肝細胞 
(hepatocyte ballooning; なし = スコア 0，肝細胞
5個以下のバルーン化 = スコア 1，肝細胞 6個以上
のバルーン化 = スコア 2)，炎症性細胞浸潤 
(inflammation; なし= スコア 0，1 foci = スコア 1，
2-4 foci = スコア 2， 5 foci 以上= スコア 3) の 3
項⽬の合計により評価を⾏い，上記の分類に従って
スコア化した。3項⽬の合計が 5-8点で NASH，3-
4点で境界型，0-3点は non-NASH として判定した。
すべての画像はオールインワン蛍光顕微鏡で撮影し
た。また，肝線維化の⾯積における定量分析は，BZ-
X Analyzer ソフトウェアで⾏った。 
 
7. 遺伝⼦解析 
 RNase Mini Kit を⽤いて，凍結保存した肝臓 (30 
mg) から全RNA を抽出した。抽出した全RNA (肝
臓: 1000 ng) を PrimerScript RT Reagent Kit を⽤
いて逆転写をした。定量的 PCR 分析は FastStart 
Essential DNA Green Master および LightCycler 96 
Instrument system を⽤いて⾏った。内部標準には，
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ 
(glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; 
GAPDH) を⽤いた。 
 
8. XO 活性 
 Xanthine Oxidase Activity Assay Kit を⽤いて，
⽣成した過酸化⽔素に⽐例した⽐⾊法 (570 nm) 

によって，凍結保存した肝臓 (50 mg) から XO 活性
を測定した。 
 
【結果】 
1. ⽣理学的検討 

14 週齢時の体重を基準とし，24 週齢時点での
体重変化の割合を⽐較したところ，Feb 群では Fru
群と⽐較して体重増加が有意に抑制された。収縮期
⾎圧は，Feb群では 19週齢以降において，Fru群と
の間に有意差が認められたが，3 群ともに⼀定の⾎
圧推移を⽰した。 
 
2. 糖代謝の解析 
1) OGTT，ITT 

OGTT，ITTともに，0分から 120分において
の⾎糖値変動曲線と，⾎糖曲線下⾯積 (AUC) を算
出した。OGTTについて，Fru群の曲線と⽐較して，
Feb 群では最⼤⾎糖値が低く，⾎糖値低下の開始時
間も早かった。AUCにおいても，Fru群と⽐較して
Feb 群では有意な低下が認められた。ITT は各群間
で有意差は⾒られなかったが，Feb 群では Cont 群
と似た推移で⾎糖値が経時的に低下した。また，
AUC においても，OGTT と同様に Feb 群で低下傾
向を⽰した。採⾎時に採取した⾎中の空腹時⾎糖は，
Fru群と⽐べFeb群で有意に低下した。また，イン
スリン値や HOMA-IR も，3群の中で Feb群が最も
低下していた。 
 
3. 酵素活性・遺伝⼦解析 
1) XO 活性 
  肝内の XO 活性は Fru 群と⽐べ，Feb 群で有意
に抑制された。抗酸化物質であるCATとGPx-1は，
Fru群と⽐較し Feb群で有意に⾼値を⽰した。酸化
ストレスマーカーの MDA は，Fru 群と⽐較し Feb
群で有意に抑制された。また，酸化反応酵素の NOX2
とCYP2E1 も有意差はないものの，Fru群と⽐較し
て Feb群では抑制傾向にあった。 
2) 炎症性サイトカイン 
  炎症性サイトカインである MCP-1 と TNF-α
の発現量は，Fru群と⽐較して Feb群では有意に抑
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制された。同じく炎症性サイトカインの NFκBは，
Feb 群での抑制に有意差はなかったが，低下傾向を
⽰した。 
 
4. 肝臓の病態解析 
1) 肝臓の⾁眼的・病理的所⾒ 

解剖時の⾁眼的所⾒では，Feb 群には Fru 群
のような顕著な肝臓の⽩⾊肥⼤化や肝表⾯の凹凸は
認められなかった (図 1A)。脛⾻⻑補正した肝重量
においては，有意差はないものの，Fru 群と⽐較し
てFeb群では低下傾向にあった (図1B)。NAS score
を⽤いて，それぞれの群の NASH 病態をスコア化し
たところ，Cont 群と Fru 群は 5 点以上であったた
めNASH，Feb群では 3点以上 4点以下であったた
め境界型と判定した (図 1C)。NAS score の判定項
⽬にある脂肪変性，⾵船様肝細胞，炎症性細胞浸潤
のスコアは，特に脂肪変性において Feb群では他の
2 群に⽐べて有意に低下していた。⾵船様肝細胞の
項⽬は，Feb 群でも多くの肝細胞のバルーニングが
みられたが，炎症性細胞浸潤においては，有意差は
つかないものの他の2群に⽐べてFeb群で低下して

いた (図 1D)。 
Masson-Trichrome 染⾊における病理染⾊像

では，肝細胞のバルーニングはすべての群で確認さ
れたが，Fru 群で認められた広範囲の線維化が Feb
群では抑制された。病理染⾊像において肝臓の線維
化定量を⾏ったところ，Fru群と⽐較して Feb群で
は有意に線維化の⾯積⽐率が低下していた。病理染
⾊像内の脂肪滴においても，Fru 群では主に線維化
領域で顕著に脂肪滴が認められたが，Feb 群ではほ
とんど認められなかった。肝臓内の脂肪蓄積を定量
解析するために肝臓内のTGを定量したところ，Fru
群と⽐較して Feb群では有意に低値を⽰した。 
2) ⽣化学的解析 
  肝機能指標である⾎中の ASTは，Fru群と⽐較
して Feb 群で有意に低値を⽰した。同じく ALT に
おいても，Cont 群と同程度に Feb 群では低値を⽰
した。⾎中の尿酸は，Fru群と⽐較して Feb群で有
意に低下していた。 
 
5. ⾎管の病態解析 
1) 腸間膜動脈の Oil red O染⾊ 
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  Oil red O 染⾊を⾏った腸間膜動脈において，
Fru 群では全体的に多くの脂質沈着がみられたが，
Feb 群では脂質沈着が抑えられた (図 7A)。また，
腸間膜動脈の脂質沈着定量解析においても，Fru 群
と⽐較して Feb群では有意に減少した (図 2B)。 
2) ⽣化学的解析 
  ⾎中の総コレステロール，LDL コレステロール，
HDL コレステロールは Fru 群に⽐べて Feb 群で有
意に低値であった。LDL / HDL コレステロール⽐に
おいては，Feb群はCont群と同程度ではあったが，
Fru群と⽐較すると有意に⾼値となった。⾎中のTG
は，Fru群に⽐べて Feb群で抑制された。 
3) ⾎管内⽪機能検査 
  ⾎管内⽪機能は，Fru群と⽐較して Feb群では
有意な弛緩反応がみられ，Cont群と同程度にまで弛
緩し，⾎管内⽪機能の改善が認められた (図 2C)。 
 
【考察】 
 Feb 群に投与したフェブキソスタットは，肝内の
XO 活性を抑制した。尿酸代謝経路において XO は，
ヒポキサンチンからキサンチン，キサンチンから尿

酸に変換する過程で関与している。そのため，XO 活
性を抑制することで，尿酸が産⽣されにくくなり，
その過程で発⽣する活性酸素種も減少する。本研究
でも，Feb 群において尿酸値が減少し，酸化ストレ
ス関連遺伝⼦発現は低値を，抗酸化ストレス関連遺
伝⼦発現は⾼値を⽰した。これは，フェブキソスタ
ットが XO を阻害したことにより，尿酸への代謝経
路の進⾏が抑えられ，同時に発⽣する活性酸素種も
減少したためであると考えられる。 
 肝臓においては，SHRSP5 は HFC ⾷を給餌する
ことで，NASH 病態を発症する。NASH を発症する
と，肝臓の⾁眼的所⾒において⽩⾊肥⼤化，肝表⾯
の凹凸が確認され，病理染⾊においては，脂肪変性，
⾵船様肝細胞，炎症性細胞浸潤，および線維化がみ
られる。本研究においては，HFC⾷に加えたフルク
トースの負荷により，脂肪変性，⾵船様肝細胞，炎
症性細胞浸潤の3項⽬から評価されるNAS scoreに
おいて，スコア 5点以上で NASH と判定され，特に
⽩⾊肥⼤化や肝表⾯の凹凸が著しくなり，脂肪滴の
沈着や線維化領域がより広範囲に広がっていた。こ
れは，フルクトースがフルクトース 1リン酸を⽣じ
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る際に ATP が ADP に変換され，AMP，イノシン 1
リン酸，イノシン，ヒポキサンチン，キサンチンへ
と代謝され，最終的に産⽣された尿酸や酸化ストレ
スにより，炎症やインスリン抵抗性を引き起こした
からと考えられる。近年の研究では，尿酸上昇がイ
ンスリンシグナル伝達に関与するインスリン受容体
基質 1 (insulin receptor substrate 1; IRS-1) を直接
的に阻害してインスリン抵抗性を誘導するとの報告
や，酸化ストレスが TNF-αによる IRS-1 の阻害に
関与しているとも考えられている。また，インスリ
ン抵抗性が惹起されることにより肝臓の病態が悪化
すると報告されており，NASH と糖代謝が深く関与
していることが⽰唆される。本研究においても，Fru
群では，OGTT，ITT，⾎糖値，インスリン値，HOMA-
IR の結果から軽度の耐糖能異常およびインスリン
抵抗性が認められた。 

フェブキソスタットは，XO 阻害効果により尿
酸と酸化ストレスを減少し，それ以降に続く炎症や
インスリン抵抗性の悪化を防ぐことで，肝臓の保護
効果を発揮すると考えられる。実際に Feb 群では，
炎症性サイトカインの遺伝⼦発現が抑制され，糖代
謝指標においてもインスリン抵抗性は認められなか
った。また，肝臓の病態所⾒においても，⼀部を除
き⽩⾊化は認められず，表⾯の凹凸や脂肪滴，線維
化も少なかった。NAS score においても，Feb群で
はスコアは 3-4 点の間で NASH と⾮ NASH の境界
型となった。Feb群の NAS score が改善したのは，
脂肪変性の差が顕著であったことや，有意差はつか
なかったものの炎症性細胞の浸潤がFeb群で抑制さ
れていたことなどが理由として挙げられる。くわえ
て，⾎中の⽣化学的な肝機能指標 (AST，ALT) も
Feb 群で減少傾向にあった。これらの結果から，フ
ェブキソスタットは肝臓での尿酸産⽣と活性酸素種
の発⽣を阻害し，インスリン抵抗性を抑制すること
により，肝臓での炎症を抑え，NASH 病態の悪化を
予防したと考えられる。 
 ⼀⽅で、⾎管内⽪機能障害は動脈硬化の初期に起
こる病態で，その後傷害された内⽪細胞の隙間から
コレステロールが⼊り込むことで，アテローム性プ
ラークが形成され，動脈硬化の進⾏，⼼⾎管疾患へ

の合併症につながっていく。⾎管内⽪細胞から放出
される⼀酸化窒素 (nitric oxide; NO) は中膜にある
平滑筋に作⽤して⾎管を拡張するだけではなく，マ
クロファージやコレステロールが⾎管内に侵⼊する
きっかけとなる細胞間接着因⼦ (ICAM-1，VCAM-1
など) の活性を抑制する⾎管内⽪保護効果を有する。
つまり，⾎管内⽪細胞が NO を⼗分に放出できるか
が動脈硬化を防ぐ上で重要となる。NO はさまざま
な経路に関与しているが，インスリンシグナルにも
重要な役割を担っている。インスリンが作⽤するた
めには，インスリンがインスリン受容体に結合し，
インスリン受容体基質である IRS-1 と相互作⽤をと
る過程でチロシンリン酸化を受けることが必要とな
る。その後，PI-3 キナーゼと Akt が活性化すると，
細胞内へのグルコース輸送や NO の活性化などの複
数の代謝が引き起こる。しかし，インスリン抵抗性
を背景に持つ糖尿病や⾼尿酸⾎症においては，IRS-
1 が障害されることでその後の経路が活性化されな
いため，⾎管内⽪細胞の NO合成が低下し，動脈硬
化につながると考えられる。本研究で実施した⾎管
内⽪機能評価では，Feb群では Fru群と⽐較して⾎
管内⽪依存性のアセチルコリン応答が良くなり，
NO による⾎管拡張能の改善が認められた。また，
動脈硬化に直接関係する⾎中の LDL-コレステロー
ル値，総コレステロール値，TG 値も Feb 群で減少
した。フェブキソスタットによる⾎中の脂質を調節
するメカニズムは未だ明らかとされていないが，フ
ェブキソスタットを投与した他の先⾏研究において
も，本研究と同様に脂質やコレステロール産⽣の低
下が報告されていることから，フェブキソスタット
は抗酸化作⽤や抗炎症作⽤を介して肝臓での脂質代
謝を調節している可能性がある。実際に，腸間膜動
脈の Oil red O染⾊像においては，Fru群では腸間膜
動脈の脂質沈着が顕著であったが，Feb 群では脂質
沈着が減少した。これはフェブキソスタットの投与
による脂質・コレステロール合成の低減と⾎管内⽪
機能の改善の相乗効果が動脈硬化に奏功したと考え
られる。 
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温熱抵抗性に関与する SAFB顆粒を標的にした新規温熱増感剤の開発 
 

岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合科学学域 

渡邉 和則 
 
（概要）                                              

 がん治療法であるハイパーサーミアは、疾患部位を 43 度程度に加温することでがん細胞を死滅させ、治療を

行う方法である。また、ハイパーサーミアは放射線療法化学療法と併用することで治療効果が上昇する。しか

しながら、細胞が持つ温熱抵抗機構により治療効果が低減してしまう。 

温熱抵抗機構の１つとして核内ストレス顆粒 (nuclear stress bodies; nSBs) の形成がある。これまでに TRPV1

アンタゴニストである SB366791 を用いて nSBs 構成タンパク質であるHSF1, SAFB 顆粒の形成を抑制すると温

熱による細胞死を増強することができる、つまり SB366791 は温熱増感効果を示すことを明らかにしている。し

かしながら、SB366791 による温熱増感効果は低い。そこで本研究では、高い SAFB 顆粒形成抑制能を持つこと

で高い温熱増感効果を示す新規温熱増感剤の開発を試みた。 

 まず化合物ライブラリーにある 2000 化合物の中から、温熱による細胞増殖抑制を増強する化合物の同定を試

みた。その結果、温熱処理時にのみ化合物を存在させることで SAFB 顆粒の形成を抑制し、温熱増感効果を示

した化合物として 4 化合物を同定した。また、温熱処理及びその後の培養に化合物を存在させることで SAFB

顆粒の形成を抑制し、温熱増感効果を示した化合物を１つ同定した。これら 5 つの化合物は SAFB 顆粒形成抑

制を介した新規温熱増感剤であることが示唆された。  

 

 

【はじめに】                    

 がん治療法の１つとして温熱療法（ハイパーサー

ミア）がある。がん細胞は 42.5 度以上になると死滅

する。この特徴を利用して、ハイパーサーミアでは

疾患部位を 43 度程度に加温することでがん細胞を

死滅させ、がん治療を行う(1)。また、ハイパーサーミ

アは放射線療法や化学療法よりも重篤な副作用が小

さい特徴がある。 

小さい副作用以外のハイパーサーミアの特徴とし

て、ハイパーサーミアと放射線療法を併用すること

で治療効果が上昇することが報告されている。また、

化学療法との併用療法も治療効果を上昇させること

ができる。例えば、シスプラチンや 5-FU などの抗

がん剤の効果を増幅させることができる。 

 このようにハイパーサーミアはがん治療法として

は有用であるが、一方で多くの問題も抱えている (2, 

3)。例えば、深部を加温するには大型の機器が必要で

あること、加温するために長時間の治療時間が必要

であることが挙げられる。また、細胞が持つ温熱抵

抗機構のため治療効果が低減してしまうことも挙げ

られる。 

 細胞が持つ温熱抵抗機構には RNA 分解や翻訳抑

制、ストレス顆粒の形成などが挙げられる (4)。スト

レス顆粒には細胞質で形成されるストレス顆粒 

(Stress granules; SGs) と核内ストレス顆粒 (nuclear 

stress bodies; nSBs) がある。我々はこれらストレス顆

粒のうち、nSBs に着目している。nSBs は３種類の

RNA と 20 種類以上の RNA 結合タンパク質から構

成されている (5)。また、液-液相分離 (Liquid-Liquid 

Phase Separation; LLPS) が起こることで顆粒が形成

することも報告されている (6)。 

 我々は nSBs 形成機構と機能について解析を進め

ている。これまでに nSBs 構成タンパク質である

HSF1、SAFB をノックダウンすることで温熱による

細胞増殖抑制（温熱感受性）が増強されることを明

らかにしている。また、温度センサーであるTRPV1

のアンタゴニストである SB366791 を用いることで

SAFB 顆粒の形成が抑制され、温度感受性が増強さ
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れること（図１）、脂肪族アルコールである 2,5-ヘキ

サンジオールを用いることでHSF1、SAFB 顆粒の形

成を抑制することでも温度感受性が上昇することを

明らかにしている (6)。つまり、HSF1、SAFB 顆粒の

形成を抑制することで温熱感受性が増強されること

が示唆された。このことから、HSF1、SAFB 顆粒の

形成を抑制することで、ハイパーサーミアをより低

温でかつ、より効果的に行うことができると考えら

れる。しかしながら、2,5-ヘキサンジオールは通常培

養温度での細胞毒性が高く、クロマチンへの影響が

報告されているため、医薬品として採用することは

困難である。また、SB366791 による温熱感受性増強

効果は低い。そこで本研究では、高い SAFB 顆粒形

成抑制能を持つことで温熱抵抗機構を抑制し、温熱

感受性を大きく増強させる新規温熱増感剤の開発を

試みる。 

 

【結果と考察】 

1. 化合物ライブラリーを用いた新規温熱増感剤の

同定（温熱時にのみ化合物が存在する） 

 本研究では SAFB 顆粒の形成を抑制することで温

熱感受性を増強する新規化合物を探索するために大

阪大学装薬サイエンス研究支援拠点が保有している

化合物ライブラリー（2000 化合物のライブラリー）

を用いることにした。しかしながら、SAFB 顆粒の

観察には免疫染色を用いているため、結果を得るま

でに非常に時間がかかる。そのため、2000 化合物に

対する免疫染色を用いたスクリーニングは現実的で

はない。これまでに TRPV1 アンタゴニスト

SB366791 を用いて SAFB 顆粒の形成を抑制するこ

とで温熱による細胞増殖抑制が増強されることが明

図１ SB366791による温熱感受性の増強 (6) 
(A) SB366791存在下でのHSF1、SAFB顆粒形成数。DMSOは溶媒。 
(B) SB366791存在下での温度依存的な細胞増殖。温熱処理時間は 1時間。 

図 2 温熱時のみ化合物を処理することで温熱

感受性を増強した化合物 
(A) 実験条件 (B) 化合物存在下で温熱処理

後、化合物なしで 24 時間細胞培養後の細胞増

殖の割合 
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らかになっている（図 1）(6)。細胞増殖の分析結果は

吸光度測定により得られること、96 well プレートで

解析が可能なことからスクリーニング解析が容易で

ある。そこで、SAFB 顆粒の形成を抑制することで

温熱感受性を増強する新規化合物を同定するための

一次スクリーニングとして、温熱による細胞増殖抑

制を増強する化合物の同定を試みることにした。 

 SB366791 による温熱感受性に関する研究では温

熱時にのみ SB366791 を存在させ、温熱処理後は

SB366891 を取り除いていた。そこでまず、温熱処理

時にのみ化合物を処理することで温熱による細胞増

殖抑制を増強する化合物の同定を試みた（図 2A）。

その結果、4 化合物が温熱感受性を増強することを

明らかにした（図 2B）。また、５化合物のうち、化

合物 D、化合物 E は SB366791 よりも温熱感受性を

増強することも明らかになった。しかしながら、ハ

イパーサーミアと化学療法を併用したがん治療にお

いて用いられている 5-FU よりも高い効果を示す化

合物はなかった。 

 

2. 化合物ライブラリーを用いた新規温熱増感剤の

同定（温熱時およびその後の培養にも化合物が存在

する） 

 実際に治療で化合物を用いる場合には温熱時にの

み化合物を存在させることはできない。そこで、温

熱処理後も化合物を存在させることで温熱による細

胞増殖抑制を増強する化合物があるのか検証した

（図 3A）。まず、温熱時にのみ存在させていた場合

図 3 温熱処理後も化合物に曝すことで温熱感受性を増強した化合物 
(A) 実験条件 (B) 化合物存在下で温熱処理し、24 時間細胞培養後の細胞増殖の割合 
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SB366791 および 5-FU はそれぞれ 0.57, 0.43 であっ

たが（図 2B）、温熱処理後も化合物が存在していた

時はそれぞれ 0.48、0.39 であった（図 3B）。このこ

とから、SB366791 および 5-FU は温熱処理後も培地

中に含めておくことで細胞増殖抑制を増強できるこ

とが示された。 

次に化合物ライブラリーに対して解析を行った。

その結果、29化合物が温熱感受性を増強した（図3B）。

また、SB366791 よりも温熱感受性を増強した化合物

として 9 化合物、5-FU よりも温熱感受性を増強した

化合物として４化合物を同定した。 

 

3. 温熱増感効果を示した化合物存在下での SAFB

顆粒形成抑制 

 1 より温熱感受性を増強した化合物として 4 化合

物を同定した。そこでこれらの化合物が SAFB 顆粒

の形成を抑制するのか検討した。SB366791 による

SAFB 顆粒の形成抑制の知見は、SB366791 存在下で

温熱１時間処理後のデータである。そこで同様に、

化合物存在下（化合物A, B, C, D）で温熱１時間処理

することで SAFB 顆粒の形成が抑制されるのか検討

した（図 2B）。その結果、化合物A, B, C, D 全てに

おいて SAFB 顆粒の形成数は SB366791 と同程度ま

で抑制されていた（図 4）。 

 次に２より温熱感受性を増強した化合物として

29 化合物を同定した。しかし、29 化合物に対する

SAFB 顆粒の形成抑制への影響を調べるのは時間が

かかる。そこでまず SB366791 よりも温熱による細

胞増殖抑制を増強した化合物 I, J, K, N, O, R が SAFB

顆粒形成に影響を与えるのか検証した（図 3B, 4）。

その結果、化合物 I は SB366791 と同程度の SAFB

顆粒形成への抑制を観察することができた。しかし

ながら、化合物 J, K, N に関しては SAFB 顆粒形成に

影響がなかった。さらに、化合物 O, R に関しては

SAFB 顆粒の形成が増強されていた。 

  

【まとめ】 

化合物ライブラリーにある 2000 化合物から温熱

感受性を増強させ、SAFB 顆粒の形成を抑制した化

合物として、化合物A, B, C, D, I を同定することが

できた。これら５つの化合物は SAFB 顆粒の形成を

抑制することで温熱感受性を増強したと考えられる。

つまり、これら５つの化合物は SAFB 顆粒の形成抑

制を介した新規温熱増感剤であることが示唆された。

一方で、化合物 J, K, N, O, R は SAFB 顆粒の形成抑

制ではなく、異なった経路で温熱増感効果を示した

と考えられる。 

 本研究ではHeLa細胞を用いて解析を行ってきた。

今後は化合物A, B, C, D, I が他のがん細胞でも同様

の効果を示すのか検討する予定である。また、これ

ら５つの化合物がどのタンパク質の阻害剤として働

くことで SAFB 顆粒の形成を抑制しているのか検討

していく必要がある。 

 化合物 J, K, N, O, R に関しては予想外の結果であ

った。そのため、これらの化合物がどのような機構

で温熱による細胞増殖抑制を増強しているのか、検

証していく必要がある。 
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免疫機能を内包する人工リンパ節の構築 

 
岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合科学学域 

曲 正樹 

 
 リンパ球の一種である B 細胞は，二次リンパ組織において病原体を認識すると組織に常在するストローマ細胞の時

空間的な制御のもと抗原特異的な抗体産生細胞や記憶細胞へと分化する．しかし，二次リンパ組織での B 細胞分化

におけるストローマ細胞による詳細な制御機構は明らかになっていない．そこで本研究では，B 細胞の活性化および

分化を支持できるマウスストローマ細胞株 （FL-Y） を利用し，生体内に免疫能力を備えた人工リンパ節を構築でき

る手法を開発する．今回，効果的な免疫応答を誘発できるリンパ節構造を構築するため，活性化状態を維持できる

FL-Y 細胞の樹立を試みた．まず，FL-Y 細胞の活性化方法を探索するため，FL-Y 細胞を抗 Lymphotoxin b 

receptor (LTbR) 抗体で刺激した．その結果，FL-Y 細胞の増殖促進とともに Slamf8 や Enpp2 mRNA の発

現上昇を含む遺伝子発現の変化が見られた．次に，遺伝子導入により FL-Y 細胞に LTbR を高発現させると，抗

LTbR 抗体刺激と同様の遺伝子発現変化の傾向を示すとともに，高い B 細胞活性化能を保持した．これらの結果は，

LTbR 高発現 FL-Y 細胞が人工リンパ節構造の形成に有用である可能性を示す．                                                    

 
研究背景 

 リンパ節や脾臓は，体内に新入した病原体に対する

免疫応答を活性化するために重要な二次リンパ組織

である．リンパ節は，抗体産生細胞である B 細胞とそ

れらを活性化する T 細胞を含むリンパ球や樹状細胞，

マクロファージなどが，組織に常在するストローマ細胞

（支持細胞）の時空間的な制御のもと規則性を保って

集合することにより形成されている．通常，全身を循環

しているリンパ球は，抗原が侵入すると感染部位近傍

のリンパ節に留まりストローマ細胞の一種である濾胞

樹状細胞（FDC）の制御のもとヘルパーT 細胞などか

らの刺激を受け活性化し，病原体への免疫応答を開

始する 1)．また B 細胞は抗体産生細胞へと分化する過

程で，FDC の制御のもと自身の発現する抗原特異的

抗体の抗原への結合親和性や免疫能力を向上させる

ことにより，免疫能力をより効果的なものとする 2)． 

 ストローマ細胞は，リンパ節の組織化された構造の

形成を担う細胞群であり，互いに結合することで密な

ネットワークを形成している．このストローマ細胞のネ

ットワークが，定常状態および感染時のリンパ節の四

次元的な動的変化に重要である．これまでにリンパ組

織の形成や効率的な免疫応答の開始にはサイトカイン

の一種であるリンホトキシン（LT）が重要な役割を担う

とされている．LT は組織常在性ストローマ細胞を刺激

し，リンパ球遊走因子であるCXCL13や B 細胞活性

化因子である BAFF などの発現を増強させることで，

リンパ球を誘引するとともにそれらを活性化する．実

際，LT やその受容体である LTbR を欠損したマウス

では，ストローマ細胞や二次リンパ組織の消失ととも

に抗体産生を含む免疫応答が低下している 3,4)．しか

し，LT により刺激されたストローマ細胞によるリンパ

組織の構築や動的変化，さらにはリンパ球の活性化か

ら抗体産生にいたる詳細な制御機構は不明である． 

 これまでに，リンパ節において B 細胞が活性化され

抗体産生細胞へと分化する一連の機構を解明するた

め，LT 刺激に依存して活性化するなどの組織常在性

ストローマ細胞の性質を持つ FDC 株（FL-Y）を樹立

した5)．FL-Y細胞は，リンパ球の遊走活性や活性化能

力を有している．また，FL-Y 細胞は容易に遺伝子改

変できるため，細胞培養系を用いて生体内の免疫応

答の再現可能とする有用なツールとなっている 6-9)．こ

れまでに様々な細胞培養系を駆使して，ストローマ細

胞による B 細胞の活性化機構を解明してきたが，今後

は生理的条件下での時空間的な細胞間相互作用を解

明する必要がある．そこで本研究では，これまでの細

胞培養系から得られている成果を発展させるため，

FL-Y 細胞を利用して生体内に免疫能力を備えた人

工リンパ節を構築できる手法を開発する． 
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 これまでに，B 細胞活性化因子（BAFF）と遊走因子

（CXCL13）を高発現させた FL-Y 細胞をマウスの腎

皮膜下に移植することにより，異所性のリンパ節様構

造の形成を確認している．しかし，その形成効率が低

い問題がある．そのため，より効率的に人工リンパ節

を構築するため，FL-Y 細胞の機能向上が必要である． 

 

材料と方法 

1. 細胞 

 免疫したマウスリンパ節より樹立した FDC 株，FL-

Y を使用した 5)．FL-Y 細胞は，10%牛胎児血清およ

び 50 µM 2-メルカプトエタノールを含む RPMI-

1640/DMEM 培地中で培養した．また，FL-Y 細胞

の培養時には終濃度5 ng/mL の TNF-aを添加した．

FL-Y細胞の刺激培養では，24穴プレートに播種して

おいたFL-Y細胞に抗LTbR抗体（2.5 µg/mL）を添

加し，４日間培養した． 

 

3. FL-Y 細胞への遺伝子導入 

 24 穴プレートに播種しておいた FL-Y 細胞に，ネオ

マイシン耐性遺伝子を含む LTbR 発現ベクターをレト

ロウイルス遺伝子導入法を用いて導入した．遺伝子導

入翌日にネオマイシンを含む選択培地に交換し，ネオ

マイシン耐性細胞を選別した．その後，限界希釈法を

用いてクローン化し，各クローンの LTbR 発現量をフ

ローサイトメーターを用いて解析した． 

 

4. フローサイトメトリー解析 

 培養した FL-Y 細胞をトリプシン処理により回収し，

rat IgG 抗体で 30 分間処理することによりブロッキ

ングを行なった．洗浄操作を行なった後に PE 標識し

た抗 LTbR 抗体で 30分間染色した．染色した細胞は

FACSCalibur を用いて解析した．  

 

5. リンパ球と FL-Y 細胞の共培養 

 ４日前に足裏に TNP-KLHを免疫したマウスから膝

下リンパ節を摘出し細胞懸濁液を調整した．前日に播

種しておいたFL-Y細胞 （2×103 cells/mL） 上で，

調整したリンパ節細胞 （4×105 cells/mL） を培養

した．その際，TNP-KLH （10 µg/mL） の刺激を加

えた．培養6日目にフローサイトメーターを用いて活性

化 B 細胞数を評価した． 

 

6. qRT-PCR 

 培養したFL-Y細胞をトリプシン処理したのちに回収

し，TRI reagent を用いて mRNA を抽出した． 抽

出した mRNA をテンプレートとし ReverTra Ace を

用いて cDNA を合成した．Thunderbird SYBR 

qPCR Mix と Slamf8, Enpp2 および Actb に特

異的なプライマーを用いて qRT-PCR を行なった． 

 
結果と考察 

1. FL-Y 細胞の活性化に伴う遺伝子発現変化 

 FDCは細胞表面に発現する LTbR 刺激に伴い活性

化することが知られている．先行研究において，FDC

の活性化状態について評価するため，FL-Y 細胞を抗

LTbR 抗体で刺激し mRNA の発現変化をマイクロア

レイにより解析した．その結果， Slamf8 や Enpp2 

を含む mRNA の発現上昇が認められた（図１Ａ）5)． 

図１ FL-Y 細胞における LTbR 刺激に伴う遺伝子発現変化 

(A) 抗LTbR抗体刺激したFL-Y細胞よりmRNAを抽出し，

マイクアレイにより網羅的に遺伝子発現を解析した．横軸：未刺

激時の発現量，縦軸：抗 LTbR 抗体刺激後の発現量， (B) 未

刺激 （–） もしくは抗 LTbR 抗体刺激 （LTbR） した FL-Y 細

胞での Slamf8 と Enpp2 mRNA 発現量を qRT-PCR に

より個別に解析した．内部標準として Actb 遺伝子を用いた． 
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これらの遺伝子発現変化を評価するため，抗LTbR抗

体刺激した FL-Y 細胞から抽出した mRNA を用い

て，qRT-PCR により発現上昇率を検討した．その結

果， FL-Y 細胞における Slamf8 mRNA 発現は，未

刺激と比較し抗 LTbR 抗体刺激により約17倍上昇し

ていた（図１Ｂ）．これらの結果は，SLAMF8 が B 細胞

の活性化制御に関与する可能性を示すとともに，

SLAMF8 発現が FDCの活性化マーカーとなる可能

性を示唆している． 

  

2. LTbR 高発現 FL-Y 細胞の樹立と評価 

 効率的に人工リンパ節を構築するためにはストロー

マ細胞の恒常的な活性化が必要であり，そのために

LTbR を恒常的に刺激することが有用であると考えた．

そこで，FL-Y 細胞に LTbR を高発現させる手法につ

いて検討した． FL-Y細胞にLTbR発現ベクターを導

入したのち，フローサイトメーターを用いて LTbR 発現

量を評価することによりLTbR高発現FL-Y細胞を選

別した．その結果，LTbRの発現が約２倍増加したFL-

Y 細胞（FL-YLT）を樹立した（図２）． 

図２ LTbR 高発現FL-Y 細胞の樹立 

FL-Y 細胞に LTbR 発現ベクターを導入したのち，LTbR 発現

量をフローサイトメーターにより解析した．青：未導入細胞，

赤：導入細胞，数値は平均蛍光強度を示す． 

 

 まず，FL-YLT 細胞の活性化状態を評価するため，

細胞増殖速度を比較した．その結果， LTbRの高発現

により増殖速度が亢進していた（図３Ａ）．次に，FDC

において活性化に伴い発現増加すると考えられる

Slamf8 mRNA 発現量を qRT-PCR により評価し

た．その結果，抗 LTbR 抗体で刺激したときと同様に

Slam8 mRNA の発現上昇が見られた（図３Ｂ）．これ

らの結果より，LTbR の高発現により FL-Y 細胞が活

性化状態となると考えられる． 

図３ LTbR 高発現FL-Y 細胞の性質 

(A) FL-Y 細胞 （○） および LTbR 高発現 FL-Y 細胞 （●） 

の増殖曲線，（B） FL-Y 細胞 （FL-Y） および LTbR 高発現

FL-Y 細胞 （FL-YLT） から mRNA を抽出し，Slamf8 

mRNA 発現量を qRT-PCR により解析した．なお，内部標準

として Actb 遺伝子を用いた．（*p<0.05） 

 

 FL-YLT 細胞の B 細胞活性化能力を評価するため， 

TNP-KLH 免疫したマウスより調整したリンパ節細胞

を FL-YLT 細胞上で培養し，活性化 B 細胞数を評価

した．その結果，FL-Y細胞にLTbRを高発現させるこ

とにより，活性化 B 細胞の有意な増加が見られた（図

４）．これは，LTbR の高発現により FL-Y 細胞自身が

活性化し，B 細胞活性化および生存促進因子の産生

が増強された結果であると考えられる．これらの結果

より，FL-Y細胞におけるLTbRの高発現は，FL-Y細

胞自身を活性するのみならず，B細胞の活性化を含む

機能向上に有用であると考えられる． 

図4 LTbR 高発現FL-Y 細胞の B 細胞活性化能力 

FL-Y 細胞 （FL-Y） および LTbR 高発現 FL-Y 細胞 （FL-

YLT） 上で，免疫したマウスより調整したリンパ節細胞を

TNP-KLH 存在下で培養し，活性化 B 細胞数を生細胞数の計

数とフローサイトメーターを用いて算出した． 
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まとめ 

 本研究において，マウスリンパ節より樹立した濾胞樹

状細胞株（FL-Y）の活性化状態を維持できる FL-

YLT 細胞を樹立した．FL-YLT 細胞は，刺激非依存

的に活性化していることから，FDCの機能解明のみな

らず，効率的な人工リンパ節構築のために有用である

と考えられる． 

 これまでに，機能改変した胸腺由来のストローマ細

胞を利用した人工リンパ節構築の報告がある 10)．この

人工リンパ節は，抗体産生能力を含む免疫機能も有し

ている．本研究で樹立した FL-YLT 細胞は B 細胞活

性化能力が高いことから，FL-YLT 細胞により形成さ

れる人工リンパ節の抗体産生能力も高いと予想される．

しかし，FL-YLT 細胞の人工リンパ節形成能力および

生体内における抗体産生機構の制御については検討

できていない．今後は，生体内でのFL-YLT細胞の役

割についての評価が重要な検討課題である． 
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がん特異的糖代謝バランスを標的とした新規がん治療法の開発 

 
 

岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科 

岡田 宣宏 

（概要）    

がん細胞は正常細胞とは異なる代謝系にリプログラムすることにより、高い増殖能を獲得している。ATP 産生

効率の悪い解糖系に依存するワールブルグ効果も、がん細胞における代謝リプログラミングの一つである。好

気的条件下において、正常細胞はミトコンドリアにおける酸化的リン酸化によりATP を産生するのに対し、が

ん細胞はミトコンドリア活性を抑え、グルコースを活発に取り込むことで、解糖系を亢進し ATP を産生する。

さらに、これまではがん細胞における解糖系の役割が注目されてきたが、解糖系の逆反応でピルビン酸からグ

ルコースを生成する糖新生ががん細胞において抑制されていることも明らかになってきた。これらのがん細胞

における代謝的特性に基づき、糖新生の促進により、がん細胞内でのグルコース代謝のバランスを崩壊させる

ことで代謝ストレスを生み出すことができれば、効果的ながん治療の開発に繋がると考えている。 

本研究では、先行研究によって糖新生との関係が示唆されている転写因子 NFYA（Nuclear Transcription 
Factor Y subunit Alpha) に着目して研究を行った。NFYA には、上皮性・間葉性細胞間で発現をスイッチさせ

ている 2 種のスプライシングバリアント(長鎖型 : NFYAv1, 短鎖型 : NFYAv2)が存在し、それぞれ異なる機能

を担うことが示唆されている。しかし、糖新生におけるスプライシングバリアント間の機能の違いは未だ明ら

かになっていない。以上のことから、本研究では、NFYA スプライシングバリアントの糖新生における機能を

明らかにし、それによる腫瘍への影響を評価することで、効果的ながん治療開発の基盤構築を目指す。 
 

[背景] 
肝臓がんは、罹患者数・死亡者数共に高く、さらに

5 年生存率も低い極めて治療が困難である悪性腫瘍

である。肝臓がんの 85〜90%を占める肝細胞がん

（HCC: Hepatocellular carcinoma）は、これまでC

型肝炎などのウイルス性肝疾患が主な原因であった。

しかし、近年、ウイルス感染を伴わない肝細胞がん

が増加しており、その原因が、メタボリックシンド

ロームによる非アルコール性脂肪性肝障害であると

考えられている。そのため、今後も肝臓がんの罹患

者は増加していくことが予想できるが、明確な治療

方法は確立されておらず、有効な治療方法の開発が

急がれている。 
がん細胞は生存・増殖・転移を行うために、正常細

胞とは異なる代謝系にリプログラムしている。代表

的なものとしてグルコース代謝が挙げられる。正常

細胞は酸素が十分に存在している条件下では、ミト

コンドリアにおける酸化的リン酸化により ATPを産

生する。しかし、がん細胞は酸素が十分に存在する

条件下においても、ミトコンドリア活性を抑え、グ

ルコースを活発に取り込むことで、解糖系を亢進し、

ATP を産生する。解糖系によるエネルギー産生は、

酸化的リン酸化によるエネルギー産生と比べ、はる

かに効率が低い。この特性は、『ワールブルグ効果』

として知られている。正常細胞よりも増殖能が高く、

大量のエネルギーを必要とするがん細胞が、エネル

ギー産生効率の低い解糖系に依存する理由は、未だ

明らかになっていない。さらに、これまではがん細

胞における解糖系の役割が注目されてきたが、解糖

系の逆反応でピルビン酸からグルコースを生成する

糖新生ががん細胞において抑制されていることも明

らかになっている。これらのがん細胞における代謝

的特性に基づき、糖新生の促進により、がん細胞内

でのグルコース代謝のバランスを崩壊させることで

代謝ストレスを生み出すことができれば、効果的な

がん治療の開発に繋がると考えている。 

本研究では、先行研究によって糖新生との関与が示

唆されている転写因子 NFYA に着目して研究を行っ
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た。NFYAには２つのスプライシングバリアント (長

鎖型 : NFYAv1, 短鎖型 : NFYAv2) が存在し、それ

ぞれ異なる機能を担っていると考えられている。し

かし、糖新生制御における NFYA スプライシングバ

リアントの機能は明らかになっていない。したがっ

て、本研究では NFYA 各スプライシングバリアント

の糖新生における機能および腫瘍への影響を評価す

ることで、効果的ながん治療開発の基盤構築を目指

す。 

 

[結果] 

糖新生誘導による NFYAの発現 

これまでの研究から、NFYAが糖新生制御に関与して

いることが示唆されている。しかし、糖新生制御に

おいて、NFYAの 2種のスプライシングバリアント間

で機能の違いがあるかは明らかになっていない。そ

のため、我々はまず、マウスを飢餓状態にすること

で糖新生を誘導し、その際の肝臓における NFYA 各

バリアントの発現を評価した。飢餓状態にしたマウ

スの肝臓組織では糖新生制御因子である G6PC およ

び PCK1 の遺伝子発現の上昇を確認した。このこと

は、飢餓状態により糖新生が誘導されていることを

示している。その条件下で、NFYA各バリアントの発

現を調べた結果、NFYAの両バリアントとも同様に発

現を上昇させることを明らかにした。これらの結果

は、NFYAが糖新生制御因子 G6PC、PCK1と同じ挙動

を示すことから、NFYAが糖新生制御に関与している

ことを示している。しかし、NFYAの各バリアント間

で、発現パターンに違いが確認できなかったため、

この実験では機能の違いを明らかにできなかった。 

 
肝臓がん細胞での糖新生誘導による細胞死 

肝臓がんにおいて、糖新生制御因子PCK1およびG6PC

の発現は低下しており、これらの発現と肝臓がん患

者の予後には強い相関があることが明らかになって

いる。さらに、肝臓がん細胞において、PCK1の過剰

発現が、糖新生を誘導するグルコース枯渇下で、細

胞死を優位に上昇させることも明らかになっている。

そのため、我々は、肝臓がん細胞において、NFYA各

バリアントの発現パターンを操作することで、糖新

生制御因子の発現が変化し、グルコース枯渇下での

細胞死に影響が現れるのではないかと仮説を立てた。

そこで、CRISPR/Cas9システムを用い、NFYA欠損細

胞および NFYAv1 欠損細胞を作製し、細胞死に対す

る影響を調べた。その結果、グルコース枯渇下にお

いて、NFYAv1欠損細胞（NFYAv2高発現細胞）で細胞

死が顕著に増加することを確認した。さらに、活性

酸素種 ROS の阻害剤である NAC（N-Acetyl-L-

Cysteine）、およびTCA回路の中間体であるαケト

グルタル酸 (α-KG)により、細胞死が抑制されるこ

とも確認した。これらの結果は、グルコース枯渇下

において、NFYAv2が活性酸素種 ROSの産生を介して

細胞死を促進することを示している。 

 

 

図1：グルコース枯渇下における細胞死への影響 

生存細胞をCalcein-AM（緑）、死細胞を PI（赤）で

染色。全細胞数における死細胞数の割合をグラフで

示す。 

 

グルコース枯渇下における細胞死誘導メカニズム 

グルコース枯渇下において、細胞は糖新生を誘導す

ることにより、グルコースを産生しようとする。そ

れにより、細胞はエネルギー枯渇に陥り、細胞死が

誘導されると考えられる。そのため、細胞死を優位

に促進させた NFYAv2 は、糖新生を誘導していると

考えられ、糖新生誘導のメカニズムとして、以下の

2つの仮説が考えられる。①NFYAv2がグルタミン酸

代謝を亢進させることで、糖新生の原料を供給する。

②NFYAv2が糖新生制御因子PCK1やG6PCの発現を亢

進させる。 

まず我々は、NFYAv2によるグルタミン酸代謝への影

響をグルタミン酸代謝制御因子の発現およびグルタ
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ミン酸代謝中間産物の量を計測することで解析した。

その結果、遺伝子発現およびグルタミン酸代謝中間

産物量ともに優位な差は確認できなかった。 

次に我々は、糖新生制御因子 PCK1およびG6PCの遺

伝子発現を調べた。その結果、NFYAv1 欠損細胞

（NFYAv2高発現細胞)において、G6PCの発現は変化

がなかったが、PCK1の発現が優位に上昇しているこ

とを明らかにした。また、同時に NFYAv1 欠損細胞

（NFYAv2高発現細胞)では、細胞内 ATP 量が減少し

ており、エネルギー枯渇が生じていることを明らか

にした。 

 

 

図2：糖新生制御因子 PCK1発現およびATP量 

NFYAv1 欠損細胞において糖新生制御因子 PCK1の発

現が上昇している。同時に、細胞内 ATP量が減少し

ている。 

 

[考察] 

本研究は、がん細胞における代謝的特徴に基づき、 

糖新生の促進により、がん細胞内でのグルコースバ

ランスを崩壊させる、新規がん治療の開発基盤を 

築く研究である。本研究の結果、グルコース枯渇下

において、NFYAv2が細胞死を誘導することを明らか

にした。これは、グルコースを枯渇させ、好気的解

糖系依存から糖新生経路にシフトさせることで、細

胞がエネルギー枯渇に陥り、ROS 産生が誘導される

ことによると考えられる。さらに、そのメカニズム

として、NFYAv2が糖新生制御因子 PCK1の発現亢進

を介し、糖新生を促進させていることを明らかにし

た。今後、NFYAによる包括的な代謝経路への影響お

よびマウスを用いた生体内での NFYA による抗腫瘍

効果を明らかにすることで、効果的な肝臓がん治療

の開発に繋げたいと考えている。 
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近⾚外吸収を⽰す含カルバゾールポルフィリン多量体の開発 
 

岡⼭⼤学学術研究院⾃然科学学域 

前⽥ 千尋 
 
（概要）芳⾹環を縮環させた拡張ポルフィリンは通常のポルフィリンよりも広い共役系をもつことから近⾚外
での吸収が可能である。申請者はカルバゾールがポルフィリンの原料であるピロールの拡張化合物であること
に着⽬し、カルバゾール⾻格を組み込んだ新規拡張ポルフィリンを開発した。共役系の拡張により 34π芳⾹族
性及び 1000 nm を超える近⾚外吸収を⽰した。本研究では共役系を著しく拡張させることで従来と異なり近⾚
外領域で幅広く光吸収する有機⾊素として、鎖状及び環状の含カルバゾールポルフィリン多量体を開発するこ
とを⽬的としている。前年度は、直接結合⼆量体及び縮環⼆量体の合成を⾏い、それらの近⾚外特性について
明らかにした。本年度はブタジインやチオフェンを架橋スペーサーとして⽤いた環状多量体を構築し、それら
の近⾚外吸収特性を調査したところ、多量体内での強い電⼦的結合を確認した。 
 
 
１．研究⽬的 
 芳⾹環を縮環させた拡張ポルフィリンは通常のポ
ルフィリンよりも広い共役系をもつことから近⾚外
での吸収が可能である。特にアズレン、アントラセ
ンを縮環させたものは 1000 nm を超える吸収を⽰
すことが報告されている。近⾚外領域は⽣体透過性
が⾼く、また太陽光スペクトルの 4 割が近⾚外領域
にある。従って近⾚外吸収⾊素は光線⼒学療法や太
陽電池への応⽤が可能である。これまでに様々な拡
張ポルフィリンが合成されてきたが、1000 nm を超
える吸収を⽰すものは数例にとどまっている。 
 申請者はカルバゾールがポルフィリンの原料であ
るピロールのπ拡張体であることに着⽬し、カルバ
ゾール⾻格を組み込んだ新規拡張ポルフィリン 1 を
開発した。この化合物は 1000 nm を超える近⾚外吸
収を⽰した（図１a）。1‒5 
 本研究では含カルバゾールポルフィリン多量体を
合成し、その光物性を調査する。これまでに周辺部
置換基効果を探索して近⾚外吸収特性のチューニン
グが可能であることを⽰してきたが、多量化により
共役系を著しく拡張させることで従来と異なり近⾚
外領域で幅広く光吸収する有機⾊素を開発すること
を⽬的とした。前年度は直接結合⼆量体及び縮環⼆
量体の合成を⾏い、それらの近⾚外特性を評価した
ところ、縮環⼆量体は渡環架橋部位を介した共役系

の拡張により 66π共役系由来の近⾚外吸収を⽰し
た（図１b）。6 本年度は環状多量体の合成を試みた
ところ、ブタジイン及びチオフェンで架橋した環状
三量体と四量体の合成に成功し、それらの近⾚外吸
収特性について明らかにした(図１c)。 

 
図１ 含カルバゾールポルフィリンの構造 

 
２．結果と考察 
 まず多量化反応に⽤いる単量体の合成検討を⾏っ
た(スキーム 1)。3,6-bis(3,5-di-tert-butylphenyl)-
1,8-diethynylcarbazole (2) と 3,6-dibromo-1,8-
diethynylcarbazole (3)の Glaser カップリングによ
りカルバゾール⼆量体 4 を得た。ブタジインをチオ
フェンに変換して２つのブロモ基を持つ単量体 5 を
得た。Stilleカップリングによりブロモ基をTIPSエ
チニル基に変換し TBAFによる 6 の TIPSの脱保護
を⾏うことで単量体 7 を得た(スキーム 1a)。しかし
7 の総収率は 4 ステップ 0.5%と⼗分な量を得るこ
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と が で き な か っ た 。 そ こ で 2 と 3,6-
bis(triisopropylsilylethnyl)-1,8-diethynylcarbazole 
(8)の Glaserカップリングによりカルバゾール⼆量
体 9 を得た。ブタジインをチオフェンに変換して 6
とし TBAFによる TIPSの脱保護を⾏うことで 7 を
得た(スキーム 1b)。こちらのルートでは 3 ステップ
7%で 7 を得ることができ収率が⼤きく改善した。 
 次に 7 を⽤いて環状多量化を試みた。いくつか異
なる条件で Glaser カップリングを試みたものの⽬
的とする環状体は得られず、反応混合物の分析すら
満⾜に⾏うことができなかった。この原因が多量体
の難溶性によるものと考えられたため、分⼦の凝集
を抑制す る ための 置 換 基 と し て 3,5-di-tert-
butylphenylの代わりに嵩⾼い2,6-dioctyloxyphenyl
基を導⼊することとした。 
 スキーム 1b と同様の⽅法で嵩⾼い置換基を持つ
13 を合成したのち、13 をGlaserカップリング条件
に付して環状多量化を試みた(スキーム 2)。その結
果 Pd 触媒を⽤いた条件において反応混合物を分析
したところ環状体の⽣成を確認した。GPCによる分
取を⾏いブタジインで架橋した三量体 3Aʼと四量体

4Aʼを単離した。また 3Aʼと 4Aʼを硫化ナトリウムと
の反応によりチオフェンで架橋した三量体 3Bʼと四
量体 4Bʼに変換した。最後にこれらを⼆酸化鉛によ
り酸化 す る こ と で ⽬ 的 と す る 環 状 多 量 体
3A,4A,3B,4B を得た。 

 
スキーム１ 

 

スキーム２ 環状多量体の合成 
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 環状多量体の紫外可視近⾚外吸収スペクトルを図
２に⽰す。単量体 1 と⽐較すると多量化によりモル
吸光係数が⼤きく向上し、近⾚外吸収帯の⻑波⻑シ
フトとブロードニングが確認された。特に、チオフ
ェンで架橋した 3B と 4B で顕著であり吸収末端は
1400 nm を超えた。この結果は多量体内での強い電
⼦的相互作⽤を⽰唆している。特に環状多量化によ
り隣接する単量体同⼠が共平⾯となることで鎖状の
多量体と⽐較してより強い相互作⽤を⽰したと考え
ている。 

 
図２ 近⾚外吸収スペクトル 

 
図３(a)3B と 4B の最適化構造 (b)4B の分⼦軌道 

 DFT計算によって得られた最適化構造では 3B が
平⾯構造であったのに対して 4B はやや捻れた構造
であった。しかし共役が有効につながる範囲内の捻
れ⾓であり、4B のHOMOにおいて電⼦的係数の⾮
局在化が確認されたことからも多量体内での強い電

⼦的相互作⽤が強く⽰唆された(図３)。 
 

３．まとめ 
 本研究ではブタジインやチオフェンを架橋スペー
サーとして⽤いた含カルバゾールポルフィリン環状
多量体を合成し、それらの近⾚外特性を調査した。
いずれも単量体と⽐較し近⾚外吸収帯が⻑波⻑シフ
ト、ブロードニングし広い領域をカバーした。DFT
計算の結果 HOMO において電⼦的係数の⾮局在化
が確認されたことからも多量体内での強い電⼦的相
互作⽤が強く⽰唆された。環状化することで共平⾯
構造に固定化されたことが強い相互作⽤に寄与した
ものと考えられる。 
 
４．参考⽂献 
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2012, 10, 5182. 
(3) C. Maeda, M. Masuda, N. Yoshioka, Org. Lett. 
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(4) C. Maeda, M. Takata, A. Honsho T. Ema, Org. 
Lett. 2016, 18, 6070. 
(5) C. Maeda, T. Ema, J. Porphyrins 
Phthalocycanines 2020, 24, 247. 
(6) C. Maeda, T. Shirakawa, T. Ema, Chem. 
Commun. 2020, 56, 10162. 
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各種ベントナイト材料の膨潤特性に及ぼす温度の影響に関する熱力学的研究 

 

岡山大学学術研究院自然科学学域 

佐藤 治夫 

 

（概要）本研究では、ベントナイトの主成分であるモンモリロナイトの層間水の熱力学特性に着目し、ベントナイ

トの膨潤応力に及ぼす温度の影響を評価するための熱力学モデルを開発した。また、蒸気圧測定により、含水比に対

する Na 型モンモリロナイト中の水の熱力学データを取得し、膨潤応力に及ぼす温度の影響についてモデル解析を実

施した。その結果、膨潤応力に及ぼす温度の影響を評価するためのキーパラメータは、相対部分モルエンタルピー

(d𝐻H2O)であることが導出された。蒸気圧測定によりd𝐻H2Oを測定した結果、d𝐻H2Oは、概ね 43%以下の含水比の領

域で低下する傾向を示した。これは、概ね 1.25Mg/m3以上のモンモリロナイト部分密度の領域で、温度上昇に伴い膨

潤応力が低下することを示している。d𝐻H2Oデータと開発したモデルにより、25℃と 60℃について解析した結果、温

度上昇に伴う膨潤応力の低下の程度は、モンモリロナイト部分密度 1.26 ～2.02Mg/m3の範囲で 10～20%と小さいこと

が分かった。処分場における緩衝材の設計密度を考えると、現実的には温度の影響を考えなくても良い範囲と言える。                                              

 

 

1. はじめに 

 ベントナイトは天然の粘土材料であり、モンモリロ

ナイトと言う粘土鉱物を主成分としている。水と接触

すると親水性が高く、モンモリロナイトが吸水して何

倍もの体積に膨張する(膨潤)特殊な性質を持つ。これ

らの性質から、ベントナイトは透水性が極めて低く、

一般産業においては、土木・建設工事における防水材

やダムの止水用グラウト(水の流れを止める材料)、産

業廃棄物処分場の遮水材、化粧品(ファンデーションや

保湿クリームなど)、医薬品(軟骨の基材や入れ歯安定

剤など)、食品添加剤、ペット用トイレ砂、鉛筆の芯な

どとして非常に幅広く利用されている高機能材料であ

る。最近では、薄膜状の粘土が蓄電池の素材としても

研究されつつある。また、ベントナイトは、原子力発電

所などの原子力施設、病院などの医療施設、大学や民

間の研究所などの放射性物質や放射線を使用する施設

から発生する放射性廃棄物の地中処分における人工バ

リア材や埋め戻し材として利用されるほか、2011 年 3

月に発生した福島第一原子力発電所事故による汚染土

壌等の除染廃棄物の中間貯蔵施設や最終処分場におけ

る遮水材や放射性物質に対するバリア材(吸着材)など

としても研究されている。特に、高レベル放射性廃棄

物は 300m 以深の地層中に坑道を掘削し、人工バリア

を設置することで長期に亘る安全性を確保している。

この処分方法は、地層処分と呼ばれ、米国を始め、カナ

ダ、英国、フランス、フィンランド、スウェーデン、ス

イス、ドイツ、ベルギー、スペイン、イタリアなど、世

界各国で実施のための研究が進められている。高レベ

ル放射性廃棄物は、原子力発電所で発生した使用済燃

料を再処理工場でウラン(U)やプルトニウム(Pu)を分

離した後の残留廃液であり、多くの核分裂生成物を含

有する。我が国では、この廃液は溶融炉においてガラ

ス原料と共に混合溶融され、安定なガラス状の固化物

（ガラス固化体）とされた後、地上施設において 30～

50 年程度貯蔵され、その後、坑道を掘削して 300m 以

深の地層中に人工バリアを設置して埋設処分される。 

 人工バリアは、内側から、廃棄物(ガラス固化体)、オ

ーバーパック(金属容器)、緩衝材で構成され、その外

側は岩盤(地層)である。ガラス固化体から緩衝材まで

が人工バリア、その外側の岩盤（地層）が天然バリアと

呼ばれる。図 1 に高レベル放射性廃棄物の地層処分に

おける多重バリアシステムの概念[1]を示す。ガラス固

化体は、オーバーパックと呼ばれる厚い金属容器に封

入され、その外側は、天然の粘土(ベントナイト)に

30wt%の割合で珪砂が混合され、圧縮成型された緩衝

材が配置される。廃棄物を埋設後、周囲からは地下水

が侵入し、緩衝材と接触すると膨潤することで隙間が

シールされると共に、水の流れは抑制される。水は緩
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衝材中を拡散し、水分分布を形成しながらやがてはオ

ーバーパックと接触する。一方、ガラス固化体は、埋設

される時点で 100℃以下を想定しているが、含まれる

核分裂生成物からの崩壊熱により、周囲よりも温度が

高いことから、埋設後は外側に向かって熱の移動が発

生し、長期に亘り緩衝材中で温度分布が発生する。こ

のように、緩衝材外側からは、ガラス固化体の方向、即

ち中心部に向かって水分分布が形成され、内側からは、

外側に向かって温度分布が形成される。更に、ベント

ナイトの膨潤は水質の影響も受けることから、緩衝材

の再冠水過程では、熱(Thermo)—水(Hydro)—応力

(Mechanical)—化学(Chemical)が複合したプロセスが進

行する。 

 ベントナイトの膨潤応力(圧力)については、これま

で多くの研究が報告されているものの、温度の影響に

関する研究は限られている。例えば、日本原子力研究

開発機構が公表している緩衝材基本特性データベース

[2]に基づけば、Na 型ベントナイト(クニゲル V1®, クニ

ゲル OT-9607®)の膨潤応力は、温度の上昇に伴って低

下する傾向であることを示している。また、Villar ら[3]

は、FEBEX ベントナイトの膨潤応力も同様の傾向であ

ることを報告している。図 2 に各種ベントナイトのモ

ンモリロナイト部分密度に対する膨潤応力の温度依存

に関する Arrhenius plot を示す。膨潤応力の対数値が絶

対温度の逆数(1/T)に対して増加するか横ばい状態と

なっている。これは、活性化エネルギーがマイナスか、

ゼロ付近であることを示しており、温度の上昇に伴っ

て膨潤応力が低下する場合と変化しない場合があるこ

とを意味する。特に、低密度の条件(0.89Mg/m3)で横ば

い状態となっており、密度が低い場合、温度が上昇し

ても膨潤応力に変化が見られない可能性を示唆してい

る。一方、Pusch ら[4]は、MX80(Na 型ベントナイト)の

膨潤応力が温度上昇に対して増加した場合と低下した

場合があることを報告しており、最近では、温度上昇

に伴い膨潤応力が増加したことが報告される[5, 6]など、

温度の影響については必ずしも議論が十分とは言えな

い。ここで、モンモリロナイト部分密度とは、モンモリ

ロナイトのみに着目した時の密度のことであり、単位

体積について考えた場合、そこに存在するモンモリロ

ナイトの質量を、モンモリロナイトの固相体積と間隙

体積の和で除した値で定義される[7]。このパラメータ

は、モンモリロナイト含有率が異なるベントナイトに

対しても同一の指標で比較することができることから、

様々な物性値に対しても活用されている。 

本研究では、ベントナイトの膨潤特性の内、特に膨

潤応力に及ぼす温度の影響について、ベントナイトの

主成分であり、膨潤特性と密接に関係するモンモリロ

ナイトの層間水の熱力学特性に着目し、熱力学理論に

基づいてモデルを開発すると共に、熱力学データに基

づいて温度の影響について検討した。 

 

図 1 高レベル放射性廃棄物の地層処分における多重

バリアシステムの概念[1] 

ガラス固化体オーバーパック緩衝材岩盤

地下深部（300m以深）

人工バリア天然バリア

 

図 2 各種ベントナイトのモンモリロナイト部分密度

に対する膨潤応力(Ps)の温度依存に関する

Arrhenius plot 

 モンモリロナイト部分密度 0.89, 1.11, 1.32 

Mg/m3：クニゲル V1
[2] 

モンモリロナイト部分密度 1.32Mg/m3：クニゲル

OT-9607
[2] 

 モンモリロナイト部分密度 1.52Mg/m3：FEBEX
[3] 
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2. ベントナイトの膨潤応力に関する熱力学モデル 

2.1 ベントナイトの性質 

 ベントナイトの主成分であるモンモリロナイトは、

平面的な広がりを持ったシート状の結晶構造(図 3)を

しており、それらが積層した状態(積層体あるいは重層

体と言う)で存在する。モンモリロナイトの結晶シート

の厚さは 0.988nm(=9.88Å=9.88×10-10m)と水分子 3個分

程度と薄く、比表面積は約 800m2/g と通常の岩石や土

壌などと比較してもずば抜けて大きい。結晶シート表

面と結晶シート表面の間は層間と呼ばれ、そこには層

間外の陽イオンと交換可能な陽イオンが存在する。こ

の陽イオンを交換性陽イオンと言う。単位質量当たり

に交換できる陽イオン量を陽イオン交換容量(CEC：

Cation Exchange Capacity)と言うが、モンモリロナイト

の CEC は 100～150meq/100g(モンモリロナイト 100g

当たり 100～150 ミリ当量(1 価のイオンの場合、100～

150mmol に相当))と極めて大きい。ベントナイトの膨

潤は、このモンモリロナイト層間中の陽イオンの水和・

溶媒和エンタルピーを駆動力として、層間に水分子が

選択的に侵入し、モンモリロナイト表面や陽イオンが

水和することで発生する。比表面積が莫大であること

と親水性・保水性が高いことから、モンモリロナイト

は単位質量当たりに保持できる水の量は莫大であり、

遮水材や止水材として最適な性質を有していると考え

ることができる。一方、水和エンタルピーは陽イオン

の種類により異なることから、モンモリロナイトの親

水性や膨潤性は、層間中の陽イオンの種類の影響を強

く受けることも明らかである。 

2.2 標準状態における膨潤応力の熱力学モデル 

 図 4 に標準状態(25℃)において任意の濃度の溶液(

相)とベントナイト(相)がフィルターを介して接触し、

両相が平衡状態にある時の水の化学ポテンシャルバラ

ンスの概念を示す[8-10]。両相は、フィルターを介しての

み接続しており、上部の空間も独立しているものとす

る。両相上部の蒸気圧は、それぞれ溶液相中の水とベ

ントナイト相中の水と平衡状態であるものとする。 

 相から相へ溶液が侵入すると、ベントナイトは

徐々に膨潤し、含水比の増加に伴って相中の水の蒸気

圧は上昇する。これは、含水比の増加に伴って相中の

Gibbs の自由エネルギーが増加することを意味する。

相と相が平衡状態である時、両相中の水の化学ポテン

シャルは次式のように等しくなる。 

𝜇0(𝑊, 𝛼) = 𝜇0(𝑊, 𝛽)                                                         (1) 

ここで、𝜇0(𝑊, 𝛼)と𝜇0(𝑊, 𝛽)は、それぞれ標準温度

(25℃)における相と相中の水の化学ポテンシャル

(J/mol)である。 

 この系において、平衡状態にある両相間中の水の

Gibbs の自由エネルギーの差(dG)は膨潤エネルギーと

して作用する。dG は次のように求めることができる。 

d𝐺 = d𝐺S − d𝐺H2O                                                              (2) 

ここで、dGは、平衡状態にある相と相中の水の相対

部分モル Gibbs の自由エネルギーの差(J/mol)、dGS と

dGH2O は、それぞれ相と相中の水の相対部分モル

 

図 3 モンモリロナイトの結晶構造 

酸素 水酸基 ● Al, Fe, Mg

〇● Si (Al)

OH

 

図 4 標準状態において任意の濃度の溶液(相)とベ

ントナイト(相)がフィルターを介して接触し、

両相が平衡状態にある時の水の化学ポテンシャ

ルバランスの概念 
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Gibbs の自由エネルギー(J/mol)である。ここで、相が

純水である時、dGS = 0 である。 

 両相が平衡状態である時の相と相中の水の化学ポ

テンシャルは、それぞれ以下のように記述することが

できる。 

𝜇0(𝑊, 𝛼) = d𝐺S = 𝑅𝑇 ln (
𝑃H2O

𝛼

𝑃H2O
0 )                                   (3) 

𝜇0(𝑊, 𝛽) = d𝐺H2O + ∫ 𝑉w

𝑃ext

𝑃ext
0

d𝑃 

                  = 𝑅𝑇 ln (
𝑃H2O

𝛽

𝑃H2O
0 ) + ∫ 𝑉w

𝑃ext

𝑃ext
0

d𝑃                       (4) 

 両相中の水の化学ポテンシャルは等しいことから、

ベントナイトの膨潤エネルギーは、式(1)～(4)に基づい

て以下のように導出される。 

𝑅𝑇 ln (
𝑃H2O

𝛼

𝑃H2O
0 ) = 𝑅𝑇 ln (

𝑃H2O
𝛽

𝑃H2O
0 ) + ∫ 𝑉w

𝑃ext

𝑃ext
0

d𝑃              (5) 

∴ ∫ 𝑉w

𝑃ext

𝑃ext
0

d𝑃 = (𝑃ext − 𝑃ext
0 )𝑉w 

    = 𝑅𝑇 ln (
𝑃H2O

𝛼

𝑃H2O
0 ) − 𝑅𝑇 ln (

𝑃H2O
𝛽

𝑃H2O
0 ) = d𝐺S − d𝐺H2O  (6) 

 よって、膨潤応力(d𝑃ext = 𝑃ext − 𝑃ext
0 )は、最終的に

は次の関係から計算することができる。 

d𝑃ext =
𝑅𝑇

𝑉w

ln (
𝑃H2O

𝛼

𝑃H2O
0 ) −

𝑅𝑇

𝑉w

ln (
𝑃H2O

𝛽

𝑃H2O
0 ) 

           =
d𝐺S − d𝐺H2O

𝑉w

                                                         (7) 

ここで、𝑃H2O
𝛼 と𝑃H2O

𝛽
は、それぞれ 25℃における相と

相中の水の蒸気圧(Pa)、𝑃H2O
0 は、25℃における純水の

蒸気圧(3.168 kPa)、Rは、ガス定数(8.314 J/mol/K)、T

は、絶対温度(K)、d𝑃extは、膨潤応力(Pa)、𝑃ext
0 と𝑃ext

は、それぞれベントナイトの初期(乾燥時)と含水飽和

時の膨潤応力(Pa)、𝑉wは、25℃における水のモル体積

(18.068 ml/mol)である。 

 更に、水の活量は、𝑃H2O
0 , 𝑃H2O

𝛼 , 𝑃H2O
𝛽

から、次のよう

に定義される。 

𝑎w
𝛼 =

𝑃H2O
𝛼

𝑃H2O
0                                                                             (8) 

𝑎w
𝛽

=
𝑃H2O

𝛽

𝑃H2O
0                                                                             (9) 

ここで、𝑎w
𝛼と𝑎w

𝛽
は、それぞれ相と相中の水の活量で

あり、相が純水である時、𝑎w
𝛼 = 1である。 

 

2.3 任意の温度における膨潤応力の熱力学モデル 

 2.2 で説明したモデルは、標準状態でのベントナイト

の膨潤応力に関するモデルである。温度が変化した場

合に関する蒸気圧は、蒸気が理想気体と見なすことが

できるとすれば、Clausius-Clapeyron の式によって次の

ように与えられる。 

d𝑃

d𝑇
=

𝑃d𝐻v(s)

𝑅𝑇2
                                                                   (10) 

 任意の温度における両相中の水の蒸気圧は、式(10)に

初期及び境界条件を与えて、それぞれ以下のように解

くことができる。 

∫
d𝑃

𝑃

𝑃𝛼

𝑃H2O
𝛼

= ∫
d𝐻v

0(H2O)d𝑇

𝑅𝑇2

𝑇

𝑇0

 

∴ ln (
𝑃𝛼

𝑃H2O
𝛼 ) =

d𝐻v
0(H2O)

𝑅
(

1

𝑇0

−
1

𝑇
)                            (11) 

∫
d𝑃

𝑃

𝑃𝛽

𝑃H2O
𝛽

= ∫
d𝐻v(s)d𝑇

𝑅𝑇2

𝑇

𝑇0

 

∴ ln (
𝑃𝛽

𝑃H2O
𝛽

) =
d𝐻v(s)

𝑅
(

1

𝑇0

−
1

𝑇
)                                   (12) 

ここで、𝑃は、任意の温度における蒸気圧(Pa)、𝑃𝛼と𝑃𝛽

は、それぞれ任意の温度における相と相中の水の蒸

気圧(Pa)、d𝐻v
0(H2O)は、純水の蒸発のエンタルピー

(44.0 kJ/mol)、d𝐻v(s)は、相中の水の蒸発のエンタル

ピー(J/mol)、𝑇0は、標準温度(25℃)である。 

 式(12)は、以下のように変形できる。 

ln (
𝑃𝛽

𝑃H2O
𝛽

) = ln (
𝑃𝛽

𝑃H2O
0 ) − ln (

𝑃H2O
𝛽

𝑃H2O
0 ) 

∴ ln (
𝑃𝛽

𝑃H2O
0 ) = ln (

𝑃𝛽

𝑃H2O
𝛽

) + ln (
𝑃H2O

𝛽

𝑃H2O
0 ) 

                        =
d𝐻v(s)

𝑅
(

1

𝑇0

−
1

𝑇
) + ln (

𝑃H2O
𝛽

𝑃H2O
0 )          (13) 

 任意の温度における両相中の水の Gibbs の自由エネ

ルギーは次のように与えられる。 

d𝐺𝛼 = 𝑅𝑇 ln (
𝑃𝛼

𝑃H2O
𝛼 ) = d𝐻v

0(H2O) (
𝑇

𝑇0

− 1)            (14) 

d𝐺𝛽 = 𝑅𝑇 ln (
𝑃𝛽

𝑃H2O
0 ) 
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         = d𝐻v(s) (
𝑇

𝑇0

− 1) + 𝑅𝑇 ln (
𝑃H2O

𝛽

𝑃H2O
0 )                   (15) 

ここで、d𝐺𝛼とd𝐺𝛽は、それぞれ任意の温度における

相と相中の水の相対部分モルGibbsの自由エネルギー

(J/mol)である。 

 両相が平衡状態である時の任意の温度における両相

中の水の化学ポテンシャル(𝜇(𝑊, 𝛼), 𝜇(𝑊, 𝛽))は等し

いことから、式(14)と(15)から、次の関係が導出される。 

𝜇(𝑊, 𝛼) = d𝐺𝛼 = d𝐻v
0(H2O) (

𝑇

𝑇0

− 1)                      (16) 

𝜇(𝑊, 𝛽) = d𝐺𝛽 + ∫ 𝑉w

𝑃ext

𝑃ext
0

d𝑃 

= d𝐻v(s) (
𝑇

𝑇0

− 1) + 𝑅𝑇 ln (
𝑃H2O

𝛽

𝑃H2O
0 ) + ∫ 𝑉w

𝑃ext

𝑃ext
0

d𝑃  (17) 

 よって、温度の影響を考慮したベントナイトの膨潤

応力は、式(16)と(17)から、次のように導出される。 

d𝑃ext =
d𝐻H2O

𝑉w

(
𝑇

𝑇0

− 1) −
d𝐺H2O

𝑉w

                                (18) 

ここで、d𝐻H2Oは、相中の水の相対部分モルエンタル

ピー(J/mol)で、次の関係で定義される。 

d𝐻H2O = d𝐻v
0(H2O) − d𝐻v(s)                                      (19) 

 上述のことから、ベントナイトの膨潤応力に及ぼす

温度の影響を評価するためのキーパラメータは、相対

部分モルエンタルピー(d𝐻H2O)であることが分かる。 

 

3. 蒸気圧測定によるデータ取得とモデル解析 

3.1 相対部分モルエンタルピー(d𝐻H2O) 

 相対部分モルエンタルピーは、Na 型モンモリロナイ

ト(モンモリロナイト含有率約 100wt%のクニピア

P®(クニミネ工業製)を更に精製したもの)について、蒸

気圧測定により、含水比(15-80%)と温度(15-40℃)をパ

ラメータに取得した。Na 型モンモリロナイトへの詳細

な精製手順と蒸気圧測定の実験手順は、文献[11]に示す

通りである。実験では、含水比と温度をパラメータと

して、水の活量(𝑎w
𝛽
)と相対部分モル Gibbs の自由エネ

ルギー(d𝐺H2O)、含水比をパラメータとして、モンモリ

ロナイト中の水の蒸発のエンタルピー(d𝐻v(s))を取得

し、更に、式(19)に基づいて、相対部分モルエンタルピ

ー(d𝐻H2O)を決定した。 

 図 5 にこれまでに取得された相対部分モルエンタル

ピー(d𝐻H2O)と含水比との関係を文献値[12, 13]と共に示

す。文献データは、クニピア F®(Na 型モンモリロナイ

ト含有率 99wt%以上(クニミネ工業製))による測定値

である。多少のバラツキが見られるものの、d𝐻H2Oは、

概ね含水比 43%以下の領域で含水比の減少に伴い低下

する傾向を示した。文献値[12, 13]についても同様な傾向

であった。このことは、モンモリロナイト部分密度に

換算して概ね 1.25Mg/m3 以上の密度領域で、温度上昇

に伴って膨潤応力が低下することを示している。 

 

3.2 ベントナイトの膨潤応力に及ぼす温度の影響

に関するモデル解析 

表 1 にモンモリロナイト部分密度に対する 25℃と

60℃における膨潤応力の解析結果を示す。60℃の温度

条件は、我が国の地層処分についての｢第 2 次取りまと

め｣[14]におけるレファレンスケースに相当する。膨潤応

力の低下の程度は、モンモリロナイト部分密度 1.26 

Mg/m3で約 10%、1.61Mg/m3で約 15%、2.02Mg/m3で約

20%と、温度の影響は大きくない。これらの結果から、

ベントナイトの膨潤応力に及ぼす温度の影響は、モン

 

図 5 相対部分モルエンタルピー(d𝐻H2O)と含水比と

の関係(○：本研究(クニピア P®)、△：文献デー

タ(クニピア F®)[12, 13]) 
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表 1 25℃と 60℃における膨潤応力の解析結果 
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モリロナイト部分密度が 1.25Mg/m3 以上の比較的高い

密度領域で温度上昇に伴い低下し、密度の低い領域で

は殆ど変化しないことが分かった。処分場における緩

衝材の設計密度(レファレンスケースの乾燥密度 1.6 

Mg/m3, 珪砂混合率 30wt%)[14]を考えると、現実的には

温度の影響を考えなくても良い範囲と言える。 

現状では、データ数が限られていることから、更に

データ取得を継続すると共に、陽イオンの異なるタイ

プのモンモリロナイトについても検討する予定である。 

 

4. まとめ 

本研究では、ベントナイトの主成分であるモンモリ

ロナイトの層間水の熱力学特性に着目し、ベントナイ

トの膨潤応力に及ぼす温度の影響を評価するための熱

力学モデルを開発した。また、蒸気圧測定により、含水

比に対する Na 型モンモリロナイト中の水の熱力学デ

ータを取得し、膨潤応力に及ぼす温度の影響について

モデル解析を実施した。 

その結果、膨潤応力に及ぼす温度の影響を評価する

ためのキーパラメータは、相対部分モルエンタルピー

(d𝐻H2O)であることが導出された。蒸気圧測定により

d𝐻H2Oを測定した結果、d𝐻H2Oは、概ね 43%以下の含水

比の領域(モンモリロナイト部分密度 1.25Mg/m3 以上

の領域に相当)で低下する傾向を示し、この領域で、温

度上昇に伴い膨潤応力が低下すると考えられた。 

d𝐻H2Oデータと開発したモデルに基づいて、25℃と

60℃について解析した結果、温度上昇に伴う膨潤応力

の低下の程度は、10～20%と小さいことが分かった。処

分場における緩衝材の設計密度を考えると、現実的に

は温度の影響を考えなくても良い範囲と言える。 
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（表 題）計算機解析と実測との比較による貯水池の地形変化の解析手法実用化研究 

 

（所 属）岡山大学客員研究員 

（氏 名）神保秀司 

 

（概要）                                              

                                                 

水底地形面は，三角形メッシュが設定された領域上に定義された区分一次関数で表される曲面で近似される。

三角形メッシュの各要素を定義域とする一次関数は，測位データと測深データから得られる水底地形データを

導入した最小二乗近似によって導かれる。三角形メッシュの各要素に対する最小二乗近似から各節点における

高度が導かれる。一連の成果は，論文等[1]～[5]と会議発表[1]～[6]に発表された。                                                 

 

 

（本文）                    

測位データの収録には，VRS (Virtual Reference 

Station, 仮想基準点)方式の RTK-GPS (Real Time 

Kinematic GPS)を用いた。また，測深データの収録

には音響測深機を用いた。小型船舶の船体に固定さ

れたポールの上端には GPS アンテナが取り付けら

れ，また水中のポール下端には音響測深機のセンサ

ーが取り付けられた。小型船舶が対象水域を航行し，

測位データと測深データが収録された。測位データ

の緯度－経度成分は Gauss-Krügel 投影法により xy

座標に変換された。変換後の測位データの xy 成分

は測深データを含む鉛直成分と結合され，その結果

三次元水底地形データが得られた。 

水底地形面は三角形メッシュが設定された領域に

定義された区分一次関数で近似的に表される。三角

形メッシュのある要素を定義域とする一次関数の各

頂点での地形面の高度は，水底地形データを導入し

た最小二乗近似によって更新される。この操作があ

る要素に対して完了したときに，次の要素に対する

操作が実施され，一連の操作は最後の要素に達する

まで実行される。各節点での地形面の高度に関し，

節点での地形面の高度を成分とするベクトルの残差

がある一定値以下になるまで各要素に対する一連の

操作が繰り返される。 

前述の水底地形を表す区分一次関数を求めるため

の方法は，ある固定された三角形メッシュが設定さ

れた領域を定義域とする区分線形関数を求めるため

の基本的方法である。一方，初期に設定された三角

形メッシュから要素分割により三角形メッシュ列を

生成し，各三角形メッシュを定義域とする区分線形

関数列を求める方法が提案された。三角形メッシュ

の各要素を四分割することにより新しい三角形メッ

シュを構成する方法を用いて三角形メッシュ列が初

期の三角形メッシュから構成された。初期の三角形

メッシュの各節点における初期高度はすべてゼロと

し，後続の各三角形メッシュの各節点での高度の初

期値は先行する三角形メッシュの高度の最終値から

の補間により求められた (論文等[1], [2], [3])。

三角形メッシュの各要素を四分割する方法に対して，

各要素におけるデータ密度，すなわち単位面積当た

りの水底地形データの xy 成分数に応じて四分割，

三分割，二分割あるいは分割することなく新しい三

角形メッシュを生成する方法が提案され，この手法

にもとづく三角形メッシュ列の生成法が示された 

(論文等[4])。 

 水底地形面を表す三角形メッシュが設定された領

域を定義域とする区分一次関数を，水底地形データ

から導くための新しい手法も提案された(論文等

[5])。各三角形要素の各頂点における高度を，xy 成

分が要素に含まれる水底地形データから更新する一

変数の写像が示された。各節点における地形面の高

度を更新する写像は，当該節点を頂点の一つとする

すべての要素に対する一変数の写像の合成写像とし

て表される。各節点における地形面の高度はこの合
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成写像から導かれる。 

 

論文等 

[1] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide 

Sanada, Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki 

Okamoto, Shuji Jimbo, Masaji Watanabe, Study on 

Change of Topography in Water Area with Field 

Measurement, Journal of Geoscience and Environmental 

Protection, Vol. 9 No. 4, April 2021. 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.a

spx?paperid=109431 

[2] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide Sanada, 

Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki Okamoto, 

Ryousuke Asou, Shuji Jimbo, Masaji Watanabe, 

Mathematical modeling and computational analysis of 

underwater topography with global positioning and echo 

sounder data,  Journal of Applied Mathematics and 

Physics, Vol. 9 No. 5, May 2021. 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?pap

erid=109663 

[3] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide 

Sanada, Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki 

Okamoto, Ryousuke Asou, Shuji Jimbo, Masaji 

Watanabe, 刊行予定 

[4] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide 

Sanada, Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki 

Okamoto, Eishi Mitsui, Shuji Jimbo, Masaji Watanabe, 

Study in numerical techniques for underwater topography 

based on measurement, Submitted. 

[5]岩上 聡, 爲賀 雅彦, 真田 将英, 毛利 道明, 

岩上 義隆, 岡本 尚己, 光井 英視, 神保 秀司, 渡

辺 雅二, 水面下の地形の形状推定に伴う問題点と

計測結果の解析手法の提案，応用数理，依頼執筆 

 

会議発表 

[1] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide Sanada, 

Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki Okamoto, 

Shuji Jimbo, Masaji Watanabe, Study on change of 

topography in water area with field measurement, CHWM 

2021, International Conference on Hydrology and Water 

Management 

（口頭発表，発表年月日：2021年 4月 24日, video

発表，基調講演，発表者：渡辺雅二） 

[2] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide Sanada, 

Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki Okamoto, 

Ryousuke Asou, Shuji Jimbo, Masaji Watanabe, 

Mathematical modeling and computational analysis of 

underwater topography with global positioning and echo 

sounder data, The 4th int’l Conference on Statistics, 

Mathematical Modeling and Analysis (SMMA 2021) 

（口頭発表，発表年月日：2021年 5月 30日, video

発表，基調講演，発表者：渡辺雅二） 

[3] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide 

Sanada, Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki 

Okamoto,  Ryousuke Asou, Shuji Jimbo, Masaji 

Watanabe, Numerical study of underwater topography 

with measurement data, 2nd International Conference on 

Advanced Information Scientific Development (ICAISD) 

2021 

（Online発表，発表年月日：2021年 8月 5日，発表

者：渡辺雅二） 

[4]岩上 聡, 爲賀 雅彦, 真田 将英, 毛利 道明, 

岩上 義隆, 岡本尚己, 麻生 良祐, 神保 秀司, 渡

辺 雅二, 水底地形の作成に関する計測とデータ解

析手法および解析結果についての考察, 日本応用数

理学会 2021年度年会（Online発表，発表年月日：

2021年 9月 7日，発表者：渡辺雅二） 

[5] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide Sanada, 

Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki Okamoto, 

Ryousuke Asou, Shuji Jimbo, Masaji Watanabe, Study on 

numerical techniques for construction of underwater 

topography based on positional data and depth data, 12th 

National Seminar of Mathematics And Applied (12th 

SiManTap) 

（口頭発表，発表年月日：2021年 11月 28日, Online

発表，基調講演，発表者：渡辺雅二） 

[6] Satoshi Iwakami, Masahiko Tamega, Masahide 

Sanada, Michiaki Mohri, Yoshitaka Iwakami, Naoki 

Okamoto, Ryousuke Asou, Shuji Jimbo, Masaji Watanabe, 

Study on numerical techniques for underwater topography 

- 40 -

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109431
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109431
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109663
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109663


based on measurement, Engineering Mathematics and 

Application Conference (EMAC 2021) 

（口頭発表，発表年月日：2021年 12月 2日, Online

発表，発表者：渡辺雅二） 

 

 

 

- 41 -



都市マネジメントを想定した建築景観デザインのあり⽅に関する研究 
岡⼭⼤学学術研究院環境⽣命科学学域 

堀 裕典 
 
全国アンケート調査からまちづくり団体の法⼈形態と活動および団体の活動と地域活性化への貢献意識との関
連性を分析した。その結果、法⼈格のある団体は施設の管理・運営、交通対策などの活動、また、法⼈格のない
任意組織は清掃・防犯活動のようなまちの環境を維持・保全していく活動を⾏っていた。イベント、交流の場の
提供を⾏う団体は「地域住⺠の結びつき強化」に対し、まちのビジョン・ガイドラインの作成や交流の場の提
供、清掃防犯活動、防災環境保全活動を⾏う団体は「安全安⼼な環境づくり」に対して貢献意識をもって活動し
ていた。市⺠提案による景観計画の変更・改定・⾒直しに関する事例調査では、札幌市等の⼤規模な都市の駅前
商業地エリアでは、景観を規制するとともに、地区計画の導⼊により容積率の緩和を設けることで、その地域
に賑わいが⽣まれている。また、協議会がエリアマネジメントとして機能し、景観に関する管理も⾏うことが
街にとってより良い⽅向に進むと考えられる。⽇本全国のエリアマネジメント団体に対する⽰唆として、協議
会を組織し、今後、より公共性の⾼い「景観の向上」というテーマに取り組んでいくことが重要となる。 
 
 
1. 研究の背景および構成 

1-1. 研究の背景 

我が国は、⼈⼝減少時代へと突⼊し、これまで急激
に進められてきた都市開発や都市再開発のあり⽅が
⾒直され、都市のマネジメントを含めた地域管理で
あるエリアマネジメントの推進が求められている
（⼩林 2018）1)。⼀⽅で、地域資源の⼤きな要素で
ある建築景観について、⾼⽊ら（2020）2)によれば、
従来の規制誘導⼿法のみならず、多様な主体の参加
により景観マネジメントを⾏うことが重要とされて
いる。以上より、本研究では、次項の２つのサブテ
ーマを設定し、研究をすすめることで、都市マネジ
メントを想定した都市景観デザインのあり⽅を探る
ものとする。 
 
1-2. 研究の構成と各研究の目的 

（1） まちづくり団体の活動や組織及び地域活性化

への貢献意識との関連性 

これまで、エリアマネジメント団体については研究
が進められてきたが、広くまちづくりを⾏う団体が
エリアマネジメントをどのような意識で⾏ってきた
かは明らかにされていない。本研究は、アンケート
データ分析によりまちづくり団体の意識とエリアマ
ネジメント活動の関連性について明らかにする。 

（2） 市民提案による景観計画の変更・改定・見直し

に関する事例調査 

これまで、景観計画の⾒直しに関する全国的な調査
は⾏われてない。本研究では、平成 25 年度以前に
景観計画を変更した全国の⾃治体（59⾃治体）に対
して、ヒアリング調査を⾏い、提案による変更を⾏
った事例（11⾃治体）からそのプロセスと課題を明
らかにする。 
 
2. まちづくり団体の活動や組織及び地域活性化へ

の貢献意識との関連性 

2-1.背景と目的 

これまでの都市計画は⾏政があらゆる公共サービス
を担い、市⺠はサービスの受け⼿という形で展開し
てきた。しかし⼈々のニーズや価値観の多様化、複
雑化が進む中、⾏政だけでは地域の課題に対応する
ことが困難になってきた。⼀⽅で⼈々の社会貢献活
動への参加意欲は全国的に⾼まり 3)、地域の課題を
⾃らの取り組みで解決していこうという機運が広が
っている。こうした中で、市⺠やNPO、事業者など
多様な⼈々が主体となってまちづくりに関する取り
組みを⾏うケースも増えている。本研究では東京都
都市整備区 4)の概念を参照し、地域の特性を⽣かし
魅⼒を⾼めるまちづくり活動を主体的に⾏う団体を
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まちづくり団体と定義する。 
まちづくり団体は様々な運営や活動を⾏っており、
それらと各地域での地域活性化がどのように関連し
ているのか分析することが社会的に求められる。 
まちづくりに関する研究では、まちづくり団体の役
割やマネジメントに関する研究は多く⾏われている
5)が、まちづくり団体による活動が地域にどのよう
な影響を与えているか考察を⾏った研究は少ない。
さらに、⼀部の地域に限定し、ヒアリング調査を基
本とした定性的な研究は多く⾏われている 6)が、全
国のまちづくり団体を対象にして定量的な分析を⾏
った研究は少ない。そこで本研究では、まちづくり
活動を⾏う全国の団体の地域への貢献意識を地域活
性化の指標に設定し、組織形態や活動、地域活性化
に対する貢献意識がどのように関連しているか明ら
かにすることを⽬的とする。 
 
2-2. 研究の方法 

全国のまちづくり活動を⾏う団体を対象に組織や活
動の実態を把握するアンケート調査を実施した。調
査の概要は表1 の通りである。団体の法⼈形態と活
動を明らかにし、次に団体の活動と地域活性化への
貢献意識との関連性を分析する。 
 
2-3. まちづくり団体の法人形態と活動の分析 

表2 は、まちづくり団体が⾏っている活動をカテゴ 
リー化したものである。また、まちづくり団体の法
⼈形態は⼤きく「社団・財団法⼈」、「NPO法⼈」、
「株式会社」、「任意組織」と分類した。法⼈形態と
活動との関連性に関して独⽴性の検定を⾏った結果
を表3 に⽰す。施設の管理運営、清掃防犯活動に関
しては、有意⽔準 1％で統計的な差が認められた。
空き家・空き店舗対策、交通対策に関しては有意⽔
準 5％で統計的な差が認められた。残差分析の結果
により、施設の管理運営、交通対策に関しては、株
式会社は⾏っている団体が多く、任意組織は⾏って
いる団体が少ないことが明らかになった。空き家・
空き店舗対策に関しては、株式会社は⾏っている団
体が多く、社団・財団法⼈は⾏っている団体が少な
いことが明らかになった。清掃防犯活動に関しては、

任意組織は⾏っている団体が多く、株式会社は⾏っ
ている団体が少ないことが明らかになった。 
また、社団・財団法⼈、NPO法⼈、株式会社を法⼈
格のある団体、任意組織を法⼈格のない団体と定義
し、同様に独⽴性の検定を⾏った結果を表4 に⽰す。 
 

表1. アンケート調査の概要 

 
表2. 活動のカテゴリー化 

 

表3. 法人形態と活動の違いとの関連性 

 
表4. 法人格の有無と活動の違いとの関連性 

 

 

調査期間 総数 130団体(回収率49.4％)

調査対象地域 形式 w ebアンケート，e-m ailでの回答

対象団体

組織特性

運営

活動

地域活性化への貢献
安全安心な環境づくり，地域の賑わいづくり，

地域住民の結びつき強化，総合的な地域活性化

調査項目

2020/12/25~ 2021/01/23

全国

都市再生推進法人，中心市街地活性化協議会，全国まちなか広場研究会，全国エリアマネ

ジメントネットワーク，エリアマネジメント人材育成研究会に所属・登録されている団体

法人形態，所属団体，職員の人数，資本金，昨年度の収益

事務所の所在，事務局員の雇い方，他まちづくり団体との連携

課題，課題の対策，財源の得方，組織の役割

行っている活動，活動の頻度，エリアマネジメント活動の有無

カテゴリー 活動の種類 カテゴリー 活動の種類

商業施設の管理・運営 交通機関の運行

ビルの管理・運営 マップ製作

公共施設の管理・運営 駐車場事業

空き家対策 駐輪場事業

空き店舗対策 交通対策の講習会

エリアビジョンの作成 震災訓練

まちづくりガイドラインの作成 防災マップの配布

D. イベント イベント 環境保全活動

E. マルシェ・マーケット マルシェ・マーケット 環境学習

オープンカフェの設置・運営 SNSによる情報発信

歩行者天国の実施 地域情報誌の発刊

G. 交流の場の提供 交流の場の提供 健康づくり

清掃活動 食育活動

花壇・植栽の管理 子育て支援活動

防犯活動 人材発掘

I. 財源の確保 広告事業（壁面広告など） 知的交流の促進

J. 交通対策

A. 施設の管理・運営

B. 空き家・空き店舗対策

F. 通りの活性化 L. 情報発信

M. 市民支援

C. まちのビジョン・
ガイドラインの作成

H. 清掃・防犯活動

K. 防災・環境保全

社団・財団法人 NPO法人 株式会社 任意組織

施設の管理・運営

行っている(n=69) 16(48.5％) 5(41.7％) 44(77.2％) 4(16.0％)

行っていない(n=58) 17(51.5％) 7(58.3％) 13(22.8％) 21(84.0％)

空き家・空き店舗対策

行っている(n=37) 5(15.2％) 4(33.3％) 24(42.1％) 4(16.0％)

行っていない(n=90) 28(84.8％) 8(66.7％) 33(57.9％) 21(84.0％)

清掃・防犯活動

行っている(n=67) 16(48.5％) 8(66.7％) 23(40.4％) 20(80.0％)

行っていない(n=60) 17(51.5％) 4(33.3％) 34(59.6％) 5(20.0％)

交通対策

行っている(n=73) 16(48.5％) 8(66.7％) 40(70.2％) 9(36.0％)

行っていない(n=54) 17(51.5％) 4(33.3％) 17(29.8％) 16(64.0％)

太字 ：1%有意 ：5%有意

0.0187 *

クロス集計の残差分析

独立性の検定　　**：1%有意　*：5%有意

青字 期待度数よりも実測度数が高い　　赤字 期待度数よりも実測度数が高い

法人形態
P値

活
動
カ
テ
ゴ
リ
!

0.0000 **

0.0189 *

0.0069 **

あり なし

施設の管理・運営

行っている(n=69) 65(63.7％) 4(16.0％)

行っていない(n=58) 37(36.3％) 21(84.0％)

清掃・防犯活動

行っている(n=67) 47(46.1％) 20(80.0％)

行っていない(n=60) 55(53.9％) 5(20.0％)

交通対策

行っている(n=73) 64(62.7％) 9(36.0％)

行っていない(n=54) 38(37.3％) 16(64.0％)

太字 ：1%有意 ：5%有意

独立性の検定　　**：1%有意　*：5%有意

クロス集計の残差分析

青字 期待度数よりも実測度数が高い　　赤字 期待度数よりも実測度数が高い

0.0000

0.0048

0.0279

法人格
P値

活
動
カ
テ
ゴ
リ
!

**

**

*
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施設の管理運営、清掃防犯活動に関しては、有意⽔
準 5％で統計的な差が認められた。交通対策に関し
ては有意⽔準 1％で統計的な差が認められた。残差
分析の結果により、施設の管理運営、交通対策に関
しては、法⼈格のある団体は⾏っている団体が多く、
法⼈格のない団体は⾏っている団体が少ないことが
明らかになった。清掃防犯活動に関しては、法⼈格
のない団体は⾏っている団体が多く、法⼈格のある
団体は⾏っている団体が少ない事が明らかになった。 
 

2-4. まちづくり団体による活動と地域活性化への

貢献意識との関連性 

地域活性化への貢献意識については「安全安⼼な環
境づくり」と「地域住⺠の結びつき強化」の 2項⽬
について分析を⾏った。 
「地域住⺠の結びつき強化」に対する地域活性化へ
の貢献意識との関連性に関して独⽴性の検定を⾏っ
た結果を表 5 に⽰す。有意⽔準 5％で統計的な差が
認められ、残差分析の結果により、イベント、交流
の場の提供を⾏っている団体は「地域住⺠の結びつ
き強化」に⾼い貢献意識を持っていることが明らか
になった。同様に「安全安⼼な環境づくり」に対す
る地域活性化への貢献意識との関連性に関して独⽴
性の検定を⾏った結果を表 6 に⽰す。有意⽔準 1％
もしくは 5％で統計的な差が認められ、残差分析の
結果により、まちのビジョン・ガイドラインの作成、
交流の場の提供、清掃防犯活動、防災環境保全活動
を⾏っている団体は「安全安⼼な環境づくり」に⾼
い貢献意識を持っていることが明らかになった。 
 
2-5. 小結 

法⼈格のある団体は施設の管理・運営、交通対策な
どの活動を⾏っている傾向が明らかになり、株式会
社はこの傾向が顕著に⾒られた。法⼈化することに
よって、節税や社会的信頼の獲得等の効果が得られ、
活動の規模が⼤きく、費⽤や⼈員も必要とされる活
動にも取り組むことができると考えられる。また、
法⼈格のない任意組織は清掃・防犯活動のようなま
ちの環境を維持・保全していく活動を⾏っている傾
向が⾒られた。イベント、交流の場の提供を⾏う団

体は「地域住⺠の結びつき強化」に対し、まちのビ
ジョン・ガイドラインの作成や交流の場の提供、清
掃防犯活動、防災環境保全活動を⾏う団体は「安全
安⼼な環境づくり」に対して貢献意識をもって活動
していることが明らかになった。地域に携わる⼈々
や団体が⾏うソフト⾯のまちづくりは、地域住⺠の
コミュニティや安全な社会構築において効果がある
と考えられる。 
 

表5. 活動と地域住民の結びつき強化への貢献意識

との関連性  

 

 

表6. 活動と安全安心な環境づくりへの貢献意識と

の関連性 

 
 
  

貢献している 貢献していない

イベント

行っている(n=97) 89(78.1％) 8(50.0％)

行っていない(n=33) 25(21.9％) 8(50.0％)

交流の場の提供

行っている(n=57) 47(50.0％) 10(27.8％)

行っていない(n=73) 47(50.0％) 26(72.2％)

太字 ：1%有意 ：5%有意

P値

0.0368

0.0495

独立性の検定　　**：1%有意　*：5%有意

クロス集計の残差分析

青字 期待度数よりも実測度数が高い　　赤字 期待度数よりも実測度数が高い

地域住民の結びつき強化

活
動
カ
テ
ゴ
リ
!

*

*

貢献している 貢献していない

まちのビジョン・
ガイドラインの作成

行っている(n=38) 31(36.9％) 7(15.2％)

行っていない(n=92) 53(63.1％) 39(84.8％)

交流の場の提供

行っている(n=57) 43(51.2％) 14(30.4％)

行っていない(n=73) 41(48.8％) 32(69.6％)

清掃・防犯活動

行っている(n=69) 55(65.5％) 14(30.4％)

行っていない(n=61) 29(34.5％) 27(69.6％)

防災・環境保全活動

行っている(n=29) 25(29.8％) 4(8.7％)

行っていない(n=101) 59(70.2％) 42(91.3％)

太字 ：1%有意 ：5%有意

独立性の検定　　**：1%有意　*：5%有意

青字 期待度数よりも実測度数が高い　　赤字 期待度数よりも実測度数が高い

*

クロス集計の残差分析

P値

0.0111

0.0003

0.0361

0.0165

安全安心な環境づくり

活
動
カ
テ
ゴ
リ
!

*

*

**
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3. 市民提案による景観計画の変更・改定・見直し

に関する事例調査 

3-1. 研究の背景と目的及び方法 

景観の意義や整備保全の必要性を明確に定め法的な
強制⼒を持たせるとの⽬的で景観法が 2005 年に施
⾏されてから、各⾃治体が景観計画に基づき景観計
画を策定している。景観計画は都市計画マスタープ
ランとは異なり変更の契機について明確に定められ
ておらず、景観計画を運⽤するにあたり何か問題点
が⽣じ変更に⾄ったと考えられる。以前⾏った調査
で景観計画変更の内容として景観計画区域の変更と
景観形成基準に関する変更が多くみられ、変更の理
由として地元住⺠や地域団体、協議会、また、⾃治
体関係者から⾃治体への提案が契機となり変更に⾄
った事例が最も多くみられた。 
景観計画に関する既往研究を⾒ると、佐藤ら(2008)
の研究 7)では⾃治体は⾊彩を特に重視している傾向
があり、景観法の策定により法的な拘束⼒が⾼まり、
事業者が⾏政の景観政策に適合しない計画を実⾏す
ることに対する抑⽌⼒としての効果を上げているこ
とを明らかにした。江崎ら(2017)の研究 8)では計画
変更の内容は積極的な場合が多いが、規制の緩和と
いった消極的な内容もあったとしている。また、計
画変更に関する既往研究では、⻑嶺ら(2008)の研究
9)では⾒直しの契機に関しては上位計画である総合
計画の改訂に伴って⾒直されるケースが多いことを
明らかにしている。景観計画に関する研究のうち、
策定初期の景観計画や中国地⽅の景観⾏政団体を対
象にしたものはあるが、提案により景観計画の変更
に⾄った事例を取り上げた研究は⾒当たらない。  
以上より本研究では、景観計画の変更内容を把握し
変更内容のうち協議会等から提案により変更に⾄っ
たケースについて着⽬した。ヒアリング調査を⾏う
事で、提案により景観計画変更に⾄ったケースの実
態を明らかにすることを⽬的とする。 
 
3-2. 研究の対象 

平成 25 年度以前に景観計画を変更した全国の⾃治
体（59⾃治体）に対して、ヒアリング調査を⾏った。
その上で、表1 に⽰す、「提案による変更」を⾏った

事例（11⾃治体）からそのプロセスと課題を明らか
にする。市⺠や協議会から⾃治体への提案により景
観計画の変更に⾄ったケースに着⽬し、景観計画担
当者と協議会の関係者にヒアリング調査を⾏い、実
態を確認した。今回の調査では、⾃治体、協議会関
係者の両⽅から回答の得られた札幌市と神⼾市につ
いてまとめる。 

表１ 提案により変更に至った自治体一覧 

 
 

3-3. 事例調査  

(1) 札幌市 

札幌市では平成 23 年に景観計画が変更された。変
更の内容としては、景観計画重点区域である札幌駅
南⼝地区の⼀部を札幌駅前通北街区地区へ編⼊する
こと、重点地区である札幌駅前通北街区地区におけ
る⾏為の制限の変更、良好な景観の形成に関する⽅
針の新設である。 
 
① 自治体からの回答 

景観計画変更の背景として、沿道地権者を中⼼的
な構成員とする札幌駅前通協議会が 2005 年 10 ⽉
に発⾜したことが挙げられる。そこでまちづくりの
⽬標が検討され、その実現に向け地区計画が提案さ
れた。地区計画の提案を踏まえ、地区計画との整合
性を図りながら相乗的にまちづくりの⽬標を実現す
るよう協議会とともに景観計画の⾒直しを⾏った。
地区計画のうち、景観計画に反映されている容積率
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の部分の⽬的や、指定された経緯に関しては容積率
の緩和（容積ボーナス）を受ける場合の景観に与え
る影響の⼤きさに着⽬して届出対象としている。地
区計画が提案されたことを踏まえて、札幌駅南⼝地
区の⼀部を札幌駅前通り北街区地区に編⼊した理由
については、平成 20 年に「札幌駅前通北街区地区
計画」を決定したことに伴い、当該地区計画との整
合を図るためである。協議会からの提案を踏まえて
審議会内や協議会との間で、景観計画内の景観の⽅
針を踏まえて、具体的な基準の⽂⾔等が議論されて
いた。 

 
② 協議会からの回答 

  協議会から⾃治体へ地区計画を提案した理由につ
いては、協議会では、当初駅前通の地上部再整備計
画について協議がされていたが、その後、協議会内
に「まちづくりルール検討部会」が設置され、2006
年 12⽉に、「札幌駅前通まちづくりルール」を整理
した。このルールに⽰された内容のうち、建築物の
整備により実現する項⽬を主な内容とした地区計画
が関係地権者より2008年7⽉に都市計画提案され、
2008年 12⽉に都市計画決定がなされた。また、地
区計画を⾃治体に提案する際の過程については、協
議会内で策を策定後、関係地権者に内容を個別に説
明し同意を得ていた。加えて、周囲の町内会や振興
会などに説明の機会を設けていた。地区歩⾏空間整
備により札幌駅周辺と⼤通り周辺の連携が変化した
かまたは商業核の連携の効果の有無については、札
幌駅前通地下歩⾏空間が整備されたことにより、四
季を通じて安全で快適に歩くことができるようにな
り、札幌駅周辺地区と⼤通やすすきの地区が地下で
繋がることで回遊性も向上した。地区計画の導⼊に
より、賑わい⽤途を低層部に設けることで容積緩和
を受けられることとなり、低層部に賑わい⽤途が導
⼊されてきた。さらに地下歩⾏空間に⾯して賑わい
⽤途が導⼊されていることにより地下空間で実施さ
れるイベント等も相まってこれまで通過地点であっ
た札幌駅前通地区が商業ゾーンとしても⽴ち寄れる
場所へ変化している。 
 

(2) 神戸市 

  神⼾市では平成 27 年に、岡本駅南地都市景観形
成地区の屋外広告物基準の追加を⾏っている。 
 
① 自治体からの回答 

  景観計画変更前は協議会が地域独⾃の基準として
「岡本版・屋外広告物ルール＆ガイドライン」を策
定し、これに基づき当地区の掲出予定の屋外広告物
に対して⾃主的に事前協議をしていたが、「岡本版・
屋外広告物ルール＆ガイドライン」の基準を景観計
画に位置づけられないかという提案がなされ景観計
画変更に⾄った。ルール＆ガイドラインのうち、景
観計画に掲載されている部分については、地域団体
として必ず守ってもらいたいルール部分を景観計画
として定めている。 
 
② 協議会からの回答 

  神⼾市では、⼤規模建築物等の届出制度の運⽤開
始とあわせて景観アドバイザー制度を設けており、
コンサルティング会社とともに景観誘導を⾏ってい
る。屋外広告物のルール＆ガイドラインの提案理由
に関しては、景観計画に屋外広告物基準が掲載され
る以前から事前協議を⾏っていたが感覚的な判断基
準だったため具体的なルールを策定したとしている。
提案に関して厳しすぎるのではという意⾒があった
が、屋外広告物の基準に関して細かい数値が定めら
れて⼀⾒厳しそうに⾒えるが実際に基準に基づき規
制を⾏うと厳しくはないということで理解を頂いた。
景観計画に提案する際の過程については、検討経過
を地区内や⼟地の権利者に対して広報し、アンケー
トを⾏った。その後、協議会の総会で承認を取り、
提案を⾏った。提案後は提案⽂書から市の景観計画
の⽂⾔にするために調整を⾏った。時間のかかった
こととして、調整の際には、元の意図が変わらない
ように書きかえる作業や、ルール案を作成する際の
調査で実際に看板を数多く調査し数値化したことを
挙げている。ルールの案を作成する際には 2年かか
ったとしている。 
 
 

- 46 -



3-4.小結 

札幌市等の⼤規模な都市の駅前商業地エリアでは、
景観を規制するとともに、地区計画の導⼊により容
積率の緩和を設けることで、その地域に賑わいが⽣
まれることが明らかになった。また、協議会がエリ
アマネジメントとして機能し、景観に関する管理も
⾏うことが街にとってより良い⽅向に進むと考えら
れる。加えて、⾃治体が景観に関するアドバイザー
制度等の活⽤により協議会がコンサルティング会社
とともに景観規制や誘導を⾏っている場合、協議会
はより良い景観に向けてうまく活動できると考えら
れる。 
 
4. まとめ 

まちづくり団体の活動や組織及び地域活性化への
貢献意識との関連性に関する研究では、全国のまち
づくり活動を⾏う団体を対象に組織や活動の実態を
把握するアンケート調査を実施し、団体の法⼈形態
と活動および団体の活動と地域活性化への貢献意識
との関連性を分析した。その結果、法⼈格のある団
体は施設の管理・運営、交通対策などの活動を⾏っ
ている傾向が明らかになり、株式会社はこの傾向が
顕著に⾒られた。法⼈化することによって、節税や
社会的信頼の獲得等の効果が得られ、活動の規模が
⼤きく、費⽤や⼈員も必要とされる活動にも取り組
むことができると考えられる。また、法⼈格のない
任意組織は清掃・防犯活動のようなまちの環境を維
持・保全していく活動を⾏っている傾向が⾒られた。
イベント、交流の場の提供を⾏う団体は「地域住⺠
の結びつき強化」に対し、まちのビジョン・ガイド
ラインの作成や交流の場の提供、清掃防犯活動、防
災環境保全活動を⾏う団体は「安全安⼼な環境づく
り」に対して貢献意識をもって活動していることが
明らかになった。地域に携わる⼈々や団体が⾏うソ
フト⾯のまちづくりは、地域住⺠のコミュニティや
安全な社会構築において効果があると考えられる。 

市⺠提案による景観計画の変更・改定・⾒直しに
関する事例調査では、平成 25 年度以前に景観計画
を変更した全国の⾃治体（59⾃治体）に対して、ヒ
アリング調査を⾏い、提案による変更を⾏った事例

（11⾃治体）のうち⾃治体、協議会関係者の両⽅か
ら回答の得られた札幌市と神⼾市についてそのプロ
セスと課題を整理した。その結果、札幌市等の⼤規
模な都市の駅前商業地エリアでは、景観を規制する
とともに、地区計画の導⼊により容積率の緩和を設
けることで、その地域に賑わいが⽣まれることが明
らかになった。また、協議会がエリアマネジメント
として機能し、景観に関する管理も⾏うことが街に
とってより良い⽅向に進むと考えられる。加えて、
⾃治体が景観に関するアドバイザー制度等の活⽤に
より協議会がコンサルティング会社とともに景観規
制や誘導を⾏っている場合、協議会はより良い景観
に向けてうまく活動できると考えられる。 
以上より、⽇本全国のエリアマネジメント団体に

対する⽰唆として、協議会を組織し、今後、より公
共性の⾼い「景観の向上」というテーマに取り組ん
でいくことが重要となる。 
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斜面安定性向上のための疎水性鉄鋼水砕スラグの適用性評価 

 

岡山大学学術研究院 環境生命科学学域 

金 秉洙 

 

本研究では高炉水砕スラグに注目し，疎水材の斜面への適用性の把握を目指して基本物理化学特性の確認や疎水性の

評価，そして室内盛土模型実験を行った。本研究での高炉水砕スラグについての疎水性の評価は，水浸入水頭(WIH)

試験により，乾燥密度，層厚，飽和度の各観点で疎水材層に与える影響について検討した。この試験結果により，疎

水材の乾燥密度が大きいほど遮水機能は増加することが分かった。また，乾燥状態において層厚が 4.0mm と，疎水

材の飽和度が 20%の条件で十分な遮水性能の発揮が確認された。一方，室内盛土模型実験では，水浸入水頭(WIH)

試験と同様の条件で行い，盛土傾斜角 10° において，遮水機能を示すことが明らかとなった。また，飽和度 20%

の疎水材高炉水砕スラグを用いた場合も遮水機能を確認できた。 

 

 

１．はじめに 

近年，集中豪雨により，雨水が斜面内部に浸透する

ことで土の抵抗力が弱まり発生する土砂災害が急激に

増加している。そのため，対策として土構造物の斜面

に遮水性の高い材料を用いて斜面内部への水の浸透を

抑えることが挙げられる。金ら(2019 & 2020)は，疎水

性豊浦砂を用いて遮水機能と強度試験を行い，盛土斜

面への適用性を確認した。優れた遮水機能を示したが，

不十分な強度を示したため，新たな疎水性地盤材料と

して高炉水砕スラグに注目した（参照：図-1）。本研

究では水滴浸入時間(WDPT)試験，接触角試験，水浸入

水頭(WIH)試験から高炉水砕スラグの遮水機能を検討

し，その結果を踏まえて室内盛土模型実験を行い，乾

燥・湿潤両状態の疎水性高炉水砕スラグの盛土斜面へ

の適用性を検討した。 

 

２．疎水性地盤材料の評価 

２.１ 水滴浸入時間(WDPT)試験 

水滴浸入時間(water drop penetration time, WDPT)試験

は，地盤材料の疎水性の程度を評価するために行う。

水滴浸入時間(WDPT)は，水滴が地盤材料に完全に浸透

するまで必要な時間を表す。水滴浸入時間により撥水

性の程度を 5 段階に分類している(Ritsema ＆ Dekker，

2000)。水滴浸入時間（Water drop penetration time, 

WDPT）試験では，疎水性高炉水砕スラグを乾燥密度

ρd=1.75g/cm3の条件で試料を詰め，水を滴下して実験し

た。その結果，WDPT＞3600 を計測し，極端な疎水性

を示すことが明らかになった。 

 

 

図-1 用いた高炉水砕スラグ 

 

２.２ 接触角試験 

地盤材料の疎水性の程度を評価する方法として，接

触角試験が利用される。水滴が平らな地盤材料に置か

れると，3 つの相（液相，固相，気相）の表面エネル

ギーが異なるため，異なる形状を示す。この時三相の

接触で示す角度を接触角という。接触角試験では，疎

水性高炉水砕スラグを乾燥密度 ρd=1.75g/cm3 の条件で

試料を詰め，水を滴下して，写真を撮影し，角度を計

測した。その結果，接触角の平均が 136.1°となり，

疎水性に分類されることが明らかになった。 

  

２.３ 水浸入水頭(WIH)試験 

水浸入水頭 (Water infiltration head, WIH) 試験では， 
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図-2 乾燥密度と水浸入水頭の関係 

 

図-3 層厚と水浸入水頭の関係 

 

疎水性高炉水砕スラグの遮水機能を評価した。水浸入

水頭は，水が供試体の表層に浸透した瞬間の水頭(hw)

を指すものとして定義される。水浸入水頭試験では，

アクリル円筒内に所定の乾燥密度で作製された供試体

の表面に水を滴下し，浸透が始まるまで水頭(hw)を上げ，

浸透時の水頭を測定する。Case A では，乾燥密度の変

化による水浸入水頭への影響を調べるため，乾燥密度

を ρd=1.50g/cm3~1.80g/cm3 の 7 通りに変化させ，高さ

5.0cm で供試体を作製し水浸入水頭を測定した。乾燥

密度と水浸入水頭との関係を図-2 に示す。その結果，

乾燥密度が増加すると水浸入水頭は増加することが分

かり，乾燥密度 ρd=1.50g/cm3 で十分な遮水機能を示す

(WIH=11.2cm)。次に，Case B では，十分な水浸入水頭

を得るのに必要な厚さの最小値について検討した。乾

燥密度を ρd=1.75g/cm3 とし，0.5mm 毎で層厚を増加さ

せ，Case A で求めた層厚 5.0cm の水浸入水頭の最小値

を超えたものを必要層厚（Require thickness：Zrt）と定

義し，その遮水性能について評価を行った。層厚と水

浸入水頭の関係を図-3 に示す。すると，層厚が 4.0mm

で層厚 5.0cm の水浸入水頭の最小値を超えたので，必

要層厚が Zrt=4.0mm となる。よって，層厚を小さくす 

 

図-4 飽和度と水浸入水頭の関係 

 

ることで，施工時のコスト削減が可能となると考えら

れる。Case C では，湿潤状態の疎水性高炉水砕スラグ

の遮水機能を評価するために，飽和度 Sr=10，20，30，

40%の条件について水浸入水頭を検討した。飽和度と

水浸入水頭の関係を図-4 に示す。その結果，飽和度 20%

までは乾燥状態の疎水性高炉水砕スラグの水浸入水頭

と変化はなかったが，飽和度 30%で急激に水浸入水頭

が減少する。よって，飽和度 20%までは遮水機能を示

すことができることがいえ，一度疎水性高炉水砕スラ

グに水が浸透しても，飽和度が 20%まで減少すれば遮

水機能が回復できると期待される。 

 

3．室内盛土模型実験 

3.1 概要 

水浸入水頭（water infiltration head, WIH）試験では，

珪砂 2～5 号，豊浦砂を用いて，疎水性地盤材料の遮水 

特性を評価した。水浸入水頭は，水が供試体の表層に

浸透した瞬間の水頭(hw)を指すものとして定義される。

水浸入水頭試験では，アクリル円筒内に所定の乾燥密

度で作製された供試体の表面に水を滴下し，浸透が始

まるまで水頭(hw)を上げ，浸透時の水頭を測定する。本

研究では，複合的に評価を行うため，Case 1: 乾燥密度，

Case 2: 層厚，Case 3: 混合率として計 3 つのケースに

分け，それぞれ試験条件に合わせて水浸入水頭試験を

実施した。 

  

3.2 試料の物理特性 

疎水性高炉水砕スラグ，珪砂 1 号，真砂土を用いた。

珪砂 1 号は排水経路，真砂土は被覆層，疎水材層の下

層として使用した。表-1に試料の物理特性を示す。疎 
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表-1 用いた試料の物理特性 

項目 
疎水性高炉 

水砕スラグ 
珪砂1号 真砂土 

土粒子密度(ρs)(g/cm3) 2.86 2.65 2.58 

最大乾燥密度(ρdmax)(g/cm3) 1.80 1.67 1.88 

最小乾燥密度(ρdmin)(g/cm3) 1.44 1.45 - 

最大間隙比(emax) 0.87 0.83 - 

最小間隙比(emin) 0.49 0.58 0.37 

平均粒径(D50)(mm) 0.45 4.50 0.38 

均等係数(Uc) 4.64 2.24 13.7 

透水係数(ks)(cm/s) 1.2×10-2 2.44×10-1 1.40×10-4 

 

図-5 Case 1 における実験装置の模式図 

 

水性高炉水砕スラグの水浸入水頭(WIH)値は 11.2cm で

ある。 

 

3.3 Case 1：疎水性高炉水砕スラグの遮水機能の検討 

金ら(2020)の研究では，疎水性豊浦砂が層厚 5.0mm，

降雨強度 100mm/h，傾斜角 10°，計測時間 5h という

条件で優れた遮水機能を示した。そこで，Case 1 では

それらの条件を一致させ試験を行い，疎水性高炉水砕

スラグの遮水機能を確認する。図-5 のように実験装置

は被覆層（真砂土）2.0cm，疎水材層（疎水性高炉水砕

スラグ）0.5cm，EC-5 センサー設置のための土層（真

砂土）3.0cm として模型盛土を作製した。降雨浸透の

有無を測定するため，疎水材層の下に真砂土の層を設

けて，その層内に 3 ヶ所 EC-5 センサーを設置した。ま

た，排水経路からの水の浸入を防ぐため，土層の側面

に厚さ 2.0cm で疎水材（疎水性高炉水砕スラグ）を設

置した。 

一方，水浸入水頭試験の結果から，乾燥密度

ρd=1.75g/cm3で十分な遮水機能(WIH=11.2cm)を示した。

そこで，室内盛土模型実験の Case 1 では，疎水性高炉 

表-2 盛土実験条件 

項 目 Case 1 Case 2 Case 3 

被覆層の厚さ(cm) 2.0 2.0 2.0 

疎水材層の厚さ(cm) 0.5 5.0 0.5 

真砂土層の厚さ(cm) 3.0 - 3.0 

初期乾燥密

度, ρdi (g/cm3) 

被覆層 1.50 1.50 1.50 
疎水材層 1.75 1.75 1.75 
土層 1.50 - 1.50 
排水経路(礫) 1.64 1.64 1.64 

降雨強度, I (mm/h) 100 100 100 

斜面傾斜角度, Φ (°) 10 10 10 

測定時間, t (h) 5 5 5 

 

 

図-6 Case 1 における EC-5 センサーの測定結果 

 

水砕スラグを用いて，乾燥密度 ρd=1.75g/cm3 で締固め

を行い，模型盛土を作製した。表-2 に実験条件をまと

めている。 

EC-5 センサーにより測定された結果を図-6 に示す。

降雨強度 100mm/h で 5 時間測定したが，いずれの降雨

強度でも，終了時点でセンサー（No.1，No.2，No.3）

の反応は見られなかった。また，実験開始後すぐに被

覆層に水が浸入し，実験終了後，被覆層は完全に湿潤

状態であった。一方，下の疎水材層，EC-5 センサーを

入れた真砂土層は乾燥状態であった。以上の結果から，

疎水材層 0.5cm（乾燥密度 ρd=1.75g/cm3）の条件におい

て，疎水材層内への降雨浸透は起こらないことが確認

され，疎水性高炉水砕スラグの優れた遮水機能が明ら

かになった。 

 

3.4 Case 2：湿潤状態での疎水材の遮水機能の検討 

水浸入水頭試験では，疎水性高炉水砕スラグの飽和

度が20%で優れた遮水機能を示したため，Case 2 では，

飽和度を 20%にした疎水性高炉水砕スラグを用いて実

験を行う。実験装置の模式図は図-7 のように被覆層

2cm，疎水材層を 5cm として模型盛土を作製した。こ 
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図-7 Case 2 における実験装置の模式図 

 

 

図-8 Case 1 における EC-5 センサーの測定結果 

 

こで，飽和度 20%の疎水性高炉水砕スラグは層厚 5cm

で十分な遮水機能を示したが，層厚 5mm では十分な遮

水機能を示さなかったため，疎水材層を 5cm としてい

る。また，降雨浸透の有無を測定するため，疎水材層

に 3 ヶ所 EC-5 センサーを設置した。水浸入水頭試験と

同様に初期乾燥密度 ρd=1.75g/cm3 の状態から飽和度を

20%にして，模型盛土を作製した。表-2 に実験条件を

まとめている。 

EC-5 センサーにより測定された結果を図-8 に示す。

降雨強度 100mm/h で 5 時間測定した結果，初期のセン

サー（No.1，No.2，No.3）は飽和度 20%を示す体積含

水率 θSr=20%=0.08 を示している。そこから終了時点でセ

ンサー(No.1, No.2, No.3)の反応は変化していないこと

が分かる。つまり，降雨による浸透は発生していない

といえる。実験開始後すぐに被覆層に水が浸入し，終

了後，被覆層は湿潤状態であった。疎水材層は側面に

水が浸透しているように見えたが，内部を確認すると

乾燥状態であった。これは，用意した模型装置の壁面

(アクリル)を通じて水みちができ浸透したと考えられ

る。よって，飽和度を 20%にした疎水性高炉水砕スラ 

 

図-9 Case 2 における実験装置の模式図 

 

 

図-10 Case 3 における EC-5 センサーの測定結果 

 

グでも，疎水材層への降雨浸透は発生しない，すなわ

ち優れた遮水機能を維持することが明らかになった。 

 

3.5 Case 3：遮水層の浸透破壊状況の検討 

前述した Case 1 と Case 2 では，排水経路を設けて現

場斜面と同様の経路としていた。しかし，水浸入水頭

(WIH)試験の結果が盛土斜面に適用できるかどうかを

検討するため，Case 3 では遮水層を土槽内で設ける位

置を低くし，水頭が高くなるよう非排水条件として設

定した。前章での水浸入水頭(WIH)試験により，疎水性

高炉水砕スラグ（乾燥密度 ρd=1.75g/cm3）では，

WIH(hw)=11.2cm という結果を得たので，計測水頭が

12cm 以上になるように設計した。実験装置の模式図は

図-9 のように被覆層 2.0cm，疎水材層 0.5cm，EC-5 セ

ンサー設置のための土層 3.0cm として模型盛土を作製

した。降雨浸透の有無を測定するため，疎水材層の下

に真砂土の層を設けて，その層内に 3 ヶ所 EC-5 センサ

ーを設置した。また，排水経路からの水の浸入を防ぐ

ため，土層の側面に厚さ 2.0cm で疎水材（疎水性高炉

水砕スラグ）を設置した。模型内部の水頭(hw)を計測す

- 51 -



るために，疎水材層の上部(No.3 の EC-5 センサーの上

部)に間隙水圧計を設置する。この読み値を水頭に変換

し水浸入水頭を読み取る。また，試料や模型の条件は

Case 1 と同様に設定した。さらに，試験終了は水頭が

十分高くなり疎水材層およびその下層が十分浸透した

様子が見られた時とする。表-2 に実験条件をまとめて

いる。 

EC-5 センサーおよび間隙水圧計により測定された

結果を図-10に示す。降雨強度100mm/hで測定したが，

まず，測定開始 55 分後にセンサーNo.3 が反応した。

またその時の間隙水圧計の読み値を水頭に直すとおよ

そ 13cm であった。また，70 分後にセンサーNo.2 が，

100 分後にセンサーNo.1 が反応し，試験が終了した。 

以上の結果から，室内盛土模型実験における水浸入

水頭が 13cm であり，これは，水浸入水頭(WIH)試験の

結果 WIH=11.2cm と比較すると類似しているといえる。

すなわち，水浸入水頭(WIH)試験により求められた

WIH 値(hw)が疎水性地盤材料の遮水性能を表すことが

証明できたと考えられる。 

 

4. 結論 

本研究では，疎水性高炉水砕スラグに注目し，疎水

性の評価を行い，室内盛土模型実験により疎水性地盤

材料の浸透特性及び実際の施工現場での疎水性地盤材

料の適用性について評価を行った。疎水性評価では水

滴浸入時間(WDPT)試験，接触角試験を行い，疎水性高

炉水砕スラグの優れた疎水性を示した。また，室内盛

土模型実験では，水浸入水頭試験で得られた結果を踏

まえて乾燥状態，湿潤状態の疎水性高炉水砕スラグに

対する遮水性能の評価により，疎水性地盤材料の盛土

斜面への適用性を評価した。以下に，本研究で得られ

た結果及び考察についてまとめる。 

 

(1) 水性高炉水砕スラグを用いた水滴浸入時間(WDPT)

試験では WDPT＞3600 を計測し，極端な疎水性を

示すことが明らかになった。また，接触角試験では，

平均 136.1°を計測し，高い疎水性を持つというこ

とが分かった。 

(2) 水浸入水頭(WIH)試験では，疎水性高炉水砕スラグ

の乾燥密度が大きいほど，遮水機能が増加すること

が明らかとなり，乾燥密度 ρd=1.75g/cm3で十分な遮

水機能(WIH=11.2cm)を示した。また，層厚を変化さ

せた結果，層厚 4.0mm 以上であれば，十分な遮水

機能を発揮することになり層厚を小さくすること

による施工のコスト削減に繋げることが可能であ

る。一方，飽和度の影響に関する試験結果では，飽

和度 20%までは十分な遮水機能を示すことが明ら

かとなった。つまり，一度降雨により疎水材層に水

が浸透したとしても，地盤が乾燥し始め，飽和度が

20%を下回る状態になると，もう一度遮水機能を示

すということがいえる。 

(3) 乾燥状態の疎水性高炉水砕スラグを用いて室内盛

土模型実験を行ったところ，測定時間 5h で降雨浸

透が生じないことが明らかとなった。つまり，乾燥

状態の疎水性高炉水砕スラグの疎水材層への設置

は降雨浸透による斜面崩壊の対策として有用であ

ると考えられる。 

(4) 疎水性高炉水砕スラグ（飽和度 20%）を用いて室内

盛土模型実験を行ったところ，測定時間 5h で降雨

浸透が生じないことが明らかとなった。つまり，一

度降雨により疎水材層に水が浸透したとしても，地

盤が乾燥し始め，飽和度が 20%を下回る状態になる

と遮水機能が回復できることで，断続的な降雨にも

有用であると考えられる。 

(5) 室内盛土模型を非排水の状態について実施し，模型

内での浸透状態，すなわち水浸入水頭(WIH)を検討

した。模型実験では，土中水分計が反応したタイミ

ングでWIH=13cmという結果を得ることができた。

WIH 試験では，WIH=11.2cm という結果を得たので，

室内盛土模型を用いたWIH計測はWIH試験の結果

が再現できたと考えられる。 
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ALB 計測による 3 次元河道条件の推定と旭川分流堰周辺の洪水流解析への応用 

 

岡山大学学術研究院 環境生命科学学域 

吉田 圭介 

 

平成 30 年 7 月豪雨では岡山市を縦断する旭川では分流堰「一の荒手」の治水機能が発揮され，市街地は外水

氾濫の被害から免れた．一の荒手は固定堰であり，堰前面の中州周辺には樹木や竹林の群落が存在するため，

流況は複雑であり，一般的な平面 2 次元解析の適用が妥当かは判断できない．一方，学術的には従来，植生場

の 3 次元流解析は模型（主に柱状の金属片）を用いた基礎研究が主であり，実際の植生の検討は限られている．

また，現地を対象とした解析では河川流量および河床高と地被定数の面分布の把握が重要になるが，後者では

河道広範囲の計測手法は確立しておらず，課題であった．そこで，本研究では航空レーザ測深(ALB)の点群デー

タから河道の地形や地被・植生の平面分布を推定し，植生に関しては新たに抵抗要素の鉛直分布を考慮した 3

次元モデルを検討した．また，得られた現地条件を 3 次元モデルに組み込んで，平成 30 年洪水を対象に分流部

周辺での洪水流況の再現計算を試み，水位や流速場の現地観測結果と比較して解析精度を検討することとした．        

  

 
図-1 平成 30 年洪水後の分流部の様子 

（旭川左岸：12.2KP付近） 

1. はじめに 

 近年，豪雨災害が頻発し，全国各地で甚大な水害

が発生している．平成 30 年 7 月豪雨では岡山県倉

敷市真備町において小田川やその支川の堤防が決

壊し，大規模な浸水被害が生じた．一方，岡山県内

の他の国直轄河川ではハード対策が功を奏し，例え

ば岡山市を縦断する旭川では，放水路である百間川

の河口水門，および分流部の改修事業（図-1）が洪

水前に概ね完成したため，岡山市街地は外水氾濫の

被害から免れた 1)． 

分流部の主な改修事業は，歴史的な「一の荒手」の

構造強化と背割堤の嵩上げである．一の荒手は練積

み石組みの固定堰であり，分派流は堰周辺の樹木分

布や地形起伏に依存する可能性がある．そのため，

洪水時の河床変動や植生流出が実際の分流量，さら

には洪水後の河道変化にどう影響するのかを十分

に検討しておくことは重要である． 
著者らはこれまで旭川河道や分流部周辺の洪水流

況を平面2次元数値解析モデルで検討してきた 1), 2)．

その結果，縦断水位や分流量に関して定性的には概

ね再現性が確認されたが，堰周辺の定量的な流動や

河床変動の評価は困難であり，今後は 3 次元モデル

を用いた詳細な検討が必要と考えられた．一方，こ

れまでの水工学分野では，植生を含む水理現象の 3
次元流動解析は実験室レベルでの模擬植生の乱流

場を対象とした基礎研究が主流であり 3)，現地での

検討は限られる 4)．これにはスケールを踏まえた植

生乱流のモデル化 5)に加えて，河川広域での植生分

布の再現性や，検証データとしての洪水流観測の難

しさなど，複数の理由が考えられる． 
一方，近年では航空レーザー測深(ALB), モービルマ

ッピングシステム(MMS), 無人航空機(UAV)などによ

る河道の測量技術 6)は著しく向上しており，3 次元地形

情報が以前と比較して容易に得られるようになってい

る．また，開発途上ではあるが，地被や植生種は概略，

数 m のオーダで推定可能となっている 7)．そのため，

新たな計測・フィルタリング技術の導入が河川流解析

の精度向上に限らず，河川管理の高度化（例えば，河

川環境のモニタリング 8)や Construction Information 

Modeling (CIM)への活用など）へ広く応用できるもの

と期待される． 

本研究ではこうした背景の下，河道の ALB 点群デ

ータから地形や地被・植生分布を得て 3 次元河道モ

デルを構築し，平成 30 年 7 月豪雨時の旭川の洪水

流を対象に，分流部周辺での 3 次元洪水流の数値計

算を行う．また，現地計測結果や既往の 2 次元計算

結果と比較し，計算精度を検討する． 

 

2. 平成 30 年 7 月豪雨時の旭川下流部の洪水 

2.1 旭川洪水の概況と洪水の影響 
図-2 は本研究で対象とする分流堰周辺の河道区

間を示す．図中の範囲が 3 次元解析の領域である．

図-3 は旭川下流の基準地点である下牧と，旭川本川
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の三野観測所および百間川分流部付近の中原観測

所における豪雨時の水位・流量ハイドログラフを示

す．降雨特性により，7/6 と 7/7 の深夜帯に洪水のピ

ークが観測された． 
図-4はCCTVカメラにより 7/7の午前6時半頃に

撮影された一の荒手周辺の越流状況を示す．この時

刻はピーク流量時を過ぎているが，洪水の濁流が巻

石部の高さで旭川から百間川へ流れ込む様子が観

察される． 
 

2.2 洪水による植生と河床の変化 

図-5 は洪水前後に分流部周辺で撮影した UAV 写

真である．洪水の影響で，分流部より上流では主に

草本類の植生が流出し，分流部前面では土砂の堆積

や洗掘が観察される．なお，この洪水により分流部

前面の明星堰の一部が破損した． 
本洪水の前後では ALB によって河道測量が行われ

た．表-1 には計測機器の仕様と，計測の諸元を示し

た．計測機器は Leica Chiroptera II を用いた．2017 年

は固定翼，2019 年は回転翼による飛行のため，地上

点密度が異なる． 
図-6 は ALB 計測結果より得られた解析範囲の地

被・植生分類と，洪水による植生変化を示した．旭

川本川，百間川ともに砂州上の水際には樹木が生い

茂り，本川の中州には竹林が密生している．本洪水

では河床変動に伴って砂州上の草本類の多くが流

出し，また樹木の一部は流出・倒伏したが，竹林に

は変化は生じなかった．ここで，樹木の倒伏はALB
の差分結果と UAV 写真より判断した．なお，洪水

前後の衛星写真などを詳細に調べると，図中の赤点

線部は洪水による変化ではなく，洪水前の人為的な

工事（分流部事業）に伴う伐採による変化であるこ

とが分かった． 
図-7 は洪水前後での ALB 測量結果の差分を示

す．プラスが堆積，マイナスが洗掘を示す．図中で

は洪水に関係無く，人為的な工事によって河床高変

化が生じた箇所は黒破線で囲んだ．洪水の影響で，

旭川本川では 13 KP 周辺で樹林部下流での河床変動

や，明星堰や三挺樋堰の堆積が顕著に見られる．図

-6 の百間川 13 KP 付近にある赤点線部において図

-7 では浸食が確認できるが，複数の時期の航空写真

から，このことは伐採の影響ではなく洪水による地

形変化と確認した．また，洪水の影響で一の荒手の

前面の明星堰の一部が破損した． 

 
 

 
図-4 一の荒手の越流状況 7/7 6:30  
（上写真:下流側，下写真:上流側） 

 

 
図-5 三次元計算領域の UAV 写真（左図：洪水前

2018.05.22，右図：洪水後 2018.07.20） 

 

図-2 検討対象領域と分流部周辺の諸構造物位置図 

 

図-3 平成30年西日本豪雨時における 

旭川の水位・流量ハイドログラフ 
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  表-1 ALB 計測で用いた機器仕様と計測諸元 

 項目 計測年月 
2017.11 2019.01 

機器 
仕様 

レーザ波長帯 
(nm) 

近赤外 1,064 
緑 515 

計測 
仕様 

レーザ照射数 
(万発/秒) 

近赤外 20 14.8 
緑 3.5 

対地高度(m) 500 
飛行速度(km/h) 220 110 

計測点密度
(1/m2) 

近赤外 8.0 64.0 
緑 2.0 4.5 

 

 
図-6 地被分類(左)と洪水による植生変化(右) 

3. 植生を考慮した３次元洪水流解析モデル 

3.1 植生分布データの作成および植生抵抗の考え方 

まず，図-8 は(a)2 次元モデルおよび(b)3 次元モデル

における植生分布の考え方を示している．2 次元モ

デルでは，平面上の 1 点において 1 つの植生情報し

か考慮できないのに対し，3 次元モデルでは鉛直方

向に複数の植生情報を考慮することができ，さらに

空間的な分布も考慮することができる．本研究で

は，1 辺 0.5 m の立方体に 1 点の植生情報を有する

前処理付き ALB データを使用し，3 次元計算格子（5
m × 5 m × 0.25 m）に落とし込むことで植生分布デー

タを作成した．図-9 は作成した旭川 12.0 KP 断面に

おける 3 次元の植生分布データを示している．ここ

で，ALB データでは，木本の葉部分を草本として判

定している場合があったため，本研究では河床から

3 m 以上の位置にある草本は木本として処理した． 

次に，植生抵抗の考え方であるが，図-8(b)に示され

る木本の幹部分，草本，および竹林については従来

同様 1),2)，抗力係数を用いた流速の 2 乗に比例する

形で抵抗をモデル化した．一方，木本の枝葉部分に

ついては，空隙の極めて大きい多孔質体として捉

え，ポーラスモデルにより抵抗をモデル化した．た

だし，ALB データから木本の枝葉部分を判定するこ

とは現段階では困難であったため，樹高の半分以上

の高さにある木本を枝葉部分と判定した． 

 

3.2 基礎方程式と数値計算法 

 本研究では，ポーラスモデルに基づく以下の 3 次

元流れの基礎方程式を使用した．ただし，枝葉部分

の空隙率は極めて大きいとし，本研究では慣性力係

数を 0 とした．また，乱流モデルには標準型 k-εモ

デルを採用し，植生抵抗による影響を考慮した 3)．
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図-7 洪水による河床変動量 (ALB 計測差分) 

 

  
 (a) 2 次元モデル (b) 3 次元モデル 

図-8 モデルの違いによる植生分布の概念図 
 

 

図-9 旭川12.0 KP断面における 

3次元植生分布データ 
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[ k-方程式 ] 
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[ ε-方程式 ] 
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ここに，t：時間，添え字 i, j：総和規約に従い，(1, 2,
3)はそれぞれ(x, y, z)方向を表す，ui：i 方向の流速成

分，γv：空隙率，γ(i)：i 方向面積透過率，g：重力加

速度，δ3i：クロネッカーのデルタ，ρ：流体の密度，

P = p + 2/3ρk，p：圧力，k：乱流エネルギー，ν：動

粘性係数，νt：渦動粘性係数，ε：乱流エネルギー散

逸率，Fi：植生抵抗の i 方向成分，CD：抗力係数，λ：
植生密生度である．k-εモデルの定数には，Cμ = 0.09，
σk = 1.0，σε = 1.3，Cε1 = 1.44，Cε2 = 1.92 を用い，植生

抵抗に係る係数は，Cfk = 1.0，Cfε = Cfk Cε2/Cε1とした
3)．また，γ(i)は河床及び木本類枝葉に相当する格子

でのみ 1 以下の値となる変数であり，λ との関係性

は無い． 
数値計算法として，計算格子にはコロケート格子を

採用し，HSMAC 法により格子境界流速および圧力

を，Fractional-step 法により格子中央流速を逐次更新

した．運動方程式移流項には WENO 法を適用し，

k-および ε-方程式は hybrid 法により差分化した． 

 

4. ３次元洪水流解析モデルの妥当性の検証と２次

元モデルとの比較 

4.1 平成３０年７月豪雨を対象とした検討 
計算領域は 3 次元（3D）および 2 次元（2D）モ

デル 1),2)ともに図-2 の範囲である．ただし，両モデ

ルでは座標系が異なるため，旭川の下流端は両者と

も 11.0 KP でほぼ一致しているものの，百間川の下

流端は，3D では矩形の計算領域に合わせるため，

12.8 KP より若干下流に位置させた．表-2 に解析条

件を示す．木本（枝葉）の空隙率 γvは予備解析によ

り決定した．植生抵抗に係る各係数やマニングの粗

度係数は，従来の研究 1),2)を参考に決定した．また，

粗度による河床と堰との区別はしていない．地形お

よび植生条件には，両条件が揃っている2017年ALB
データを使用した．ここで，図-6 より，この洪水に

よる植生の流失は草本類が主であり，その草本類は

分流量に大きな影響を与えないものと考え，本解析

モデルでは，洪水時の植生の倒伏・流失は考慮して

いない． 
図-10 は旭川痕跡水位と解析水位を比較したもの

である．分流部の 12.4 KP より上流側で，両解析水

位は痕跡より約 0.3 m 低い．しかしながら，12.2 KP
より下流側では両モデルとも痕跡水位を再現でき

ている．また，両解析結果はほぼ一致しているもの

の，観測ピーク水位と比較すると，中原（図-2 参照）

では 3D の方が観測水位に近く，再現性が良い． 

図-11は百閒川12.8 KPにおけるSTIVによる表面

流速と解析結果を比較したものである．ただし，2D
は水深平均流速のみ示している．ここで，高水敷上

の STIV 解析結果では流速を精度良く推定できてい

ない．これは，CCTV カメラが低解像度なためであ

る．また，堰周辺の急激な水深変化により表面流が

乱れており必ずしも正しい流速とは言えない．よっ

て参考値として理解されたい．3D 表面流速と STIV
を比較すると，y' = 40 m より左岸側では過大評価で

あるものの，右岸側では概ね一致している．また，

12.8 KP は二の荒手直下であるため，y' = 60～120 m
で 3D の表面と水深平均では，流速の分布傾向が異

なる．一方の 2D では，y' = 70 m より左岸側で流速の

表-2 平成30年7月豪雨を対象とした解析条件 

 

離散
間隔

時間方向 Δt = 0.05 s

空間方向 Δx = Δy = 5.0 m，Δz = 0.25 m

植
生

木本（枝葉）空隙率 γv 70 %（一定値）

密生度
λ (1/m)

木本（幹） 樹高5 m以下: 0.023，5 m以上: 0.013

草本 0.031

竹林 0.286

抗力係数 CD 1.0

マニングの粗度係数 (m–1/3/s) 低水路：0.028，高水敷：0.026

下流
水位

ピーク流量時
Q = 4,251 m3/s

旭川 11.0 KP：7.180 m
百間川 12.8 KP：8.190 m

STIV計測時
Q = 4,146 m3/s

旭川 11.0 KP：7.141 m
百間川 12.8 KP：8.158 m

 

図-10 旭川痕跡水位・観測水位と解析水位との比較 

 
図-11 百間川12.8 KPでのSTIV表面流速との比較 
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低下が著しく，右岸側に流れが集中している．その

結果，3D の水深平均流速分布とも大きく異なる．

百閒川の解析境界が両モデルで若干異なる影響（図

-12 参照）も考えられるが，いずれにしても 2D で

は荒手堰の影響による流況の変化を捉えきれてい

ない． 

図-12 は両モデルによる水深平均流速ベクトルを

示している．ここで，図-12 はベクトルを間引いて

表示しており，座標系が異なることからも，同一の

表示とはなっていない点に注意されたい．全体的に

は両者ともほぼ同様の結果ではあるが，百間川の背

割堤側を見ると，3D では明瞭な剥離渦が形成され

ている．これは，3D と 2D での座標系や渦動粘性係

数の評価，移流項の差分法等の違いによる影響と考

えられる．一方，図-13 は 3D による分流堰周辺の

(a)水面および(b)底面（河床から Δz/2 上）での平面

流速ベクトルを示している．赤破線で囲まれた領域

では，水面と底面で流向が大きく異なっている．更

に，図-14 は図-14(b)および図-2 に示される(a)A–A'
断面および(b)B–B'断面での縦断流速ベクトルを示

している．明星堰直下では主流の潜り込みや剥離が

混在しており，3 次元的な流況が発達している．こ

のような流況は 2 次元モデルでは再現できず，河床

変動解析を鑑みると3次元モデルが必要であること

が分かる． 
以上より，本研究で構築した植生分布を考慮した

3 次元洪水流解析モデルの妥当性が確認できた． 

 

4.2 流量条件を種々変更した分流量に関する検討 

ここでは，流量条件を種々変更した 3D および 2D
による数値解析により，百間川への分流量について

検討を行った．計算条件は表-2 と同様であり，流量

条件は表-3 に示す通りである．ここで，地形条件に

ついては明星堰の破損が分流に与える影響を検討

するため，2017 年および 2019 年地形で検討を行っ

た． 
解析結果を表-3および図-15にそれぞれ示す．ま

た，図-15には計画分流量も示している．明星堰破

損後は数%ほど分流量が多くなるものの，破損前と

大きな差は無い．また，3Dおよび2Dの全ての解析

結果はほぼ一致しており，さらに，両解析結果は計

 
(a) A–A' 断面 

 
(b) B–B' 断面 

図-14 3 次元モデル（3D）による縦断流速ベクトル 
 

表-3 百閒川分流量に関する解析条件と結果 

 
 

 

図-15 分流量比較 

分流前
流量

Q (m3/s)

旭川
11.0 KP
水位 (m)

百間川
12.8 KP
水位 (m)

3D分流量 (m3/s) 2D分流量 (m3/s)

2017
地形

2019
地形

2017
地形

2019
地形

1,000 4.822 5.355 8 16 30 36

2,000 5.552 6.402 341 340 353 352

3,000 6.282 7.314 668 750 704 760

4,251 7.180 8.190 1,214 1,262 1,203 1,308

5,000 7.676 8.682 1,552 1,601 1,505 1,641

5,800 8.205 9.117 1,865 2,007 1,869 2,001
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3D解析（2017地形）

3D解析（2019地形）

2D解析（2017地形）

2D解析（2019地形）

 
(a) 3 次元モデル（3D） 

 

(b) 2 次元モデル（2D） 

図-12 水深平均流速ベクトルの比較 

 

  
 (a) 水面 (b) 底面 

図-13 3次元モデル（3D）による平面流速ベクトル 
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 の大きな洪水では分派量に影響を与える可能性

がある．今後は河床変動解析（掃流砂や浮遊砂）

を併せて検討し，中州周辺の深掘れ現象との関係

や，旭川から百間川へ輸送される流砂量を検討し

ていきたい． 
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画分流量とも一致している．すなわち，現状の植生

状況であれば，概ね計画通りの分流となる可能性が

ある． 

 

5. まとめ 

 本研究では，河道の ALB 点群データから地形や植

生データを抽出して 3 次元河道モデルを構築し，平

成 30 年 7 月豪雨時の旭川の洪水流を対象に，分流

部周辺での 3 次元洪水流解析を行った．そして，現

地計測結果や既往の 2 次元モデルと比較し，計算精

度を検討した．以下に本研究で得られた成果をまと

める． 

[1] 平成30年7月豪雨前後におけるALB計測から，河

道の地形，地被，植生の状態を再現した．その結

果，洪水による対象領域の地形変化や植生の流

出・倒伏状況を確認することができた．また，

ALBデータを活用して，植生の3次元モデルを作

成することができた． 
[2] 植生分布を考慮したポーラスモデルに基づく3次

元洪水流解析モデルを構築した．平成30年7月豪

雨時の洪水流への適用から，本解析モデルは当時

の流況を既往2次元モデルよりも良好に再現でき

ており，モデルの妥当性を示すことができた． 
[3] 流量条件を種々変更した分流量に関する検討を

行った．本3次元モデルは既往2次元モデルの結果

と良好に一致し，さらに計画分流量とも一致する

ことが示された．現状の植生状況であれば，計画

相当の分流ができる可能性が示された． 
 
以上の結論が得られたが，本研究には以下の課題

があり，今後も継続的に取り組む予定である． 
[1] 本研究で構築した解析手法では枝葉のモデル化

において仮定が存在し，空隙率は試行錯誤から決

定した．そのため，その妥当性を現地計測や流況

観測等から検証する必要がある． 
[2] 本研究では単一の大規模洪水のみを扱ってお

り，今後は他の中小規模の出水における数値解析

を併せて行い，スケール毎の相違や普遍性を明ら

かにしたい． 
[3] 本研究で構築した3次元モデルでは洪水時の植

生の倒伏や流失を考慮していない．より規模の大

きな洪水では解析の精度面で問題になる可能性

がある．そのため，今後は洪水時の植生の消失（流

水抵抗の減少など）を考慮する必要がある． 
[4] 本研究では河床変動を扱っていない．より規模
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飼料用生菌剤への応用に向けた高免疫賦活化能を有するバクテリオシン産生乳酸菌 
の選抜と評価 

 

岡山大学学術研究院環境生命科学学域（農） 

畑生俊光 

 

（概要）バクテリオシン産生乳酸菌を用いた新奇家畜用生菌剤の開発を最終目的として、①鶏腸管よりバクテ

リオシン産生能を有する乳酸菌の分離と免疫賦活可能の検討、②すでに単離保存されていたバクテリオシン産

生乳酸菌 5菌株について、それらのマクロファージ（MΦ）活性化能の検証、③鶏に対する乳酸菌 Lactobacillus 

acidophilus L-55株（L-55）投与による免疫増強作用の評価、を行った。①鶏腸管から乳酸菌計 271株を分離

した。分離乳酸菌 271 菌株のバクテリオシン産生試験の結果、バクテリオシン産生菌株は今回分離した菌株か

らは得られなかった。②既存のバクテリオシン産生乳酸菌 5株（A,B,C,D,E株）による MΦ活性化試験の結果は、

A株のみ P388D1株による IL-1βおよび COX-2遺伝子発現を誘導した。③in vivoにおける評価系を構築する目

的で、L-55摂取鶏にニューカッスルウイルス（NDV）生ワクチンを投与し、脾臓のサイトカイン遺伝子発現を定

量的 RT-PCR 法にて測定した。その結果、NDV 二回目接種後脾臓における IL-1βおよび IFN-γ遺伝子発現量が

L-55投与群で有意に増加したことから、今後の in vivo評価系が構築できたと考えた。 

 

【緒言】感染症は、畜産業において家畜の発育不良

を引き起こし、時に致死的であるため、甚大な経済

損失を与えることがある。そのため、畜産業では、

抗生物質を成長促進剤として使用することが一般的

になっている。成長促進剤の効果は、不衛生な環境

であるほど高いため、周辺環境からの微生物侵襲に

よる免疫ストレス軽減に由来するものと考えられる。

しかし、成長促進剤の多用は、薬剤耐性菌の家畜で

の出現率上昇や人への拡散リスクをもたらすため、

代替技術への転換や新奇成長促進剤の開発が望まれ

ている。そのような背景の中で、整腸作用や免疫賦

活作用等のプロバイオティック能を有した乳酸菌が

生菌剤として多々検討されており、様々な研究成果

を基に実際に抗生物質に代わる成長促進剤として近

年では利用されるようになってきている。 

乳酸菌の中には、抗菌物質であるバクテリオシン

を産生する菌株が存在する。バクテリオシンは、細

菌が産生する抗菌ペプチドの総称であり、主にグラ

ム陽性菌に対して広く、もしくは選択的に効果を発

揮する。加えて、他の抗生物質と異なり、ペプチド

性ゆえに環境中に残存する可能性が低く、耐性菌出

現の可能性も低いことが知られる。そのような有用

な性質を利用して、これまでバクテリオシンおよび

その産生菌は食品保蔵や医薬品へ応用展開されてき

た。しかし、バクテリオシンおよびその産生菌の生

菌剤としての畜産利用はほとんどなされていない。 

そこで、免疫賦活作用と抗菌作用の相乗効果による

高度な微生物制御を実現する新奇家畜用生菌剤（成

長促進剤）の開発を最終目的として、①鶏腸管より

バクテリオシン産生能を有する乳酸菌の分離と免疫

賦活可能の検討、②すでに単離保存されていたバク

テリオシン産生乳酸菌 5菌株について、それらの免

疫細胞活性化能の検証、③鶏に対する乳酸菌

Lactobacillus acidophilus L-55株投与による免疫

増強作用の評価、を行った。                   

 

【方法】（1）鶏腸管からの乳酸菌の分離とバクテリ

オシン産生能の検証：腸管の回収は、ソムノペンチ

ルの過剰投与によりと殺した白色レグホーン種幼ヒ

ナから回収した。乳酸菌は、回収した腸管（小腸、

盲腸、大腸）を長軸方向に眼科はさみで切開した後、

腸内容物を回収し、さらに綿棒で腸管表面を擦過す

ることで行った。腸管より回収した腸内容物および

腸管表面擦過物は、MRS液体培地、TYLG液体培地で

培養後寒天培地にて培養し、コロニーを得た。バク

テリオシン産生能の判定は、中和後オートクレーブ

処理して得られた乳酸菌培養液を指標菌（Listeria 

monocytogenes VTU206および L. bulgaris JCM 1002）
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を播種した寒天培地に塗布して 30℃および 37℃で

培養して行った。 

 

（2）バクテリオシン産生乳酸菌による MΦ株活性

化の検証：MΦ株はネズミ MΦ株である P388D1株を

用いた。これらの細胞株は、10％FBS添加 RPMI 

1640（継代培地）にて維持したものを試験に用い

た。乳酸菌添加による MΦ株活性化の検証は、以下

の手順で行った。MΦ株は、2×105個/mlを 6穴培

養皿に播種した。24時間培養後、バクテリオシン

産生乳酸菌 5株（A:ナイシン A産生菌、B:ナイシン

Z産生菌、C:ガセリシン A産生菌、D:ガセリシン T

産生菌、E:メセンテリシン産生菌）は、細胞株の培

養液に 20㎍/mlとなるように添加後、24時間培養

した。その後、細胞株の培養上清を除去し、リン酸

緩衝液で洗浄後 MΦ株を回収した。RNAは、RNAzol® 

(フナコシ)を用いてプロトコールに従って回収し

た。cDNA合成は、トータルRNA (0.5 μg) を

ReverTra Ace® RT Master Mix （TOYOBO）を用いて

オリゴ dT18プライマーで逆転写してえた。qPCR 

Master Mix kitのプロトコールに従い、すべての

cDNA産物は RNase-free waterで 50倍に希釈し、

使用するまで-20℃で保存した。比較対象として、

LPS（シグマ H011）、ザイモザン（シグマ）、L. 

acidophilus L-55株（オハヨー乳業提供株：L-

55）凍結乾燥粉末を用いた。 

定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応 (RT-qPCR) は、

を使用して実施した。MΦ株活性化の指標としてのサ

イトカイン（IL-1βおよび IFN-γ）遺伝子発現は、

OneTaqポリメラーゼ（NEB）を用いた RT-PCRにより

各遺伝子発現を確認後、Mini Opticonリアルタイム

PCRシステム (BioRad) で、BrilliantIII Ultra-

Fast SYBR®GreenQPCR Master Mix Kit  (アジレン

ト・テクノロジー株式会社)を用いて発現遺伝子量を

定量した。リアルタイム PCRは、95°C で 5分間加

熱後、95°C 15秒、60℃ 1分の反応を 40サイク

ル繰り返す反応条件で行った。相対的な mRNA 発現

量は 2-ΔΔCT法を使用して計算した。 

 

（3）鶏に対する乳酸菌 L-55株投与による免疫増強

作用の評価：実験に供したニワトリは、白色レグホ

ーン種 1週齢の幼ヒナを用いた。幼ヒナは有精卵か

ら孵化した後、1週間を 37℃の育すう器内で馴化飼

育した。L-55は、オハヨー乳業より供試された凍結

乾燥粉末を用いた。L-55は、体重 100gあたり 0.15mg

となるように生理食塩水で調整し、孵化 1週間後よ

り 1羽当たり㎖をラット用経口ゾンデを用いて毎日

同時刻に強制経口投与を行った。孵化 4 週後（1 回

目接種）および孵化 6週後（ブースター接種）に、

ニワトリに対してニューカッスル病ウイルス生ワク

チン（NDV；clone ND30）を点眼および点鼻にて接種

した。NDV 接種ニワトリは、脾臓を回収するために

NDV 接種 1 週間後にソムノペンチルの腹腔内過剰投

与により安楽死させた。脾臓の RNAは、RNAzol® (フ

ナコシ)を用いてプロトコールに従って回収した。

cDNA合成は、トータルRNA (0.5 μg) を ReverTra 

Ace® RT Master Mix （TOYOBO）を用いてオリゴ dT18

プライマーで逆転写してえた。すべての cDNA 産物

は qPCR Master Mix kit のプロトコールに従い、

RNase-free waterで 50倍に希釈し、使用するまで

-20℃で保存した。定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反

応 (RT-qPCR) は、を使用して実施した。MΦ株活性

化の指標としてのサイトカイン（IL-1βおよび IFN-

γ）遺伝子発現は、KOD FX-plus（TOYOBO）を用いた

RT-PCRにより各遺伝子発現を確認後、Mini Opticon

リアルタイム PCR システム (BioRad) で、

BrilliantIII Ultra-Fast SYBR®GreenQPCR Master 

Mix Kit  (アジレント・テクノロジー株式会社)を

用いて発現遺伝子量を定量した。リアルタイム PCR

は、95°Cで 5分間加熱後、95°C 15秒、60℃ 1

分の反応を 40サイクル繰り返す反応条件で行った。

相対的な mRNA 発現量は 2-ΔΔCT法を使用して計算し

た。 

 

・統計解析：全ての統計分析は、Microsoft® Excel 

ver16.43を用いて行った。実験データは、平均値±

標準誤差で示した。2 標本間の有意差の有無を確認

するために、2 標本による F 検定を行い、等分散・

不等分散を判定した後、t検定を行った。p＜0.05を

有意差ありとした。 
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【結果と考察】（1）鶏腸管からの乳酸菌の分離とバ

クテリオシン産生能の検証：鶏腸管（小腸、盲腸、

大腸）内容物および腸表面のスワブから乳酸菌計

271 株を分離した。指標菌を用いた分離乳酸菌 271

菌株のバクテリオシン産生試験の結果、今回分離し

た菌株からはバクテリオシン産生菌株は得られなか

った。バクテリオシン産生乳酸菌は、動物の飼育環

境に影響されることが推測され、我々の現在の鶏飼

育環境（室内のケージ飼育）下では環境中にバクテ

リオシン産生乳酸菌が存在していないか乳酸菌回収

時の鶏が幼ヒナであったためバクテリオシン産生乳

酸菌が腸内に十分定着していないと考えられた。今

後は、再度同様の実験を行い、我々の飼育鶏腸管か

らのバクテリオシン産生乳酸期の分離を試みると同

時に、平飼いや外界と途絶されていない環境下で飼

育されている鶏から腸内容物等のサンプルを得てバ

クテリオシン産生乳酸菌の分離を継続していく。 

 

（2）既存のバクテリオシン産生乳酸菌によるマクロ

ファージ細胞株の活性化試験：研究分担者ストック

の 5 株（A,B,C,D,E 株）を用いて、これらバクテリ

オシン産生乳酸菌のネズミ MΦP338D1株に対する免

疫活性化能についてサイトカイン遺伝子および

COX-2遺伝子発現を指標として検討した。その結果、

IL-12および IFN-γの遺伝子発現は観察できなかっ

た。定量的 RT-PCRの結果、A株は、対照群と比較し

て約 1.6倍の IL-1β遺伝子発現が認められた（図 1

左）。また A株は、対照群と比較して約 2.9倍、B株

で 1.43倍の COX-2遺伝子発現が、認められた（図 1

右）。このことから、今回試験に供したバクテリオシ

ン産生菌株において、ナイシン産生乳酸菌株のみが

ネズミ MΦ株に対する炎症性サイトカイン誘導活性

を有すると考えられた。一方、C および D 株は、共

培養した MΦ株に対する細胞毒性が認められた。今

回認められたガセリシン産生菌の細胞毒性について

は、他の MΦ（ネズミ MΦJ774G8株やヒト MΦ株、ニ

ワトリ末梢血単球や腹腔滲出 MΦ）を用いて、P388D1

株に対してのみ認められる現象であるのかの検証を

今後行っていく予定である。また、P388D1株で発現

が認められなかったサイトカイン（IL-12 および

IFN-γ）遺伝子発現についても同様に今後検討する。 

 

③鶏に対する乳酸菌 L-55 株投与による免疫増強作

用の評価：鶏に対する乳酸菌投与による免疫増強作

用の評価系を確立する目的で、L-55を摂取させたニ

ワトリに NDVを 2回接種し、各接種 1週間後の脾臓

におけるサイトカイン遺伝子発現を定量した。試験

の結果、L-55 摂取ニワトリにおいて、1 回目の NDV

接種後の脾臓において IFN-γおよび IL-1β遺伝子

発現の上昇が確認されたが、有意差は認められなか

った（図 2上段）。一方 2回目 NDV接種後、対照群と

比較して L-55摂取群では IFN-γおよび IL-1β遺伝

子の有意な発現上昇が認められた（図 2下段）。この

ことから、今後バクテリオシン産生乳酸菌を用いた

免疫増強効果を検討する際の評価系として本実験方

法が有用であることが示された。 
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フラボノイド代謝変換物の同定と生理活性評価 

 

岡山大学学術研究院環境生命科学学域 

中村俊之 

 

（概要）                                              

フラボノイドは野菜や果物に遍在する化合物群であり、抗酸化や抗炎症効果が期待される機能性成分である。

摂取したフラボノイド類は、小腸上皮細胞での抱合化や腸内細菌叢による分解を受け、吸収またはそのまま排

泄される。このように、多くのフラボノイド類は生体内で「代謝物」として存在していると考えられるが、代謝

物の生体内での有効性は不明である。そこで本研究では、フラボノイド類の代謝変換物の同定とそれらの生理

活性の評価を行なった。代表的なフラボノイドであるケルセチンを ICR マウスに投与し、経時的に採取した血

液を測定したところ、ケルセチンは投与後速やかに吸収され時間とともに減少することが確認できた。次に、

投与 0.5 時間後の血液中に存在する代謝物の分析を行なったところ、グルクロン酸抱合体ならびに硫酸抱合体

が検出できた。これら代謝物の抗酸化作用を検討したところ、いくつかのケルセチン代謝物に抗酸化作用が認

められた。以上の結果から、代謝変換を受けたケルセチンにおいても、生体内で抗酸化作用を発揮することが

示唆された。 

 

 

１．背景                  

フラボノイドは野菜や果物に遍在する化合物群であ

り、生体に有益な効果が期待される機能性成分であ

る。1980 年代に文部省（現・文部科学省）により疾

病を予防・改善する食品機能（食品の三次機能）が

提唱されてから、数多くの臨床試験や動物実験によ

りフラボノイド類の生活習慣病予防・改善効果が示

されている。 

このようなフラボノイドの機能性には消化管から生

体内への吸収・代謝プロセスが大きく関与すると考

えられる。例えば、代表的なフラボノイドであるケ

ルセチンは食品中では配糖体として存在しており、

摂取したケルセチン配糖体は小腸において小腸上皮

細胞に局在する SGLT-1（ナトリウム依存性グルコ

ーストランスポーター）を介して CßG（サイトソリ

ック ß-グルコシダーゼ）により、あるいは LPH（ラ

クターゼ・フロリジンヒドロラーゼ）により加水分

解され非抱合体（アグリコン）に変換される。アグ

リコンは高い生理活性を示すことが知られているが、

小腸に発現する解毒酵素群（UGT や SULT）により

速やかに抱合され吸収されるため、生体内でアグリ

コンは検出されない（1）。一方、小腸で吸収されな

かったケルセチン配糖体は大腸に到達し、腸内細菌

叢により分解され吸収またはそのまま排泄される

（2）。このように、多くのフラボノイド類は生体内

で「代謝物」として存在していると考えられる。し

かしながら、代謝物の生体内での有効性は不明であ

る。そこで本研究では、フラボノイド類の代謝変換

物の同定とそれらの生理活性の評価を行なった。 

 

２．方法 

マウス血漿中のケルセチン代謝変換物の分析 

プロピレングリコールに溶解したケルセチンを ICR

マウスに経口投与し、投与 0.5 時間後から 6 時間後

まで、尾静脈より経時的に採血を行なった。ケルセ

チンとその代謝物の抽出および分析は、Nakamura 

et al.の方法に従って行なった（3）。得られた血漿を

脱抱合酵素処理後、酢酸エチルで抽出を行い、吸収

された総ケルセチン量を評価した。また、投与 0.5

時間後のマウス血漿は、メタノール・アセトニトリ

ルで抽出を行い、代謝変換物を LC-MS/MS を用い

て分析した。測定条件は以下のとおりである。 

Waters Xevo-TQD 

Mode: negative 
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Solvent A: 0.1% formic acid in water 

Solvent B: methanol 

Column: ACQUITY UPLC BEH C18 (2.1×50 mm) 

for aglycone、Develosil C30-UG (2.0×150 mm) for 

metabolites 

ケルセチン m/z 301/151 

メチル化ケルセチン m/z 315/300 

ケルセチングルクロン酸抱合体 m/z 477/301 

ケルセチン硫酸抱合体 m/z 381/301 

 

ケルセチン代謝物の抗酸化評価 

DPPH ラ ジ カ ル 消 去 活 性 法 な ら び に Oxygen 

Radical Absorbance Capacity（ORAC）法は、Wu et 

al.の報告をわずかに改変し行なった（4）。具体的に

は、各濃度のケルセチン、ケルセチンメチル化体、

ケルセチングルクロン酸抱合体、およびケルセチン

硫酸抱合体に同量の 200 µM DPPH を添加し、暗所

で 30 分静置した。その後、520 nm の吸光度を測定

した。 

ORAC 法は、各濃度のケルセチンおよびケルセチン

代謝物とフルオレセイン水溶液を混ぜ、さらに

AAPH （ 2,2 ′ -Azobis(2-methylpropionamidine) 

dihydrochloride）を添加後、蛍光検出器を用いて蛍

光強度を 2 分毎に 2 時間測定した。DPPH ラジカル

消去活性法、ORAC 法ともに標準物質としてトロロ

ックスを用いた。 

 

ケルセチン代謝物の抗酸化遺伝子発現誘導評価 

遺伝子発現誘導評価は、Nakamura et al.の報告に従

い行なった（5）。マウス肝がん細胞株にケルセチン

代謝物を処理し、6 時間後に回収した。RT-PCR 法

を用いて抗酸化酵素である Heme oxygenase-1

（HO-1）遺伝子の発現量を評価した。 

 

３．結果と考察 

マウス血漿中のケルセチン代謝変換物の分析 

ケルセチン投与後に採取した血漿に脱抱合酵素処理

を行ない測定したところ、ケルセチンアグリコン（未

抱合体）およびそのメチル化体が検出された。ケル

セチンアグリコンは、投与 0.5 時間後に最も多く検

出され、その後速やかに減少した。メチル化ケルセ

チンは投与 6 時間後まで増加傾向が認められた。脱

抱合酵素処理をしない場合は、いずれの化合物も血

漿中から検出されなかった。これらの結果から、吸

収されたケルセチンは代謝物として体内循環により

臓器分布または排泄されるだけでなく、Catechol-

O-methyltransferase（COMT）によりメチル化体へ

と変換されていることが示唆された。 

次に、ケルセチン代謝変換物の検出を LC-MS/MS

を用いて行なった結果、ケルセチンのグルクロン酸

抱合体と硫酸抱合体、およびそれらのメチル化体が

検出された。これらのことから、小腸で UGT または
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SULT による抱合を受け吸収され、さらに COMT に

よる抱合がなされたと考えられた。 

 

ケルセチン代謝物の抗酸化評価 

ケルセチンならびにその代謝変換物を用いて、

DPPH ラジカル消去活性を評価したところ、ケルセ

チン＞＞ケルセチングルクロン酸抱合体＞硫酸抱合

体の順に DPPH ラジカル消去活性を示した。さらに、

ORAC 法による評価を行なったところ、DPPH ラジ

カル消去活性法の結果と同様、ケルセチン＞＞ケル

セチングルクロン酸抱合体＞硫酸抱合体の順に抗酸

化作用を示した。これらのことから、摂取後速やか

に代謝物として吸収されたケルセチンは、生体内で

ラジカル消去に寄与する可能性が示唆された。 

 

ケルセチン代謝物の抗酸化遺伝子発現誘導評価 

代謝物の抗酸化作用をさらに調べるために、ケルセ

チン代謝物による抗酸化酵素 HO-1 の遺伝子発現を

評価した。その結果、ケルセチン代謝物処理により

HO-1 の遺伝子発現の有為な上昇が認められた。以

上の結果から、生体内に存在するケルセチン代謝物

は生体内で直接的だけでなく間接的にも抗酸化作用

に寄与している可能性が示唆された。 

 

４．まとめ 

植物性食品成分であるケルセチンは、摂取後速やか

に代謝物として吸収される。その代謝物は、ケルセ

チンアグリコンよりも活性は低いものの、直接的・

間接的に生体の抗酸化に寄与することが示唆された。 
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⽇本における⼤統領制化のダイナミクスー安倍政権下の⾃⺠党政策会議の分析 
 

岡山大学社会文化科学学域 

朴志善 

 

（概要）                                              

                                                 

2000 年代以降、比較政治学においては、先進工業民主主義諸国における政治の「大統領制化」、すなわち、「党内及

び政治的執政府内の双方で指導層の権力資源と自立性が増大していること」が指摘されている。日本においては、小

泉政権や 2012 年以降の安倍政権における官邸主導を事例に、1994 年の選挙制度改革や 2001 年の中央省庁改革

などの制度改革が、重要要因として指摘されてきた。しかし、行政府首班としての権限強化（行政改革）が与党の政策

活動に及ぼす影響については、まだ十分な研究が行われていない。そこで、本研究は、第二次から第四次安倍内閣

における自民党の政策会議のデータを用い、同影響を探った。分析結果、内閣人事局や国家安全保障会議などの

行政改革が行われる前の第二次政権と比較すると、改革の後の第三・四次内閣において、総裁直属機関による会議

がより活発であったことが分かった。特に、法案審査においては、従来通り、95％以上の法案審査に部会が関与する

中で、総裁直属機関の単独及び部会との連携が増えている。以上から、第三・四次安倍内閣の下、自民党の政策決

定において、首相によるトップダウン型の政策決定が増加している点が明らかになった。            

                                               

（本文）                    

1. 背景と研究目的 

 2000 年代以降、比較政治学においては、先進工業

民主主義諸国における政治の「大統領制化

(presidentialization)」に関する議論が活発にされてき

た。大統領制化とは、議院内閣制を含む、代議制民

主主義において、権力が執政長官へ集中すること、

すなわち、「党内及び政治的執政府内の双方で指導

層の権力資源と自立性が増大していること」や「選挙

過程がますます指導層中心になっていること」を意味

する（Poguntke and Webb 2007）。 

 一方、日本における大統領制化論は、小泉政権の

官邸主導を中心に、比較政治学と同じ時期に議論さ

れ始めた（竹中 ２００６、奥・黒澤 2022）。2001 年の 4

月、中央省庁改革が実行されることによって、首相の

リーダーシップを強化する様々な行政改革が行われ

たことがその背景にある。小泉政権の後は、約 1 年で

首相が交代する時期があったものの、2012 年から

2020 年までの第二次から第四次安倍政権において

は、「安倍１強」と呼ばれるほど、官邸主導が進んだ。 

 この安倍 1 強については、1994 年の選挙制度改革

と 2001 年の中央省庁改革による、首相の権限強化を

含め（待鳥 2012 など）、首相のパーソナリティ（田崎

2014 など）を中心に論じられてきたが、自民党におい

ていかなる影響を及ぼしたかについてはまだ十分な

研究が行われたとは言えない。日本では「与党事前

審査制」が存在し、全ての政府提出法案は、自民党の

政策機関の承認を得る必要がある。すなわち、日本の

政策決定おいて、自民党は拒否権者（veto power）と

して働く（奥・河野編 2015）。多くの先行研究は、自民

党に対する安倍首相の政策的優位を指摘するが

（George Mulgan 2017）、その中では党内のボトム・ア

ップ的な政策決定は変わっていないと指摘する研究

もある（中北 2017など）。 

そこで本研究は、与党事前審査制度という特定の条

件の下、安倍政権の中で行われた行政改革が自民党

の政策決定に及ぼす効果を明らかにすることを目標と

する。具体的に、以下の二つの質問に答える。第一

に、第二次から第四次安倍政権における自民党の政

策活動を明らかにし、従来のボトム・アップ的な政策決

定過程の変化を調べる。第二に、安倍政権の中で行

われた二つの行政改革（国家安全保障会議と内閣人

事局の設置）が自民党の政策行動に及ぼす効果を明

らかにする。 
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2. 理論的背景・方法 

（１） 自民党の政策活動 

党内政策決定は、二つの経路を通じて行われると

思われる。従来のパターンとして、政策調査会の部

会を通じて行われる「党主導型」と、新しいパータンと

して、総裁直属機関を活用した「首相主導型」であ

る。本研究は、党主導型として政調会の部会の活動

と、首相主導型として総裁直属機関の活動を、各会

議の月別開催数を通じて把握する。この作業を通じ

て、安倍政権における政策決定の全体像を明らかに

し、その特徴を明示する。 

（２） 行政改革が政策活動に及ぼす効果 

 国家安全保障会議と内閣人事局の設置が自民党

の政策行動に及ぼす影響を調べるために、自民党

の政策活動が時期（第二次、第三次、第四次）によっ

ていかに変化したかを調べる。 

国家安全保障会議は、2013年 12月、国の安全保

障に関する重要事項を審議するために、内閣に設

置された。4 大臣会合（総理大臣、内閣官房長官、外

務大臣、防衛大臣）を中核として、9 大臣会合や、緊

急事態大臣会合、内閣官房に国家安全保障局が置

かれ、官邸が外交・防衛政策のコントロールタワーと

して機能することを目的とするものである（Liff 

2018）。一方、内閣人事局は、2014 年 5月、内閣官

房に設置された。審議官・部長級以上の約600 人を

対象とした「適格性審査」により、昇進に関する選考

を、官邸のもとで一元的に行う仕組みである（出雲

2017）。 

 以上の行政改革は、政策決定における首相の権

力資源を増大させ、首相のリーダーシップが向上す

ると思われる(Heffernan 2003; 2005)。すなわち、行政

改革の後、自民党の政策活動における首相主導型

の政策決定が党主導型の政策決定と比較して増え

ると予想される。この仮説を検証するために、行政改

革が行われる第二次安倍政権とその後の第三次・四

次政権における自民党の部会と総裁直属機関の活

動を調べ、その変化を明らかにする。 

 

3. 結果と考察 

 まず、この時期における部会（党主導型）と総裁

直属機関（首相主導型）の会議の開催数を調べると

（図１）、部会（PD、3,387回）が総裁直属機関（SOP、

1,481回）に比べて多く行われたことがわかる。 

 
図１．各会議の開催数 

 

また、提言作成や、政策を最終的に決定する法案審

査など、政策決定機能を果たす会議を調べた結果（図

２）、法案審査の85％を部会単独で担当し、約10％

を総裁直直属機関が単独、または、部会と共同で担

当することが分かった。また、提言作成においては、

約 25％を部会が、約 20％を総裁直属機関が担当す

ることが分かった。 

 
図２．各会議のアジェンダにおける各会議の割合 

 

 次は、時期による会議の活動の変化を調べる（図

３）と、行政改革の前の2次政権に比べて、3次・4

次政権において、部会の活動の割合は減り、総裁直

属機関の活動の割合が増えたことが確認できる。 

 

図３．時期による各会議の割合 
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 また、これを政策分野で見ると（図４）、経済、外

交・安保、その他の分野に渡って、総裁直属機関の

活動が増えたことが確認される。特記事項としては、

外交・安保政策において、部会と総裁直属機関との

連携が大きい点である。 

 

図４．政策分野における各会議の割合 

 

最後に、時期とアジェンダによる会議の割合を調べ

た結果（図５）、法案審査や提言の作成において総裁

直属機関の割合が増えていることが分かる。行政改

革の前の二次政権に比べて、その後の第三・四次政

権の下で、総裁直属機関がより法案審査や提言の作

成に関与したのである。ただし、すでに指摘したよ

うに、部会は、全体の法案審査の中で約95％以上に

関与している。 

 
図５．時期及びアジェンダによる各会議の割合 

 

 以上の分析の結果から、第二次から第四次安倍政

権における自民党の政策活動について、以下のよう

な点が指摘できる。第一に、従来の「党主導型」の

政策決定と新しい「首相主導型」の政策決定におい

ては、「安倍一強」を分析した多くの既存研究が指摘

しているように、総裁直属機関を中心とする「首相

主導型」のトップダウンの政策決定は強い存在感を

示している。この時期、部会による会議の開催数の

約 43％にのぼる会議が総裁直属機関によって開か

れた。総裁直属機関は、政策決定のためのヒアリン

グや提言の作成にも多く関与している。 

 しかし、従来のボトムアップの「党主導型」の政

策決定も維持されている。特に、政策決定の最終段

階である法案審査の約 95％以上を部会が担当して

いる。また、部会を除く他の政調会の会議（調査会

や委員会など）は、全体のヒヤリングや提言作成の

50％以上を担当している。 

 第二に、第二次安倍政権で行われた行政改革が自

民党の政策活動に及ぼす効果に関して、改革の後、

首相主導型の政策決定が増えた点が確認された。第

二次政権と比較して、その後の時期において、総裁

直属機関の会議の開催数の割合が増え、提言の作成

や法案審査においても総裁直属機関の会議が示す割

合が増えたのである。 

 ただし、行政改革が自民党の政策活動に及ぼす効

果、特に、国家安全保障会議の設置による効果につ

いてはより厳密な研究が必要になると思われる。国

家安全保障会議の設置によって、第二次から第三次・

四次の増加が大きく予想された、外交・安保政策に

おける総裁直属機関の活動が大きくなかったのであ

る。特に、第二次と第三次の間では、部会との連帯

は大きく増えたものの、総裁直属機関単独ではその

活動が減り、第四次では、総裁直属機関の単独活動

は増えたものの、部会との連携は減った。 

 今後の課題として、より厳密な検証のために、首

相と与党をめぐる様々な要因をコントロールし、行政改

革が自民党の政策活動に及ぼす効果を回帰分析する

こともが考えられる。自民党の政策活動に影響すると思

われる要因としては、内閣人事局や国家安全保障会議

などの政策会議（野中・青木 2016）の設置など、制度的

要因（独立変数）を除き、選挙や議会のサイクルなどの

時期的要因、各省庁を跨る総合的政策や首相個人の

特論などの政策分野の要因が想定される。 

 以上の限界があったものの、本研究の結果からは、

日本において、行政府の首班としての資源が強化され

ることによって、党内で首相主導の政策決定、すなわち、

首相への権力集中が行われている点が確認された。 
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炎症誘導性脂質メディエーター合成系を標的としたジオスゲニンの抗炎症効果 

 

岡山県立大学 保健福祉学部 栄養学科 

津嘉山 泉 

 

系不飽和脂肪酸アラキドン酸の代謝産物であるプロスタグランジン(PG)E2の過剰産生によって、急性や慢

性の炎症が引き起こされる。私たちは、 病態時の PGE2 過剰産生に関わる誘導型シクロオキシゲナーゼ(COX)-

2 とミクロソーム型 PGE 合成酵素(mPGES)-1 を標的として、炎症の予防や改善を目的とした食品機能性の探

索に取り組んでおり、その中で、植物ステロールのジオスゲニンにその効果を見出した。 

 本研究では、癌のモデル細胞や急性あるいは慢性炎症性疾患モデルマウスを用いて、ジオスゲニンの効果を

検討した。ジオスゲニンは、グルココルチコイド受容体(GR)を介して COX-2 と mPGES-1 の発現を抑制するこ

とを明らかにした。また、LPS 誘発急性肝障害において、マクロファージ特異的に両酵素の発現を抑制するこ

とで、肝臓の炎症を抑えることを見出した。一方で、ジオスゲニンは、恒常性維持に必要な血管内皮細胞での

PGE2合成系には影響せず、心血管系への副作用を回避し、抗炎症効果を有することが期待される。                                          

 

1. 研究の背景と目的 

6 系不飽和脂肪酸のアラキドン酸より生合

成されるプロスタグランジン（PG）E2は、恒常

性維持に働く一方で、誘導型のシクロオキシゲ

ナーゼ(COX)-2 とミクロソーム型 PGE 合成酵

素(mPGES)-1 による過剰な PGE2 産生の継続

は、様々な炎症性疾患を導く。解熱鎮痛の目的

で、COX 阻害剤の非ステロイド性抗炎症薬

(NSAIDs)が広く臨床応用されているが、その長

期服用は、恒常性維持に必要なプロスタノイド

の産生も抑えてしまい、胃粘膜障害などの重篤

な副作用が生じる。COX-2 選択的阻害剤におい

ても、血管内皮細胞で恒常的に発現する COX-

2 にも作用し、血小板凝集抑制作用のある PGI2

を減少させ、心血管障害の副作用を示すことが

報告されている。よって、これら COX 阻害薬

を、予防目的で長期服用することは難しい。そ

こで私たちは、炎症性疾患の予防や改善のため

に、PGE2 合成系を標的とした副作用の少ない

食品機能性の探索を行ってきた。その中で、ヤ

マノイモ科の自然薯に、COX-2 と mPGES-1 の

発現抑制効果と、炎症や腫瘍形成に対する予防

や改善効果を明らかにした 1）、2）。また、その機

能性を有する候補成分として、ジオスゲニンを

見出した。 

植物ステロールであるジオスゲニンは、フェヌ

グリーク（Trigonella foenum-graecum）の種子や、

野生のヤマノイモの根に多く含まれることが知ら

れている。ジオスゲニンは、癌や心臓血管系の疾患

や炎症など、様々な薬理活性作用が報告されてい

るものの 3)、炎症抑制の作用機序については、十分

に解明されていない。 

本研究では、ジオスゲニンの COX-2 と mPGES-

1 の発現抑制についての作用機序を明らかにし、炎

症性疾患の予防や改善効果を検証する。 

 

2. 研究の方法 

1) 細胞および動物 

癌と炎症のモデル細胞として、ヒト非小細胞

肺癌 A549 細胞を用いた。疾病モデル動物に、

グラム陰性菌リポ多糖(LPS)誘発急性肝障害モ

デルマウスと、メチオニン・コリン欠乏(MCD)

食摂餌による非アルコール性脂肪性肝炎

(NASH)様モデルマウスを使用した。 

 

2) タンパク質発現解析 

A549 細胞ホモジネート（10,000xg 上清）を

用いて、COX-2 と mPGES-1 のタンパク質発現
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動態を、ウェスタンブロットにより解析した。 

 

3) 定量 RT-PCR による遺伝子発現解析 

 細胞あるいはマウス肝臓より total RNA を抽

出し、逆転写反応により cDNA を作成した。こ

の cDNA を鋳型として各遺伝子に対する特異

的プライマーを用いて、SYBR green real-time 

PCR の⊿⊿Ct 法により遺伝子の発現量を比較

定 量 し た 。 内 在 性 コ ン ト ロ ー ル に は 、

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH)を用いた。 

 

4) 免疫細胞化学解析 

 A549 細胞を 4%パラホルムアルデヒドと

0.5%エタノールで固定した後、NF-B の特異的

抗体を用いて免疫染色を行った。 

 

5) 病理・組織化学解析 

マウス肝臓を 4%パラホルムアルデヒドで固

定した後、凍結切片を作製した。一部は、ヘマ

トキシリン・エオジン(HE)染色を行った。また、

COX-2 あるいは mPGES-1 とマクロファージ

マーカーの F4/80 抗体を用いて免疫組織染色

を行った。 

 

3. 研究成果 4） 

1) ジオスゲニンによる COX-2 と mPGES-1 の発

現抑制と GR アンタゴニストによる COX-2 発

現の回復 

A549 細胞にジオスゲニンを添加したところ、

濃度依存的に COX-2 と mPGES-1 の発現を抑

制することが示された（図 1A）。グルココルチ

コイド受容体(GR)拮抗薬の RU486 を用いて検

討したところ、GR 作動薬のデキサメタゾン

(Dex； 100 nM)による PTGS2（COX-2）発現

の抑制を、RU486 添加により回復することを確

認した（図 1B）。次に、ジオスゲニンによる

PTGS2 発現抑制も、RU486 濃度依存的に回復

することが示され、ジオスゲニンが GR を介し

て PTGS2 の発現を抑制することが示された

（図 1B）。さらに、COX-2 の強力な転写因子で

ある nuclear factor-kappa B (NF-B)の免疫染

色の結果（図 1C）、COX-2 が恒常的に高発現す

る A549 細胞では、通常核内に存在する NF-B

が、ジオスゲニン添加により細胞質へ移行し、

RU486 添加で再び核に移行していることを確

認した。以上の結果より、ジオスゲニンの COX-

2 発現抑制の作用機序が明らかとなった。 

図 1. A549 細胞におけるグルココルチコイド受容体を介したジオスゲニンの効果 

*p < 0.01 vs ジオスゲニン(-) / Dex(-) / RU486(-) 
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2) 疾病モデルマウスにおけるジオスゲニンの効

果 

ジオスゲニンの効果を、LPS 誘発急性肝障害

モデルマウスを用いて検証した。LPS 投与 6 時

間後の肝臓において有意に上昇した Ptgs2 

(COX-2)と Ptges (mPGES-1)の発現上昇が、ジ

オスゲニン投与により、有意に抑制されること

が示された（図 2A）。 

 また、HE 染色の結果、LPS(+)マウス肝臓で

は、正常な肝臓と比較して、肝小葉構造の乱れ

と肝類洞の間隙の拡張がみられ、炎症性細胞の

浸潤上昇が観察された（図 2B）。さらに、ジオ

スゲニン投与により、組織構造の修復と炎症性

細胞の浸潤低下が認められた。次に、COX-2 と

mPGES-1 の特異的抗体を用いて免疫組織化学

解析を行った。COX-2 とマクロファージマーカ

ーF4/80 との蛍光免疫二重染色の結果から、

LPS(+)処理により COX-2 陽性細胞数が増加し、

F4/80陽性マクロファージと肝類洞内皮細胞に

発現していた（図 3A 上段）。また、ジオスゲニ

ン投与により、特にマクロファージでの COX-

2 の発現が低下していた。その陽性細胞数を計

測した結果、F4/80 陽性細胞数は、ジオスゲニ

ン投与によって変化しないが、COX-2 陽性細胞

数は、negative control と同程度に減少し、特

に F4/80 陽性細胞での COX-2 発現が約 30%減

少していることが分かった（図 3B）。また、

mPGES-1 も同様に、LPS 処理で陽性細胞数が

増加し、F4/80 陽性マクロファージと肝類洞内

皮細胞での発現が認められた(図 3A 下段)。さ

らに、ジオスゲニン投与で、特にマクロファー

ジでの発現が著しく低下した(図 3B)。 

慢性炎症性疾患である非アルコ―ル性脂肪

性肝炎(NASH)様モデルマウスを用いた検討で

も、ジオスゲニン投与による病態の改善と、細

胞選択的な COX-2 発現抑制効果を確認した。 

 

4. 考察 

COX-2 の転写因子である NF-B は、通常 I 

kappa B(IB)と結合して、細胞質に存在してい

る。しかしながら、細胞外から炎症刺激が加わ

ると、細胞内シグナル伝達によって、IB が分

解されて NF-B が核内移行し、COX-2 の転写

因子として働き、その発現を上昇させる。GC は、

図 2. LPS 誘発肝障害モデルマウスにおける Ptgs2 と Ptges の発現動態と病理組織解析 

矢印：マクロファージ (MΦ)、矢尻：好中球 

- 72 -



GR と複合体を形成した後、IB の転写因子と

して働き、その発現を上昇させることで、NF-

B の核内移行を阻害して、COX-2 の発現を抑

える。本研究では、食品由来成分のジオスゲニ

ンが GC と同様の作用を有し、NF-B の作用を

制御することで、COX-2 の発現を抑制すること

が示された。 

また、LPS 誘発肝障害モデルと NASH 様モ

デルマウスにおいて、ジオスゲニンは Ptgs2 と

Ptges の発現を抑制し、肝臓の組織障害を修復

した。加えて、ジオスゲニンは、肝臓マクロフ

ァージ選択的に COX-2 と mPGES-1 の発現を

抑制し、病態を改善することが示された。既存

薬の NSAIDs は、全ての細胞に発現する COX

活性を阻害するため、血管内皮細胞で産生され

る PGI2 の産生を減少させ、血栓のリスクを上

昇させるが、ジオスゲニンは、マクロファージ

選択的に作用し、血管内皮細胞の PGI2 を維持

図 3. LPS 誘発肝障害モデルマウス肝臓の免疫組織化学解析 

矢印：マクロファージ (MΦ)、矢尻：肝類洞内皮細胞 
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する。よって、ジオスゲニンは、NSAIDs で生

じる副作用を軽減すると考えられる。 

本研究において、ジオスゲニンによる細胞選

択的 COX-2 発現抑制効果が明らかとなり、炎

症性疾患モデルマウスを用いた解析より、急性

あるいは慢性の肝炎を改善することが示され

た。今後は、その他の慢性炎症性疾患の予防や

改善に対するジオスゲニンの有効性について

も検証を進めたい。 
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人とロボットの瞬時接触動作が生み出す身体的インタラクション特性の解析 

 

岡山県立大学 情報工学部 人間情報工学科 

太田 俊介 

 

（概要）                                              

将来，ロボットと人間が共同生活する場では，ロボットが人間に接触しなければならない場面が存在してお

り，ロボットが起こす動作によって人間がどのように感じ，どのような動作特性を好むかについて明らかにす

る必要がある．先行研究では接触動作と非接触動作で人間が好む動作特性が異なることが示されており．その

移り変わりにおける動作特性の変化については明らかにされていない．そこで，本研究では，動作の移り変わ

りとしてハイタッチの動作特性を明らかにするため，ロボットに動作を生成させる際の基準となるハイタッチ

動作モデルの提案を行う．まず人間同士がハイタッチする際の振りかぶり動作時間における肘関節の動作に着

目した解析を行った．得られた肘関節角速度パターンから，躍度最小モデルに必要な開始角度，終端角度，動作

時間，ピーク位置について，向かい合う距離や強さの条件を変えハイタッチを行う際のパラメータの変化から

動作に影響を与える条件について検討を行った．その結果，普遍的な動作が見られるものの，条件によって変

化するパラメータがあり，特に肘関節の動作は距離による影響が大きいことが示された． 

 

1. はじめに 
近年，人間とロボットが共同で生活するが期待さ

れており，将来的には医療介護や生活支援など人間

をサポートするロボットの活用が望まれている

[1][2]．このようなロボットと人間が共存する場で

は，ロボットが人間と接触しなければならない場面

が少なからず存在する．人間がロボットとの心地よ

い共同生活を行うためには，人間に不信感を与えな

いためにも，ロボットが起こす動作によって人間が

どのように感じ，どのような動作特性を好むのか明

らかにする必要がある．特に挨拶等の動作は，コミ

ュニケーションの始まりを円滑にするものであり，

その動作特性を明らかにするには重要である．その

ため本研究室では，ロボットが行う挨拶動作の中で

も，挙手といった非接触動作や，握手といった接触

動作では人間がどのような動作特性を好むのか，ど

のように感じるかについて研究が行われている

[3][4][5]．これらの先行研究では，非接触動作では

音声挨拶を先に行い，手部動作が後に行うことが好

まれたのに対し，接触動作では手部動作を先に行い，

音声挨拶を後に行うことが好まれたことが示されて

いる．しかし，非接触動作と接触動作の人間に好ま

れる動作特性の移り変わりはどこなのか，その移り

変わりの最中の動作ではどのような動作特性が好ま

れるかについては明らかになっていない．非接触動

作と接触動作の移り変わり時の境界付近における動

作特性を解明することで，接触，非接触の動作特性

についてより詳細に解明することが期待される． 

一方，接触動作と非接触動作の中間的動作である

瞬間的接触動作としてハイタッチが挙げられる．ハ

イタッチに関する研究は，動作に制限を設けた際の

ハイタッチにおける心理的変化についての研究[6] 

等は行われているが，ハイタッチ動作やその動作が

人に与える影響について取り扱っているものは非常

に少ない．そのため本研究では，非接触動作と接触

動作の移り変わりとして，ハイタッチについて取り

扱い，ロボットにハイタッチ動作を生成させ，人間

に好まれる動作特性を明らかにすることを目的とす

る．ロボットにハイタッチ動作を生成させる方法の

一つに，複数の人間が実際に行った動作をもとに一

般化したハイタッチ動作モデルの使用が挙げられる．

人間は挨拶のタイミングや接触時の強さといった条

件を細かく変更することは困難である．しかし，こ

の動作モデルを用いることで他の条件を固定したま

ま，細かい動作の変更が可能になり，人間が好む動

作特性についてより詳細に解明することが期待され
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る．そこで本研究では，ロボットにハイタッチ動作

を生成させるために，ロボットの動作の基準となる

ハイタッチ動作モデルの提案を行う．まず人間同士

がハイタッチをする際の振り上げ動作時間における

肘関節角度に着目した解析を行い．向かい合う距離

や強さなどの条件を変化させた際に動作の差から，

動作に影響を与えている条件について検討している． 

 

2. ハイタッチ動作計測実験 
ロボットに動作を生成させるための基準となるハ

イタッチ動作モデルを開発するため，まず人間同士

のハイタッチ動作の計測実験を行った． 

2.1 計測実験 

本実験では，挨拶の有無，接触の強さ，向かい合

う距離の 3 要素を変動させる計測実験を行った．挨

拶については，挨拶ありの場合は要求側の被験者が

自由なタイミングで”よろしく”と挨拶する．一方

挨拶なしの場合，要求側，応答側ともに発声をしな

いと定めた．接触については，何も意識せずにハイ

タッチを行った場合を「普通」，「普通」よりも強く

行った場合を「強い」，「普通」よりも弱く行った場

合を「弱い」として被験者の思う強さでハイタッチ

をするよう，条件を定めた．向かい合う距離につい

ては，山梨医大のパーソナル・スペースの形態に関

する考察[7]を基準に，向かい合う距離をお互いのく

るぶしを基準に 80cm，100cm，120cm に設定をした．   

これらの条件に加えて，ハイタッチの要求側，応答

側を入れ替えて計測を行った．被験者は 20～22 才

の健常な学生の男性 26 名，女性 4 名，計 30 名，

15 ペアである. 

2.2 計測システム 

本計測では 9 軸慣性センサ（IMU-Z2, ZMP社製）

を用いてサンプリング周波数 50Hzで計測を行った．

センサの取り付け位置を図 1 に示す．一方の被験者

には，頭・胸・腰・左右の肩・右上腕・右前腕・右

手甲に取り付ける．もう一方の被験者には先述の 8 

箇所に加え，計測システム内のモデルを区別するた

めに左上腕にセンサを取り付ける．前者のシステム

内モデルをモデル 1，後者をモデル 2 として区別す

る．計測システムでは被験者に取り付けた各部位の

センサから得られる加速度，角速度，地磁気から，

物体の回転を表すクォータニオンを算出する．さら

に，各部位のクォータニオンから，モデル 1 の腰を

原点とした座標と関節の回転を表すクォータニオン

を算出し，システム内のモデルに動作を反映する．

計測開始と同時にセンサのデータ取得と撮影を開始

する．計測風景を図 2 に，動作が反映されたモデル

の様子およびシステムで定義した直交座標系(X-Y-

Z) を図 3 に示す．  

 

図 1 センサ取り付け位置 

 

図 2 計測風景 

 

図 3 システム内のモデルの様子 

 

2.3 計測手順 

まず，2 名の被験者の決められた位置にセンサを

取り付ける．8 つのセンサを取り付けた被験者が要

求動作，9 つのセンサを取り付けた被験者が応答動

作を行う．屋内で両被験者のくるぶしを基準に距離

を空け向かい合う. 向かい合う際に右手を前に伸ば
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し，ハイタッチができる位置に移動する．両被験者

が直立で静止した状態から計測を開始し，計測者の

合図で要求側の被験者がハイタッチ動作を開始する．

被験者が動作終了後に直立に戻ったところで計測を

終了する．各条件につき 10 回ずつ計測し，その後，

要求側と応答側を入れ替え，同様に計測した． 

 

3.ハイタッチ動作の解析 
3.1 肘関節角度，角速度の算出 

各モデルの肩の座標から肘の座標までと肘の座標

から手首の座標までを 3 次元ベクトルとして扱い，

ベクトルのなす角から肘の関節角度を算出した．算

出に利用したモデル上の座標と概要を図 4 示す．ま

た算出した関節角度を微分することで肘関節の角速

度を算出した．肘の関節角度のグラフの一例を図 5 

に，肘関節角速度の一例を図 6 示す． 

   

図 4 モデル上の座標と算出概要 

 

図 5 肘の関節角度の一例 

 
図 6 肘の関節角速度の一例 

3.2 肘関節角速度波形に関する解析 

要求動作における肘関節角速度波形の一例を図 7 

に示す．動作開始から最大屈曲点の角速度波形は釣

り鐘型をしており，多くのデータは先行研究で有効

性の示されている躍度最小モデル [3][4] を用いて

生成した波形と類似している． 

 

図 7 躍度最小モデルと計測波形の比較 

 

躍度最小モデルは，開始角度𝑟𝑟0，終端角度𝑟𝑟𝑓𝑓，動作

時間𝑇𝑇𝑓𝑓から釣り鐘型の速度パターンを生成する．躍

度最小モデルにおける時刻tでの角速度は以下の式

(1)，(2)で求められる． 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
15
8𝑇𝑇𝑓𝑓

�𝑟𝑟𝑓𝑓 − 𝑟𝑟0� (1) 

V(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
16
𝑇𝑇𝑓𝑓4

�𝑡𝑡4 − 2𝑇𝑇𝑓𝑓𝑡𝑡3 + 𝑇𝑇𝑓𝑓2𝑡𝑡2� (2) 

しかし，躍度最小モデルで生成される速度パター

ンは左右対称の釣り鐘型となることから，速度がピ

ークに達するまでの時間（速度ピーク時間）を調整

することができない．そこで，2 つの動作時間の異

なる躍度最小モデルを結合することで任意の位置に

速度のピークを有する釣り鐘型速度パターンの生成

が可能である[3]．目標とする釣り鐘型速度パターン

の動作時間と速度ピーク位置をそれぞれ𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚，P と

し，ピーク位置P を動作時間を 1 として正規化した

値とするとき，動作時間𝑇𝑇𝑓𝑓をそれぞれ2 ∙ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑃𝑃と

2 ∙ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (1− 𝑃𝑃)とした躍度最小モデルを求め，2 

つの躍度最小モデルを結合することにより，速度ピ

ークがPとなる釣り鐘型速度パターンが生成できる． 

そこで，各計測データにおける躍度最小モデルの

生成に必要な変数である開始角度，最大屈曲時角度，

振りかぶり動作時間，速度ピーク位置，最大角速度
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の解析を行った． 

3.3 肘関節角速度波形に関する解析結果 

開始角度，終端角度，動作時間，ピーク位置，最

大角速度について，全条件において解析を行った．

それぞれの結果の分布を図 8～図 12 に示す．また，

表 1に図中凡例の詳細を示す， 

表 1 凡例の詳細 

 

 

 

図 8 開始角度 

 

図 9 最大屈曲角度 

 

図 10 振りかぶり動作時間 

 

図 11 ピーク位置 

 

図 12 最大角速度 

 

3.4 影響を与える条件についての検討 

解析の結果，開始角度，動作時間，ピーク位置の 

3 項目は強さ，距離のどちらからも大きな影響は見

られず，四分位範囲は表 2に示すようになった．ま

た，最大角速度，最大屈曲角度については，要求動

作を先に行った被験者と後に行った被験者に分けた

場合において，傾向に違いが見られた．それぞれの

グループに分けた結果を図 13 に示す．この結果か

ら，どちらのグループにおいても最大角速度は距離

が大きいほど小さい値をとり，最大屈曲角度は距離

が大きいほど，肘の曲げが小さいことが示された．

さらに最大屈曲角度は，強さによって値の範囲に違

いが見られることが示された．  
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表 2 変化が小さい項目の範囲 

 第一 四分位数 第三 四分位数 

開始角度 [deg] 170.4 178.6 

動作時間 [s] 0.44 0.76 

ピーク位置 0.26 0.54 

 

 

図 13 最大角速度と最大屈曲角度における 

実験順序による違い 

 

3. 結論 
本研究ではロボットにハイタッチ動作を生成させ

るモデルを開発するための基礎検討として，人間同

士のハイタッチ動作を計測し，ハイタッチ要求動作

の肘関節に着目した関節角度，角速度についての解

析を行った．解析の結果，先行研究で示されていた

躍度最小モデルのハイタッチ動作への利用可能性に

ついて検討し，ハイタッチ要求動作における肘関節

の最大角度，最大角速度，最大屈曲までの時間，速

度ピーク位置，動作開始時の関節角度の分布を解析

した．また，振りかぶり動作時間における肘関節速

度パターンは躍度最小モデルを使い，生成すること

ができることを示した．また，最大角速度と最大屈

曲角度は，ハイタッチを行う距離に影響を受けるこ

とが示された．今後の課題として，振りかぶり動作

時間における肘関節以外の動作について解析を行い，

ハイタッチ動作モデルの開発，および動作を生成す

るハイタッチロボットを開発し、モデルを適用して

動作を生成させることで有効性を確認していく予定

である． 

参考文献 
[1] 久場景太郎, 山野辺夏樹, 原辰徳, 新井民夫, ユ

ーザの満足度を考慮した「手渡し」サービスを

実現する生活支援ロボットのための作業指示

システムの構築, 精密工学会学術講演会講演論

文集, 2010, 2010S 巻． 

[2] 楊光, 王碩玉, 瀋博, 榎勇人, 石田健司, 和食一

男, 溝渕宣誠, 猪野真吾, 生活支援ロボット～

基本構造、運動制御、対象物認識, バイオメデ

ィカル・ファジィ・システム学会大会講演論文

集, 2018, 31 巻, 31． 

[3] Shunsuke Ota, Mitsuru Jindai, Toshiyuki Yasuda and 

Yoshihiro Sejima, Development of a Hand-up 

Request Motion Model Based on Analysis of Hand-

up Motion between Humans, Proc. of the Second 

IEEE International Conference on Robotic 

Computing (IRC2018). 

[4] 太田俊介，神代充，山内仁，渡辺富夫，接近を伴

う握手要求動作を生成する握手ロボットシス

テム，日本機械学会論文集，Vol.81, No.825， 

2015． 

[5] 神田崇行，今井 倫太，小野 哲雄，石黒 浩，

人-ロボット相互作用における身体動作の解析，

情報処理学会論文誌，2003,Vol.44,No.11． 

[6] 今井聖也, 斎藤瑶平, 羽田久一, 制限の有無によ

るハイタッチにおける心理変化の考察, 画像電

子学会研究会講演予稿, 2018, 17.04 巻． 

[7] 渋谷昌三，パーソナル・スペースの形態に関する

一考察，山梨医大紀要，1985.2 巻Vol.81，No.825，

pp.1-13，2015． 

 

 

- 79 -



プロジェクトを跨いだソースコード⽚の不具合潜在性予測⼿法の有⽤性に関する調査 
 

岡⼭県⽴⼤学情報⼯学部情報システム⼯学科 
天㟢 聡介 

 
近年、ソフトウェア開発において細粒度のソースコード⽚単位での更新履歴を記録できる仕組みが開発者に

幅広く受け⼊れられている。そのため、モジュール単位ではなく、不具合を含む可能性が⾼いソースコード⽚
の更新履歴を予測する研究(Just-in-Time Defect Prediction) が盛んである。開発中にソースコード⽚が記録さ
れた時点で即座に不具合潜在性を予測できるのがこのアプローチの利点の⼀つである。⼀⽅で、従来の研究で
⾏われてきたプロジェクトを跨いだ予測モデル(Cross-Project Defect Prediction, CPDP)の構築⽅法との関連
性については未だ不明な点が多くあるのが現状である。本調査では、従来型の Defect Prediction 向けに開発さ
れた CPDP ⼿法を JIT defect prediction に適⽤した際の性能を評価した。複数のオープンソースソフトウェア
プロジェクトで構成されたデータセットスイート 2 種類を予測対象とした性能評価の結果、多くの CPDP ⼿法
が予測精度に影響を及ぼすことが明らかとなった。多くの CPDP ⼿法が予測精度を低下させた⼀⽅で、少数な
がら予測精度の向上に寄与する可能性がある CPDP ⼿法を特定できた。 

 
 

1. はじめに 
ソフトウェア開発においてソフトウェアの品質は

最も重要な関⼼事である。しかしながら、ソフトウ
ェア開発に割り当てられる資源（⼈員、⼯期など）
は有限であり、品質保証活動では効率的にソフトウ
ェアの品質をチェックする必要がある。ソフトウェ
アの部品（コンポーネント）が不具合を含む可能性
を予測することができれば、疑わしいコンポーネン
トから順番にソースコードをレビュー・テストする
ことが可能になる。 

近年、ソフトウェア開発において細粒度のソース
コード⽚単位での更新履歴を記録できる仕組みが開
発者に幅広く受け⼊れられている。そのため、モジ
ュール単位ではなく、不具合を含む可能性が⾼いソ
ースコード⽚の更新履歴を予測する研究(Just-in-
Time Defect Prediction) が盛んである。開発中にソ
ースコード⽚が記録された時点で即座に不具合潜在
性を予測できるのがこのアプローチの利点の⼀つで
ある。⼀⽅で、従来の研究で⾏われてきたプロジェ
クトを跨いだ予測モデル(Cross-Project Defect 
Prediction, CPDP)の構築⽅法との関連性について
は未だ不明な点が多くあるのが現状である。 

本報告書では JIT CPDP におけるコンポーネント

レベルの CPDP ⼿法の性能についての調査結果に
ついて述べる。具体的には、以下の項⽬について報
告する。 
l 調査項⽬ 1（RQ1）：コンポーネントレベルの

CPDP ⼿法は JIT defect prediction でも性能
に影響を及ぼすか？ 

l 調査項⽬ 2（RQ2）：どの CPDP ⼿法が JIT 
defect prediction の性能を向上させるか？ 

l 調査項⽬ 3（RQ3）：コンポーネントレベルの
CPDP 研究の成果と⼀貫した結果が得られ
るか？ 

これらの項⽬を調査するため、複数のオープンソ
ースソフトウェアプロジェクトで構成されたデータ
セットスイート 2 種類を対象として 21 種類の
CPDP ⼿法の性能を評価した。その結果、多くの
CPDP ⼿法が予測精度に影響を及ぼすことが明らか
となった。多くの CPDP ⼿法が予測精度を低下させ
た⼀⽅で、少数ながら予測精度の向上に寄与する可
能性がある CPDP ⼿法を特定できた。また、本調査
で得られた結果はコンポーネントレベルの CPDP
⼿法に関する研究成果と必ずしも⼀貫性のある結果
ではなかった。
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表 1 ソースコード⽚の変更履歴に関するメトリクス[1] 

 

 
2. ⽅法 
2.1. データセット 

本調査では 2 つのデータセットスイート（以降、
データセットスイートAおよびBと呼ぶ）を⽤いて
性能評価実験を実施した。いずれのデータセットも
JIT defect prediction でよく⽤いられる5分野14種
類のメトリクスおよび不具合の有無を⽰すラベルで
構成されている。表 1にメトリクスの⼀覧および概
要を⽰す。 

データセットスイート A は先⾏研究[1]において
6 つのオープンソースソフトウェアプロジェクトか
ら収集されたデータセットで構成されている。表 2
にプロジェクト名、収集期間、および変更履歴の数
を⽰す。変更回数は少ないもので 4000 回程度、多
いものでは 10 万回近くであり、幅広い条件で評価
実験を実施できた。 
データセットスイート B は別の先⾏研究[2]におい
て JIT defect prediction におけるラベルの偏りの影
響を調査するために 10 個のオープンソースプロジ
ェクトから収集された。収集されたメトリクスはデ
ータセットスイートAと同様である。ただし、提供
されているデータセットの中には収集ミスと思われ
る事例が含まれていたため、本調査ではそれらを取
り除いて評価実験に⽤いた。

 
表 2 データセットスイート A の概要 

 
表 3 データセット B の概要 

 
 

2.2. 実験⼿順 
CPDP は対象となるプロジェクトに⼗分な変更履

歴および不具合の有無についてのラベルが付与され
ていないため他のプロジェクトで収集されたデータ
セットを⽤いる状況を想定している。本調査で⽤い
たデータセットスイートは複数のプロジェクトで構
成されているため、個々のプロジェクトを順番に予
測対象プロジェクトとして、他のプロジェクトを
CPDP ⼿法による予測のために⽤いることにした。 
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図 1  Scott-Knott ESD による CPDP ⼿法のランキング（データセットスイート A）

評価実験には CPDP ⼿法のベンチマーク⽤に開
発された CrossPare を⽤いた。また、2 つのテスト
スイートは合併させず別々に利⽤することにした。
この理由としては、データセットに含まれる変更履
歴の回数が多く CPDP ⼿法の適⽤に要する時間の
⻑さが挙げられる。評価実験には AMD 3950X と
128GBのメモリを搭載した計算機を利⽤したが、デ
ータセットスイートを別々に利⽤した場合であって
も複数の CPDP ⼿法において⼀週間では評価実験
が終了しなかった。その他の理由としては、異なる
研究で収集されたデータセットスイートにおける性
能評価の結果を⽐較することで、プロジェクト選択
の影響を観察できると考えたためである。 

複数の CPDP ⼿法は主にデータ変換に関わるも
のであり不具合の有無の予測には任意の機械学習⼿
法を組み合わせることが可能である。これらの
CPDP ⼿法については CrossPare で利⽤できる複
数の機械学習⼿法と組み合わせて性能を評価した。
ただし、SVMは計算時間が多⼤になることから除外
した。 

CPDP ⼿法による性能の変化を観察するために 2

つの基準となる予測⼿法を設けた。1 つは他のプロ
ジェクトデータを合併して前述の機械学習⼿法を⽤
いる⼿法である。もう1つは予測対象プロジェクト
のデータによる交差検証法である。後者と同程度の
性能である場合、その CPDP ⼿法は実⽤上の観点か
らも有⽤であると判断できる。 
2.3. 性能評価指標 

本 調 査 で は AUC(Area Under the Receiver 
Operating Characteristic Curve)を性能評価指標と
した。AUC は不具合予測のような正例と負例に⼤き
な偏りがある場合に⽤いられることが多い。AUC が
1.0 のとき全て正確に予測できていることを⽰す。
また、AUC が 0.5の時にランダムな予測の結果と⼀
致する。 

CPDP ⼿法および基準となる予測⼿法との⽐較に
はScot-Knott Effect Size Difference (ESD) を⽤い
た。Scott-Knott ESD は複数の CPDP ⼿法を性能評
価指標の値の統計的に有意な差異に基づいて複数の
クラスタに分割する評価⽅法である。各クラスタ内
の CPDP ⼿法は互いに統計的に有意な差がない。⼀
⽅、クラスタ間では⼀定以上の有意な差が存在する。
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最上位のクラスタに含まれる CPDP ⼿法が最も性
能が⾼いと⾔える。 
3. 結果 
3.1. テストスイート A 
図 1に Scott-Knott ESD によるランキングの結

果を⽰す。多くの CPDP ⼿法は組み合わされた機械
学習⼿法名と⼀緒に表記されている。機械学習⼿法
として決定⽊（DT）、ナイーブベイズ（NB）、ランダ
ムフォレスト（RF）、およびロジスティック回帰（LR）
を⽤いた。 

ただし、CPDP ⼿法と機械学習⼿法の組み合わせ
の数は多いので、最も性能が⾼い機械学習法との組
み合わせのみ図に⽰している。例えば、最⾼位にあ
る ZHe13 はランダムフォレストとの組み合わせの
み図に⽰されているが、それ以外のナイーブベイズ
との組み合わせなどは省略されている。表 4にAUC
の平均値とランクを⽰す。 

表 4 CPDP ⼿法の性能とランキング（データセ
ットスイート A） 

 

順位 6 位の CV-RF は交差検証法による基準を⽰
す。同順位のクラスタに含まれる 4つの CPDP ⼿法
は CV-RF と同程度の性能であると⾔える。しかし
ながら AUC の平均値は 0.5 付近であり実⽤上有⽤
であるとは⾔い難い。 
順位 8位のALL-DT はもう⼀つの基準を⽰す。コ

ンポーネントレベルではより⾼い性能を⽰すことが
⽰されていたが、変更履歴を対象とした本調査では
⼗分な性能を⽰さなかった。 
同様に順位 8 位の 4 つの CPDP ⼿法および順位
９位以降の CPDP ⼿法は実⽤的な性能を有すると
はいえなかった。 

本調査の対象とした 21個の CPDP ⼿法のうち、
7 つの CPDP ⼿法は順位 6 位より⾼い順位にあっ
た。つまり、交差検証法より良い性能を⽰した。７
つの CPDP ⼿法のうち、Watanabe08以外は全て事
例をフィルタリングするアプローチである。コンポ
ーネントレベルの研究[3]ではフィルタリングアプ
ローチの有効性は確認されておらず、変更履歴にお
いては異なる傾向が観察された。 
3.2. テストスイート B 
図 2 に Scott-Knott ESD によるランキングの結

果を⽰す。また、AUC の平均値およびランキングを
表に⽰す。 

CV-RF はテストスイート B においても交差検証
法の最も良い組み合わせであった。順位 4位に CV-
RFは含まれており、また、10個の CPDP ⼿法も同
順位にクラスタリングされていた。また、いずれの
CPDP ⼿法の AUC の平均値も 0.5 以上あり、⼀定
の予測性能を⽰していると考えることができる。⼀
⽅、順位 5位以下の 7つの CPDP ⼿法の性能は順位
2 位にある ALL-RF より有意に低いことから、有⽤
性は低いと⾔える。 
順位 2 位のALL-RFは他のプロジェクトを合併し

て機械学習⼿法を適⽤するものであった。順位 2 位
には 3 つの CPDP ⼿法が含まれている。これらは
CPDP ⼿法を⽤いない場合と同程度の性能であり、
有⽤であるとは⾔い難い。
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図 2 Scott-Knott ESD による CPDP ⼿法のランキング（データセットスイート B） 

 
 
表 5 CPDP ⼿法の性能とランキング（データセッ

トスイート B） 

 

順位 1位には YZhang15-BOOST-DT のみ含まれ
ていた。ALL-RF と異なるクラスタに含まれている
ことから有⽤な CPDP ⼿法であるということがで
きる。YZhang15-BOOST-DT はアンサンブル学習の
⼀種であるブースティングを決定⽊（DT）と組み合
わせた⽅法である。コンポーネントレベルの先⾏研
究[3]でもアンサンブル学習の有効性は⽰されてい
た。 
4. 考察 
4.1. RQ1 

本研究で対象とした CPDP ⼿法の多くが基準と
した予測⼿法と有意に異なる性能を⽰した。他のデ
ータセットを合併して機械学習法を適⽤する⽅法と
の⽐較では、データセットスイート A では 4 個の
CPDP ⼿法のみが同じクラスタに分類された。デー
タセットスイート B でも 4 個の CPDP ⼿法のみが
同じクラスタに分類された。これらのことから、コ
ンポーネントレベルの CPDP ⼿法は JIT defect 
prediction においても予測精度を有意に変化させる
と⾔える。 
4.2. RQ2 
他のデータセットを合併して機械学習法を適⽤す
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る⽅法と⽐較して、データセットスイートAでは 13
個の CPDP ⼿法の性能が有意に⾼かった。⼀⽅、デ
ータセットスイート Bでは 1 個の CPDP ⼿法のみ
有意な性能向上を⽰した。 
交差検証法との⽐較では、データセットスイート
Aにおいて7個のCPDP ⼿法が有意に⾼い性能を⽰
した。データセットスイート B では 6 個の CPDP
⼿法が有意に⾼い性能を⽰した。 
２つのデータセットスイートの結果を⽐較すると

多くの場合、異なる⼿法が上位に位置している。双
⽅の結果から、少なくとも基準となる予測⼿法と同
等の 性 能 を⽰す CPDP ⼿ 法 は YZhang15-
MAXVOTEとAmasaki15であると⾔える。 
4.3. RQ3 

コンポーネントレベルでの先⾏研究[3]では、他の
データセットを合併して機械学習法を適⽤する⽅法
もしくはアンサンブル学習が良い結果を⽰すと⽰唆
されている。また、フィルタリングに基づいた⼿法
は有⽤でないとも⽰されている。本調査の結果はこ
れらの知⾒とは必ずしも⼀致しなかった。このこと
から、より詳細な分析を進める必要があると⾔える。 
5. まとめ 

本調査ではコンポーネントレベルの CPDP ⼿法
が JIT defect prediction でも有⽤であるか実証的に
検証した。その結果、多くの CPDP ⼿法が予測精度
に影響を及ぼすことが明らかとなった。多くの
CPDP ⼿法が予測精度を低下させた⼀⽅で、少数な
がら予測精度の向上に寄与する可能性がある CPDP
⼿法を特定できた。また、本調査で得られた結果は
コンポーネントレベルの CPDP ⼿法に関する研究
成果と必ずしも⼀貫性のある結果ではなかった。 
今後の研究では、より広範囲の CPDP ⼿法および

データセットスイートによる検証を進めていく必要
がある。 
参考⽂献 
[1] Y. Kamei, E. Shihab, B. Adams, A. E. Hassan, A. 
Mockus, A. Sinha, and N. Ubayashi, “A large-scale 
empirical study of just-in-time quality assurance,” 
IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 39, 
no. 6, pp. 757‒773, 2013. 

[2] G. G. Cabral, L. L. Minku, E. Shihab, and S. 
Mujahid, “Class imbalance evolution and 
verification latency in just-in-time software defect 
prediction,” in 2019 IEEE/ACM 41st International 
Conference on Software Engineering (ICSE), 2019, 
pp. 666‒676. 
[3] Y. Kamei, T. Fukushima, S. McIntosh, K. 
Yamashita, N. Ubayashi, and A. E. Hassan, 
“Studying just-in-time defect prediction using 
cross- project models,” Empirical Software 
Engineering, vol. 21, no. 6, pp. 2072‒2106, 2016. 

- 85 -



不整地における農業用トラクタの挙動解析 

 

岡山県立大学 情報工学部 情報システム工学科 

泉 晋作 

 

（概要）本研究では，不整地を走行するトラクタに対し，路面が車体の挙動に与える影響を理論的に解析した．

このような影響を調べることは，トラクタが不整地を安定して走行するために重要であり，トラクタの自動化

の実現につながると期待される．本研究では，車体の揺れの大きさを𝐻𝐻2ノルムによって定量化し，不整地を走

行するトラクタに対応するシステムの𝐻𝐻2ノルムを解析した．𝐻𝐻2ノルムの性質を考慮してシステムを修正し，得

られたシステムの𝐻𝐻2ノルムを路面とトラクタのパラメータの関数として導出した．そして，この結果から，路

面が粗くなるほど車体の揺れが大きくなることを示し，路面の粗さが車体の揺れに与える影響の度合いを定量

化する方法を与えた．これらの結果は計算機シミュレーションにより検証した．                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

1 はじめに                    

 現在，農業用トラクタの自動化に向けて研究開発

が進められている．その背景には，世界人口の増加

に伴う食糧需要の増加や農業生産者の減少がある．

また，トラクタの手動での操作は事故の原因になり

得る．たとえば，農林水産省の調査 aによると，2019

年の農作業事故死亡者数は 281人であり，その中で

乗用型トラクタの事故による死亡者数は最も多い

80人である． 

 トラクタの自動化においては，不整地を安定して

走行することが課題となる．トラクタが走る道は主

に農道であり，その路面は平坦ではない．このよう

な道を平坦な道の場合と同様に走行すると，車体の

挙動が不安定になる恐れがある．これは作業効率を

悪化させ，生産性の低下につながる．加えて，安全

性の問題が生じる．不整地を走行するトラクタにつ

いては，たとえば文献 bで検討されているが，そこ

では路面が車体の挙動に与える影響を理論的に解析

する問題は考えられていない． 

 そこで本研究では，不整地を走行するトラクタを

対象に，路面が車体の挙動に与える影響を理論的に

解析した．具体的には，車体の揺れの大きさの指標

a https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/ 
attach/pdf/210216-1.pdf 
b 青柳ら：事故現場の地形に基づくトラクタの挙動に関する

研究，農業食料工学会誌，Vol. 78, No. 6, pp. 529–535 (2016) 

として𝐻𝐻2ノルムを考え，不整地を走行するトラクタ

に対応するシステムの𝐻𝐻2ノルムを解析した．そして，

𝐻𝐻2ノルムを路面とトラクタのパラメータの関数と

して与えた．これにより，路面の粗さと車体の揺れ

の大きさの関係が明らかになるとともに，路面とト

ラクタの情報から車体の揺れの大きさを見積もるこ

とが可能となる．以上の成果は，国際誌に論文 1)と

して投稿中である（文献番号は 5のものに対応）． 

 

2 問題設定 

 図 1に示される，不整地を走行するトラクタを考

える．トラクタは車体と前輪，後輪で構成され，各

車輪はばねとダンパによって表現される．図中の

𝑝𝑝, 𝑧𝑧はそれぞれ車体の水平方向の位置，鉛直方向の

変位を表し，𝜃𝜃は車体の傾きを表す．また，ℎはある

基準面からの路面の高さを表す． 

 図 1のモデルを用いた計算機シミュレーションに

より，図 2 の 2 種類の路面を走行した場合の𝑧𝑧, 𝜃𝜃の

p

z

h

𝜃𝜃
車体

車輪

図 1 不整地を走行するトラクタのモデル 
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時間変化を求めた．その結果の一例を図 3に示す．

路面が粗くなると，車体の揺れが大きくなることが

観察できる． 

 以上のことを踏まえて，本研究では図 1のモデル

に対し，車体の揺れの大きさを理論的に解析する問

題を考える． 

 

3 研究成果 

3.1 解析のアイデア 

本研究では，車体の揺れの大きさを定量化するた

めに，𝐻𝐻2ノルムを導入する．𝐻𝐻2ノルムは，システム

に白色雑音が入力されるとき，その定常状態におけ

る出力の二乗の期待値の平方根と解釈される．した

がって，𝐻𝐻2ノルムの値が小さいほど，（期待値の意

味で）定常状態での出力は小さいといえる．𝐻𝐻2ノル

ムは，制御工学の分野において，システムへの入力

が出力に与える影響の度合いを表すものとしてよく

用いられる． 

 𝐻𝐻2ノルムのアイデアを図1のモデルに導入する単

純な方法は，図 4(a)のように，路面の情報を入力，

𝑧𝑧,𝜃𝜃を出力とするシステムを考えることである．こ

の場合，𝐻𝐻2ノルムは，路面の情報が白色雑音として

記述されるときの車体の揺れの大きさを表す．しか

し，路面の情報を白色雑音として表すことは現実的

ではない． 

 そこで，図 4(b)のシステムを考える．これはフィ

ルタとトラクタからなり，フィルタは白色雑音から

路面の情報を生成する役割を担う．このシステムの

入力は白色雑音であるため，上で述べた問題は起こ

らない．本研究では，図 4(b)のシステムを解析して

以下の成果を得た． 

3.2 成果 1：安定性解析 

まず，図 4(b)のシステムの安定性を調査した．具

体的には，フィルタとトラクタそれぞれの安定性を

示すことで，システム全体の安定性を示した．ここ

で，トラクタの安定性解析においては，トラクタの

力学的エネルギーに着目し，それが時間とともに減

少することと非線形制御理論を利用して安定性を示

した．𝐻𝐻2ノルムは対象とするシステムが安定である

ことを仮定しており，この結果は，その仮定が満た

されることを意味している． 

3.3 成果 2：𝐻𝐻2ノルムの解析 

 つぎに，図 4(b)のシステムの𝐻𝐻2ノルムを，フィル

タとトラクタのパラメータの関数として導出した．

この結果を用いることで，路面とトラクタの情報か

ら，𝐻𝐻2ノルムの意味での車体の揺れの大きさを見積

もることが可能となる．さらに，この結果を利用し

て，路面が粗くなるほど車体の揺れが大きくなるこ

図 2 2種類の路面 

0 5 10 15 20
-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

図3 図2の路面に対するシミュレーション結果 

0 5 10 15
-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0 5 10 15
-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

図4 図1のモデルの振舞いを記述するシステム 

z, 𝜃𝜃路面の情報 トラクタ

(a)

z, 𝜃𝜃

路面の情報

トラクタ

(b)

フィルタ白色雑音
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とを示し，路面の粗さが車体の揺れに与える影響の

度合いを定量化する方法を与えた． 

以上の結果を計算機シミュレーションにより検証

した．まず，解析によって得られた𝐻𝐻2ノルムの値と

1000 種類の路面に対するシミュレーションの結果

を比較し，解析結果がシミュレーション結果に近い

ことを確認した．その後，図 4(b)のシステムの代わ

りに図 4(a)のものを用いる解析方法と比較し，図

4(b)のシステムを考えることで，トラクタの揺れの

大きさをより正確に推定できることを示した． 

 

4 おわりに 

 本研究では，不整地を走行するトラクタに対し，

その車体の揺れの大きさを理論的に解析した．揺れ

の大きさの指標として𝐻𝐻2ノルムを採用し，𝐻𝐻2ノルム

の性質を考慮して，フィルタとトラクタを組み合わ

せたシステムを考えた．そして，システム全体の安

定性を示すとともに，その𝐻𝐻2ノルムを路面とトラク

タのパラメータの関数として導出した．得られた結

果は計算機シミュレーションにより検証した．本研

究の成果は，不整地を走行する際のトラクタの挙動

を予測するのに役立ち，不整地での安定走行の実現

につながると期待される． 

 

5 成果物 

1) S. Izumi, R. Hayashida, and X. Xin: H2 

Performance Analysis of Tractors Traveling 

on Rough Terrain, ASME Letters in Dynamic 

Systems and Control, submitted 
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機械学習を用いた熱可塑性炭素繊維強化プラスチック溶着接合の強度・品質予測 

 

岡山県立大学 

金崎真人 

 

本研究ではプロセス後の強度・品質評価の難しい炭素繊維強化熱可塑性樹脂の溶着接合において，使用する

材料や寸法，成形条件などを説明変数とし，成形した試験片の強度あるいは品質（試験片からの樹脂流出など

の不整の量）を目的変数とした，多変量解析や機械学習といった統計的な整理手法での品質予測方法の模索・

構築を目的とする．昨年度は金型とホットプレスの電装化による成形・融着時の温度と圧力の履歴を記録し，

機械学習に投入する教師データのパラメータ数を効率的に取得する環境を構築した．一方で，溶着部評価で用

いる目違い切り欠き圧縮試験の試験治具は，試験片固定に使用するボルトの締結トルク管理が手動であり，個

人の技能のばらつきが結果に影響を及ぼす可能性があるほか，作業に時間を要する．今年度は試験結果のデー

タセットを作成する際の効率化と人為的要因を排除するため，試験治具の作製を行ったほか，締結荷重が溶着

強度評価に及ぼす影響を調査した． 

 

1. 緒言 

炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料（以下CFRTP）

は，熱融着が可能という利点があるが，繊維と樹脂

の組み合わせが多様であり．よって最適な条件も異

なる．そこで，新しい系においても強度・品質予測

ができる可能性のある方法として機械学習の適用が

考えられる．しかし，機械学習の為には試験片を多

く作製する必要がある．その解決策として，試験片

長さの短い試験片の作製が考えられる． 

比較的小さな試験片で CFRTP の熱融着を行った

面の強度できる評価方法に，目違い切欠き圧縮試験

という手法がある 1,2)．短冊形状試験片の中央部に，

両表面から並行で互い違いに厚さの半分以上の深さ

となる切込みを入れた試験片を用いる（Fig.1（a）左）

ことで試験片の層間せん断強さを試験片の圧縮によ

り求める方法である．圧縮試験を行う際は，試験片

の面外変形を防ぐため治具を用いる．この試験の標

準試験片長さは 78mmであが，評価部の長さを変え

ずにそのほかの部分を切り詰めることによって試験

片全長を短くした試験方法の検討を実施した．この

結果，試験片全長を半分にできることが実験的に確

認できた．一方，試験条件ごとのばらつきが一定で

はなかった．この要因として，治具への試験片固定

の際用いられるトルクレンチでの締結力の管理がが

試験を行う個々人の技能によって影響を受け，試験

片保持力が一定ではなかったことが示唆された． 

そこで本年度は，人為的な影響を排して常に一定

の力をかけることができる，エアシリンダを用いた

試験治具を作製し，試験片保持力の強弱が目違い切

り欠き圧縮試験における CFRTP の溶着面の層間せ

ん断強度におよぼす影響を評価した． 

 

2. 材料 

2.1 材料および積層板の成形 

一方向セミプレグシートを積層することで積層構

成[0]48となる積層板を作製した．ここで，セミプレ

グシートは炭素繊維（㈱東レ T700SC）ならびにポリ

アミド 6（polyamide 6，以降 PA6）から成り，繊維体

積含有率は 54%である．また，積層板の成形にはホ

ットプレスを用い，圧力 1.5 MPa，温度 240 ℃で 30 

min保持したのち徐冷した．このとき，Fig. 1に示す

シアエッジ金型を用いて繊維体積含有率の変化を可

能な限り抑えた．また，金型から積層板を離形する

ために，離型剤ではなくフッ素樹脂コーティングク

ロスを使用した．次節で説明するように，本節で作

製した積層板同士を融着する．したがって，樹脂そ

のものが離型性を持つ本コーティングクロスをもち

いることで融着面すなわち積層板表面に離型剤が残

らないよう配慮した．積層構成は[0]48とした． 

次に作製した積層板を 2枚用意し，それらを 1枚
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に熱融着することにより，板厚中央に融着面を持つ

積層構成[0]96 の積層板を作製した．成形条件は[0]48

と同じである． 

 

 

Fig. 1 Schematic diagram of shear-edge mold prepared to 

mold CFRTP laminates without washing out the fibers 

 

2.2 目違い切り欠き圧縮試験片の作製 

2.2 節で述べた方法で[0]96積層板の 4 辺を 10 mm

切り落とした後，長さ 80 mm, 幅 13 mmを基準とし

て試験片を切り出した．次に切欠きの間隔 6.5 mm，

切欠き幅 0.9 mm を目標に切り欠きを導入した．こ

れらの作業には，ダイヤモンドカッター（MC-120，

（株）マルトー）を用いた． 

 

2.3 目違い切り欠き圧縮試験 

目違い切欠き圧縮試験は，CFRP の一方向強化材

料及び織物強化材料における層間せん断強度を目違

い切欠き試験片の圧縮によって求める方法である．

治具ここで用いる治具には，試験片の面外変形を防

ぐ役割がある．規格では，4 本の M5 ボルトを締結

することで治具の固定を行っており，締め付けトル

クの範囲が0.10 Nmから0.15 Nmと定められている．

しかし，1 章で述べた通り締め付けトルクの均一化

が難しいため，エアシリンダ（スーパーマウントシ

リンダ，CKD（株））を用いることで，均一に力をか

けて試験片の保持を行う治具を作製した．（Fig. 2）．

これによって，試験片保持力を簡便に変えることが

できるほか，試験片の着脱が容易になり，作業を効

率よく実施することができるようになった．この治

具ではボルトを使用しないので，式(4)を用いて JIS

規格の締め付けトルクから試験片保持力を算出し，

基準となる試験片保持力を算出した． 

𝑃 =
4𝑇

𝑘𝑑
(1) 

ここで，Tは締め付けトルク，kはトルク係数，d

はネジの呼び径を表し，トルク係数は 0.2 とした．

これより，JIS規格で定められた締め付け力は 400 N

から 600 Nである．本研究では試験片保持力と層間

せん断強度の関係を明らかにするため，試験片保持

力は 250 N，350 N，450 N，550 N，650 Nの 5条

件とした． 

本研究では試験機に油圧サーボ式強度試験機

（EHF-EB50KN-10L，（株）島津製作所）を用いた．

試験速度は 1.2 mm/minとした．試験機から得られ

た荷重 Fmaxに対して次に示す式（2）を適用すること

で層間せん断強度 τDを得た． 

𝜏𝐷 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑏𝑙
(2) 

ここで，Fmaxは最大荷重，bは試験片の幅，lは切り

欠き間隔である． 

 

 

(a) Appearance of fixture 

 

(b) Schematic image of setup of interlaminar shear test 

Fig. 2 Fixture of test for interlaminar shear strength by 

double-notch specimen 
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また，標準偏差 sおよび変動係数CVは，式(3)及び

(4)を用いて求めた． 

𝑠 = √
∑(𝑥 − �̅�)

𝑛 − 1
(3) 

𝐶𝑉 =
𝑠

�̅�
× 100 (4) 

ここで，xは個々の測定値，x ̅は測定値の平均値，n

は測定値の数である．本報では 1条件当たり試験片

6本を準備したため，n=6である．試験片保持力ごと

の試験片寸法の平均値，標準偏差を Table 1に示す． 

  

Table 1 Average value of specimen dimensions and standard deviation 

 

3. 実験結果および考察 

各試験片の寸法と目違い切り欠き圧縮試験により

得られた最大応力から，式(1)を用いて求めた各試験

片における層間せん断強度の平均値と，標準偏差の

関係を Fig. 3および Table 2に示す．図中における点

が平均値，エラーバーが標準偏差である．また，2本

の破線内の範囲が式(4)を用いて得られた JIS 規格で

定められた試験片保持力の範囲である．これらの結

果，層間せん断強度の平均値は互いの標準偏差の範

囲内に収まっていることから，今回実施したエアシ

リンダによる保持方法において試験片保持力は強度

に有意な影響を及ぼさないといえる． 

本試験において，層間せん断強度は試験片保持力

によらず 3 から 9 MPa 程度のばらつきが発生した．

先行研究において，層間せん断強度のばらつきに評

価部寸法のばらつきの影響はないとされている 3)が，

改めて確認を行った．Table. 3に各試験片保持力にお

ける試験片の評価部寸法と層間せん断強度それぞれ

の平均値，標準偏差，変動係数の値を示す．Table.3

から，すべての評価部寸法における変動係数は 1%

未満と小さい値であるが，層間せん断強度の変動係

 

Fig. 3 Interlayer shear strength in test condition 

 

Table 2 Interlaminar shear strength and the standard 

deviation 

Holding force 

[N] 

Average of interlayer 

shear strength [MPa] 
S.D.[MPa] 

250 47.8 3.4 

350 50.6 3.7 

450 51.3 9 

550 48.1 5.1 

650 46.6 3 

S.D.: Standard deviation 

 

 JIS 7092  Experimental value 

Holding force [N] 400~600   250 350 450 550 650 

Length L [mm] 78~91  80.0 (0.03) 80.0 (0.01) 80.0 (0.01) 80.0 (0.03) 80.0 (0.01) 

Width b [mm] 12.5~13.3  13.0 (0.08) 12.9 (0.06) 13.0 (0.03) 13.0 (0.04) 13.0 (0.07) 

Thickness h [mm] 3.5~6.5  4.13 (0.01) 4.22 (0.04) 4.22 (0.05) 4.21 (0.01) 4.19 (0.03) 

Gauge length l [mm] 6.4±0.2  6.54 (0.02) 6.49 (0.05) 6.47 (0.01) 6.48 (0.04) 6.52 (0.04) 

Notch width w [mm] 1.0±0.2  0.92 (0.01) 0.93 (0.01) 0.92 (0.01) 0.92 (0.01) 0.92 (0.02) 

Notch depth [mm] h/2~h/2+0.02   2.19 (0.01) 2.2 (0.01) 2.16 (0.02) 2.16 (0.03) 2.15 (0.02) 

The value in parentheses is the standard deviation. 
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数は 6.4%以上と比較的大きい値になっている．各評

価部寸法の変動係数と層間せん断強度の変動係数の

同期も確認できないため，層間せん断強度のばらつ

きに評価部寸法のばらつきは影響していないことが

確認できた．ばらつきが発生した原因としては，き

裂が進展する溶着面にブリッジングしている繊維の

存在があげられる（Fig. 4）． 

以上の検討結果から，本報で作製したエアシリン

ダによる試験片保持方法と，JIS規格並びにその前後

の保持力においては，試験片保持力は試験片の溶着

強度の評価に有意な影響を及ぼさないと考えられる． 

 

Table 3 Relationship between dimensions and interlaminar 

shear strength 

Holding 

force [N] 

 
Width 

[mm] 

Gauge 

length 

[mm] 

Interlayer 

shear 

strength 

[MPa] 

250 

Average 13 6.54 47.8 

S.D. 0.076 0.024 3.4 

C.V.[%] 0.59 0.37 7.1 

350 

Average 12.9 6.49 50.6 

S.D. 0.059 0.055 3.7 

C.V. [%] 0.45 0.85 7.3 

450 

Average 13 6.47 51.3 

S.D. 0.032 0.011 9 

C.V. [%] 0.25 0.17 18 

550 

Average 13 6.48 48.1 

S.D. 0.044 0.038 5.1 

C.V. [%] 0.34 0.59 11 

650 

Average 13 6.52 46.6 

S.D. 0.07 0.036 3 

C.V. [%] 0.54 0.55 6.4 

S.D.: Standard deviation, C.V.: Coefficient of Variation 

 

 

Fig. 4 Broken fiber on fracture surface of specimen 

 

4. 結言 

本報では，治具による試験片保持力とCF/PA6の融

着面における層間せん断強度の関係を評価するため，

試験片保持力を等間隔で変えて目違い切欠き圧縮試

験を行った．各試験片保持力における試験片の層間

せん断強度の平均値は大差がなかった．また，その

平均値は互いの標準偏差の範囲内だったため，標準

偏差を考慮しても有意な差は見られなかった．層間

せん断強度のばらつきは，試験片寸法のばらつきに

よるものではなく，き裂の進展する溶着面に存在す

るブリッジングした繊維による影響と考えられる． 

以上の結果から，本試験で実施した範囲内では試

験片保持力の層間せん断強度に対して有意な影響を

及ぼさない． 
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マスク着用下における様々な条件での歩行が歩容および注意に及ぼす影響 

 

岡山県立大学 情報工学部 人間情報工学科 

大下 和茂 

 

本研究は，歩行時のマスク着用および認知課題が心拍数，歩調，息苦しさ，認知課題の成績に及ぼす影響を調べ

た．健常成人男性12名を対象に，トレッドミル上での時速4.0kmおよび6.0kmの歩行を，不織布マスクを着用

する条件とマスクを着用しない条件とで実施した．また，歩行時にスマートフォンを使用した計算を課し，画

面上に表示される 2 桁の足し算を，できるだけ早く正確に回答するよう指示した．歩行時の心拍数や歩調，計

算課題の成績にマスク着用による有意な効果は認められなかったが，マスク着用により主観的運動強度や息苦

しさが増加した．また，歩行速度に関わらず，計算課題時に歩調が有意に増加し，計算課題に伴い歩調が大きく

増加する者は計算課題の正答率が低く，これはマスク着用下のみで認められた．これらの結果は，歩行時のマ

スク着用は運動機能や認知課題の成績に影響しないが，マスク着用下における歩行時の認知的要求により，歩

行パターンが大きく増加（実際の歩行では，歩幅の短縮や歩行速度の低下）する者は，認知的要求を正確に遂行

しにくくなることを示した．  

 

 

1 はじめに 

マスク着用は，衛生面，感染症予防，粉塵や花粉

などの対策として重要である．しかし，マスク着用

により，息苦しさ 1)，マスク内の温度変化 2,3)，頭痛

4,5)，ニキビやかゆみ等の皮膚反応 6)など，様々な弊

害が指摘されている．このうち息苦しさは，マスク

による呼吸抵抗の増大が影響すると考えられている

1,7)．特に運動中は換気要求が高まるため，運動中の

マスク着用が生理応答や運動パフォーマンスに与え

る影響は広く検討されている．これらの報告を

reviewした最近の研究では 8-10)，歩行などの低強度

運動時における一般的なマスクの着用は，呼吸パタ

ーンを除いて，健常成人の生理的反応や運動能力に

有意な影響を及ぼさないものの，主観的な息苦しさ

を増加させると報告している．これらの結果から，

歩行などの日常生活における通常のマスク着用は，

生理的に与える影響が小さいとしても，息苦しさを

増加させることを示している．  

 日常生活における歩行は，単なる身体運動ではな

く，様々な認知機能を必要とする．すなわち，路面

状況を判断して転倒を防ぐ，他の人や物の動きや位

置を把握して衝突を避ける，目的地までのルートを

計画する，時には他人との会話などを伴う．また推

奨されないが，モバイル機器を操作するケースも多

い．このような認知的要求を伴う身体活動を二重課

題またはマルチタスクと呼び，認知機能または運動

能力の低下と関連する 11-14)．長時間のマスク着用は

認知機能や作業効率などへの影響が懸念されており

4,15,16)，歩行などの低強度の運動で，運動パフォーマ

ンス自体に影響が認められなかったとしても，息苦

しさの増加から，マルチタスク下では，認知機能や

運動能力に影響を及ぼす可能性がある．これは，日

常歩行時では衝突や転倒などの事故に繋がる危険性

が高まることを示している． 

そこで本研究では，マスク着用下での歩行時に計

算課題を実施することが，心拍数，歩行パターン，

息切れ，計算成績に及ぼす影響について検討した．                   

 

2 方法 

2.1 対象者 

対象者は，健常成人男性 12 名（年齢：22±1 歳，

身長：173.1±6.3 cm，体重：68.8±16.7 kg）であ

った．対象者には事前に実験内容を文書と口頭で説

明し，書面による実験参加の同意を得た．なお，本

研究は，岡山県立大学  倫理委員会の承認を経て実

施された． 
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2.2 歩行課題および計算課題 

対象者には後述するスマートフォン（AQUOS sense, 

シャープ㈱; 144.0×72.0×8.6mmおよびiPhone X, 

Apple Inc.; 143.6×70.9×7.7mm）を用いた計算課

題とトレッドミル（Tempo T82, Johnson Health Tech）

での歩行の練習時間を，事前に設けた． 

実験日，対象者は，10分間の座位安静の後，トレ

ッドミル上に立ち，計算課題を2回実施した．その

後，トレッドミル上で3分間の通常歩行（4.0km/h）

を2回，その後，3分間の速歩（6.0km/h）を2回実

施した．各歩行速度での 2 回の歩行について，1 回

目は歩行のみとし（歩行課題），2回目は計算課題を

実施しながら歩行した（歩行+計算課題）．計4回の

歩行間には，それぞれ1分間の休憩を設けた．実験

は2日以上7日以内の間隔をあけて2日実施した．

1 日はマスクを着用せずに歩行し，もう 1 日は座位

安静時から不織布製の使い捨てマスク（Fitty 7DAYS

マスクEX, 玉川衛材㈱）を着用した．マスク有無の

順序は参加者間でランダムとした． 

計算課題はスマートフォンを用いて2桁の足し算

を1分間実施した．参加者は左右任意の手でスマー

トフォンを保持し課題を実施した．画面に表示され

る2桁の足し算に，タッチ入力でできるだけ早く，

正確に答えるよう指示した．計算課題は専用のアプ

リケーションを用い，1 問ずつ表示し，回答を入力

した後に次の問題を表示した．歩行中の計算タスク

は，歩行開始後30秒後に2回連続で実施した． 

 

2.3 計測項目 

2.3.1 心拍数(HR) 

  実験中の HR は HR モニター（FT7, Polar Japan）

を用いて計測した．安静時前に電極ベルトを装着し，

座位安静最後の 1 分間と各歩行課題終了直前の 10

秒間の平均値を測定した．歩行時のHRは，%予備HR

（%HRR）を算出し，運動強度として評価した． 

 

2.3.2 主観的運動強度（RPE）および息苦しさ 

RPE は Borg スケールを用い，息苦しさは VAS

（visual analogue scale）で測定した．息苦しさの

VAS は，米国胸部学会の声明において紹介されてい

る「全く息苦しくない」（0cm）から「非常に息苦し

い」（10cm）までの範囲とした 17,18)．これらの指標は

各歩行終了後の休息時間に各歩行課題の感覚として

評価した． 

 

2.3.3 歩数・歩調 

歩容はデジタルビデオカメラ（GZ-E109，JVCケン

ウッド）により撮影した．歩数は動作解析ソフト

kinovea を用いて，歩行課題の中間 30 秒分，歩行+

計算課題の 1 分間計算課題時の中間 30 秒分を測定

した．測定した歩数から歩調（歩/秒）を算出した． 

 

2.3.4 計算課題の評価 

  回答数と誤答数から正答率を算出した．立位時，

普通歩行時，速歩時，各2回ずつ実施した課題のう

ち，正答率の高かった課題のものを分析対象とした． 

 

2.4 統計解析 

%HRR，歩調，RPE，息苦しさ，それぞれの比較には，

2つのマスク条件（マスクの有無）×2つの歩行速度

（普通歩行と速歩）×計算課題の有無の3要因の分

散分析を用いた．計算課題の正答率の比較には．2つ

のマスク条件（マスクの有無）×3つの歩行条件（立

位，通常歩行，速歩）の2要因の分散分析を用いた．

計算課題に伴う歩調の変化と計算課題の回答数およ

び正答率との関係について，各速度の歩行において，

計算課題の付加による歩調の変化（計算課題有りの

歩調÷計算課題なしの歩調）を算出し，上位6名（増

加大群）と下位6名（増加小群）とで回答数と正答

率の平均値および標準誤差を算出した．また，各群

における回答数および正答率の平均値の差は，2 つ

の群（増加大群と増加小群）×2つのマスク条件（マ

スクの有無）×2 つの歩行速度（普通歩行と速歩）

の3要因の分散分析により比較した．分散分析の結

果，有意な主効果もしくは交互作用が認められた場

合，Holmの方法による多重比較を実施した． 

これらの統計解析には統計ソフト js-STAR XR

（Ver.1.1.8j） を用いた．統計的有意水準は10%未

満を有意傾向，5%未満を有意とした． 
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3. 結果および考察 

各条件における各測定指標の対象者全体の平均

値と標準偏差を表1に示す． 

%HRR について，歩行速度や計算課題付加に有意

な主効果が認められたが（P < 0.01），マスク着用の

有意な効果は認められなかった．また，歩行速度と

計算課題付加との有意な交互作用が認められた（P < 

0.05）．多重比較の結果，各歩行速度において，計算

課題の付加，もしくは歩行速度の増加により%HRRは

有意に高くなった．RPE および息苦しさは，マスク

着用，歩行速度，計算課題付加に有意な主効果が認

められ（P < 0.05），マスク着用と計算課題付加との

有意な交互作用も認められた（P < 0.05）．多重比較

の結果，計算課題付加，もしくはマスク着用により

RPEおよび息苦しさは有意に高くなった（P < 0.05）． 

運動時のマスク着用に関する review では，低強

度運動時のマスク着用は心血管系反応や血液ガスな

どの生理的指標に大きな影響を与えないが，息苦し

さは増加すると報告されている 8)．これは，比較的

短時間歩行を実施した本研究結果と同様である．息

苦しさの増加はマスク着用による呼吸抵抗の増加に

よるものと考えられ，これが本研究ではマスク着用

によるRPEの増加に繋がったと考えられる．一方，

低強度運動であっても長時間の場合はマスク着用に

より HR の有意な増加が認められており 19），運動時

間が長くなると，主観的指標だけでなく，生理的指

標にも影響する可能性がある．一方，息切れや RPE

は計算課題付加でも有意に増加した．この結果は，

単にマスクを着けて歩いた場合より，これに認知的

な要求が加わる場合で主観的な疲労感が増すること

を示唆している．日常生活での歩行は，経路計画や

事故防止に注意を払うなど認知機能も要求されるた

め，実験室レベルでマスク着用した歩行よりも，よ

り疲れると認識されるかもしれない．そのため，十

分なソーシャルディスタンスが確保できるのであれ

ば，極度の疲労感を避けるために，マスク着用しな

いと言う選択肢も有用となる可能性がある． 

歩調は，歩行速度や計算課題付加に有意な主効果

が認められたが（P < 0.01），マスク着用の有意な効

果は認められなかった．また，歩行速度と計算課題

付加との交互作用は有意傾向を示した（P < 0.10）．

多重比較の結果，マスクの有無に関わらず，計算課

題の付加，もしくは歩行速度の増加で歩調は有意に

高くなった（P < 0.05）．計算課題の正答率は，歩行

速度に有意な主効果が認められたが（P < 0.01），マ

スク着用による有意な効果は認められず，これらの

有意な交互作用も認められなかった．多重比較の結

果，安静時よりも速歩時で正答率が有意に低くなっ

た（P < 0.05）． 

計算課題に伴う歩調の変化は，マスク無しの普通

歩行時に増加大群で1.06±0.02倍，増加小群で1.02

±0.02 倍，速歩時に増加大群で 1.07±0.03 倍，増

加小群で1.02±0.02倍であった．また，マスク着用

の普通歩行時に，増加大群で1.05±0.02倍，増加小

群で1.01±0.01倍，速歩時に増加大群で1.06±0.02

倍，増加小群で1.01±0.01倍であった．各群の計算

表1 各条件における各測定指標の平均値と標準偏差および分散分析結果 

 

①歩行速度 ②マスク ③計算課題 交互作用

% HRR 無 19.7 ± 8.2 24.2 ± 7.5 † 29.9 ± 9.6 * 36.4 ± 8.9 * †

(%) 有 18.9 ± 5.9 23.7 ± 8.4 † 29.0 ± 7.8 * 38.6 ± 12.7 * †

RPE 無 8.7 ± 2.1 9.3 ± 2.6 † 11.0 ± 2.3 11.9 ± 2.4 †

有 9.4 ± 1.7 ‡ 10.5 ± 1.9 † ‡ 11.9 ± 1.8 ‡ 13.1 ± 2.4 † ‡

息苦しさ 無 1.1 ± 0.8 1.6 ± 1.1 † 2.7 ± 1.4 3.4 ± 1.3 †

(VAS; cm) 有 1.7 ± 1.1 ‡ 2.6 ± 1.7 † ‡ 3.8 ± 1.6 ‡ 4.8 ± 1.9 † ‡

歩調 無 1.71 ± 0.14 1.78 ± 0.12 † 2.06 ± 0.10 * 2.15 ± 0.12 * †

(歩/秒) 有 1.71 ± 0.13 1.76 ± 0.12 † 2.08 ± 0.11 * 2.15 ± 0.13 * †

正答率 無 92.9 ± 4.5 91.3 ± 3.2 89.8 ± 5.0 #

(%) 有 92.3 ± 4.5 90.0 ± 5.9 88.1 ± 7.3 #

*は普通歩行と比べて，†は歩行課題と比べて，‡はマスク無しと比べて，#は安静座位と比べて，それぞれ有意差あり（P  < .05，Holmの方法による多重比較）

分散分析結果

歩行課題 歩行課題
マスク 安静座位

普通歩行 速歩

P  < .01 P  < .05 P  < .01
②×③

(P  < .05)

P  < .01 N.S. P  < .01
①×③

(P  < .05)

N.S. N.S. 

P  < .01 P  < .01 P  < .01
②×③

(P  < .05)

P  < .01 N.S. P  < .01
①×③

(P  < .10)

歩行+計算課題 歩行+計算課題

P  < .01
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課題の正答率を図1に示す．分散分析の結果，マス

ク着用および歩行速度に有意な効果は認められなか

ったが，群間の差は有意傾向であり（P < 0.10），群

間とマスクの着用との有意な交互作用が認められた

（P < 0.05）．多重比較の結果，増加大群においてマ

スク着用により，またマスク着用時に増加小群に比

べ増加大群で，それぞれ有意に低い正答率を示した

（P < 0.05）．これらの結果は，歩行時における計算

課題付加で歩調や計算成績にマスク着用の有意な影

響は認められないが，マスク着用下でのみ，計算課

題付加に伴い歩調が大きく増加する者は計算課題の

成績が低いことを示している． 

本研究では，スマートフォンを用いた認知課題を

実施したが，マスク着用歩行時のスマートフォン操

作で歩行パターンが大きく変化する者は認知課題の

成績も大きく悪化する，もしくは，認知課題の大き

く悪化する者は歩行パターンも大きく変化するとい

う個人特性を示した．これらの結果は，マスク着用

が歩行パターンや認知能力の変化に何らかの影響を

及ぼす可能性を示しているが，その詳細は本研究で

は明らかでない．マスクの長時間着用は作業能率や

作業効率を低下させることが報告されており 4,15,16)，

呼吸パターンの変化や息苦しさが部分的に影響して

いる可能性がある．今後，脳活動などの測定により，

そのメカニズムを詳細に検討する必要があろう．い

ずれにせよ，本研究結果は，マスク着用下における

マルチタスク歩行で歩行速度が大きく低下したり，

認知課題の成績が悪化したりする者は，歩行パター

ンの変化によるつまずきや認知能力の低下による注

意力・判断力の低下が考えられるため，注意が必要

となる可能性を示している．特に，本研究でのマル

チタスクはスマートフォンを用いた作業であった．

いわゆる「歩きスマホ」の危険性はよく知られてい

るが，本研究の結果は，マスク着用下での「歩きス

マホ」によって歩行パターンが大きく変化する人（歩

行速度が遅くなるなど）は，認知パフォーマンスも

大きく低下する可能性を示している（判断力や注意

力が低下するなど）．逆に，マスク着用下で「歩きス

マホ」で認知パフォーマンスが大きくに悪化する（周

囲の人や物に気づかずぶつかる，信号機を見落とす

など）人は，歩行パターンも大きく変化する（つま

ずきによる転倒リスクの増加など）ことに繋がる可

能性を示している．このことから，通常でも危険な

「歩きスマホ」は，人によってはマスクを着用する

ことでより危険度が増す可能性を示している． 

 

4. 今後の検討 

 本研究において，歩行中の認知課題付加は，課題

の成績や歩行パターンに影響することを示したが，

健康成人を対象としたトレッドミルでのマルチタス

ク歩行で，歩行パターンや認知機能に有意な影響が

認められないとする報告もがある 20）．これは認知課

題の種類や難易度に関連している可能性がある．本

研究では計算課題のみを用いたため，他の認知課題

との比較が必要である．また，本研究では不織布製

のマスクを使用したが，現在，様々なタイプのマス

クが使用されており，これらのマスクの違いによる

影響も検討することが重要であろう．さらに，本研

究では歩調のみを評価したが，今後はモーションキ

ャプチャなどを用いた各関節角度，歩幅，脚の上が

り方などの変化も評価することが望ましいと考える． 

 

5. まとめ 

 本研究は，歩行時のマスク着用と計算課題付加が

HR，歩調，息苦しさ，計算課題に及ぼす影響につい

て検討した．その結果，マスク着用により，HR，歩

行時の心拍数に有意な影響は認められなかったが，

 

図1 歩行時の計算課題に伴う歩数の変化と 

計算課題の正答率（*; P < 0.05） 
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主観的な運動強度や息苦しさは有意に増加した．ま

た，歩行速度に関わらず，計算課題の付加により歩

調は有意に増加し，計算課題の成績は速歩時で有意

に低下した．そして，マスク着用での歩行時のみ，

計算課題の付加により歩調が大きく増加した者は，

計算課題の正答率も低かった．これらの結果から，

マスク着用の歩行は息苦しさの増加に繋がり，歩行

パターンの変化が大きい人ほど認知機能も低下する

ことが示唆された．そのため，マスクを着用下での

日常歩行で歩行パターンの変化が大きい人は，周囲

の状況を正確に判断する能力，経路などを考える能

力などの認知能力も低下する可能性を示している． 
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エリアリノベーション時代の地域建設業の役割と業態に関する研究 

 

岡山県立大学デザイン学部 

穂苅 耕介 

 

市街地環境の維持保全に働きかける地域建設業の衰退と消滅という現代日本の社会課題に対し、本研究では、

昨今注目されている「エリアリノベーション」に着目し、その展開が見られる長野市善光寺門前（東町）を対

象に、エリアリノベーションの状況や特性を踏まえ、リノベーションと地域建設業の関わりを、資料分析と関

係者へのヒアリングを通じて把握することを通じて、市街地環境の維持保全さらには進化と創造に寄与できる

地域建設業の役割と業態の解明を試みた。 

これにより、1)エリアリノベーションによる市街地環境の変化は、それまでとさほど変化の見られない市街

地の様相の上に小さく漸進的に手が加えられていくものであること、2)リノベーション工事に関わる地域建設

業は、リノベーションの発生前後に会社設立あるいは開業した個人または小規模事業者からなり、事業者はそ

れぞれ既存の業種区分の境界をまたぐ事業を展開していること、3)リノベーション工事には分離発注方式が採

用されており、これに関わる専門工事業はエリアリノベーションの進展にともない「変化＝多能工化」し、業

種区分にとらわれない幅広い事業展開がみられること、の3点を明らかにした。 

 

1. はじめに 

1-1. 研究の背景と目的                    

旧市街地の保全においては、歴史的な家屋や都市

施設等の日常的点検や修繕、または更新を手がける

建設業の存在が重要であるが、近年はこうした役割

を担ってきた地域建設業は、衰退し消滅しつつある

と言われている（橋本他：20021））。建設業者という

存在は一般的に、業界をとりまく体質や特異性から

調査研究の対象としては近づきにくいものとされて

きた。そのため、衰退・消滅の危機にあるとされな

がらも市街地環境の保全に果たしうる地域建設業の

役割や可能性については、これまで十分に議論され

てこなかった。 

 これに対し、近年「リノベーション」という言葉

が一般によく知られるようになり、地域社会から放

擲されていた空き家を、リノベーションによって再

生する試みが各地で行われている注1。また、一部で

は、ある狭いエリアでリノベーションが同時多発的

に展開する「エリアリノベーション」と呼ばれる現

象も起こっている。 

 このような市街地環境の維持更新に働きかけるリ

ノベーションに、地域建設業は一体どのような関わ

り方をしているのだろうか。 

本研究では、エリアリノベーションの展開が見ら

れる地方都市として長野市善光寺門前を対象に、リ

ノベーションの状況や特性を把握の上、リノベーシ

ョン工事に関係する建築関係者にヒアリング調査を

行い、リノベーションと地域建設業との関わりを把

握することを通じて、地域建設業の果たす役割と業

態の解明を試みる。 

1-2. 研究の方法  

以上の研究目的に沿い、本研究では以下の【1】〜

【3】の方法から研究課題の解明を試みる。 

まず、【1】研究対象地の現地踏査と Google Street 

View（以下、GSV）を用いて、エリアリノベーション

の展開がみられる市街地を対象とした市街地環境の

変化の様相を経時的に把握しその特質を明らかにす

る（第 2章）。次に、【2】当該市街地のエリアリノベ

ーションの展開に関係する建築関係者にヒアリング

を行い、各建物のリノベーション工事に関係する建

設業者を特定の上、国・地方自治体の管理する企業

情報検索システムや民間の信用調査会社、その他公

表されているインターネット情報などから地域建設

業の業態の特質を明らかにし（第 3章）、最後に、【3】

エリアリノベーション時代の地域建設業の役割と業

態との関係について考察する（第4章）。 
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図3 GSV-Time Machine 記録画像からみた外観の変更履歴 

図2 GSV による分析対象街路 

図1 対象地の位置 

表1 GSV 記録の有無 

1-3. 研究対象地：長野市東町 

本研究の対象地である長野市善光寺門前の中央通

りから東側にひとつ小脇にそれた東町（図 1）は、

昭和 40 年代頃までは商工業がひしめく問屋街をな

し経済活動の中心であった。その後、商工業に関係

する事業者らの卸売団地への移転などを機に、問屋

街としての様相から人通りもまばらな住宅地として

の様相に変化したとされている。 

その後 2009 年の倉庫を利用した空き家再生活動

を発端とした東町界隈を中心とするリノベーション

の連鎖 5)により、エリアリノベーションの先進地と

して紹介されるようになった（馬場：20166））。 

 

2. リノベーションによる市街地環境の変化の様相 

2-1. 分析手法  

まずエリアリノベーション時代によってもたらさ

れる市街地環境の変化の様相を、a)現地踏査と b) 

GSV の Time Machineを用いて明らかにする。 

GSVの Time Machineは、2014年 4月に追加された

機能で、Googleが GSVサービスを開始した2007年 8

月以降の市街地環境の経時的変化の閲覧を可能にし

た。これにより、「図」となる市街地環境だけでなく、

その背後におかれた「地」の市街地環境の様相の変

化も経時的に把握することが可能になった。 

a）現地踏査による分析対象街路の抽出 

2021年3月8日に実施した現地踏査では、対象地
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の範囲とエリアリノベーションの現況を確認の上、

GSVの Time Machineによる分析対象とするリノベー

ション建物を含んだ街路（A〜E）を抽出し、沿道の

敷地・建物の位置関係の確認とナンバリングを行っ

た（図2）。 

b）記録画像の蓄積状況の確認 

 次に、現地踏査で抽出した街路（A〜E）を対象と

してGSV-Time Machine記録画像の蓄積状況を確認し、

長野市東町には、2012年 5月から2020年11月まで

の期間に 9回分の記録画像があり、A〜Eそれぞれの

街路別では、6〜8回の記録画像の蓄積があることを

確認した（表1）。 

2-2. 現地踏査と記録画像を用いた分析 

分析にあたり、前節 b）で確認した GSV-Time 

Machine 記録画像を、図 2 に示す現地踏査で確認・

ナンバリングした敷地・建物ごとに切り取り、それ

を最新の記録である2020年11月から2012年5月ま

で遡ってみていくことで、市街地環境の変更履歴を

整理した（図3）。 

また、整理したその結果の中にリノベーション事

例（A-東側-2／B-西側-6／C-東側-1／C-西側-4／C-

西側-7／D-西側-1／E-北側-4／E-南側-3／E-南側-4

の 9例）を確認の上、変更履歴の中に経時的な変化

が確認された事例を、外観の変更の大きい・小さい

と敷地・建物の用途変更の有・無から抽出し、その

傾向を見た（図4）。 

そこから、長野市東町におけるリノベーションを

含む市街地環境の様相について、以下のことが確認

された。 

・エリアリノベーションの展開がみられる長野市東

町において、GSVの記録画像が存在する2012年 5

月から2020年11月の期間中の建物の新築、取り

壊し、建て替えの例は認められない（敷地・建物

の更新頻度は高くない）。 

・同期間における分析対象の敷地・建物 58 例中 39

例は、外観自体に変化が認められない。 

・外観に変化が認められた19例中 16例には、事前

に確認されたリノベーション事例（9 例）がすべ

て含まれており、それらは外観を大きく変えない

【小さな】変更である。 

・とりわけ倉庫などの空き家をリノベーションした

事例（A-東側-2、E-北側-4、E-南側-4）では、変

更は1回だけでなく複数回にわたって繰り返し行

われる傾向が見られる（ちなみに、外観に大きな

変更が加えられた3例中 2例は、塗装によるもの

であった）。 

3. リノベーションに参加する地域建設業 

3-1. 地域建設業の特定手法 

a）関係者へのヒアリング 

長野市東町のエリアリノベーションの展開過程を

よく知る人物として、当該地区のリノベーション建

物（図2、図3の A-東側-2、E-南側-4）を運営する

入居者の1人であると同時に、そのリノベーション

工事の設計を担当した建築設計事務所代表に、リノ

ベーション工事における地域建設業の関わりについ

てヒアリング調査を実施した注２。 

具体的には、２章で確認したリノベーション建物

9 例のうち工事の内情のわかる 5 例について、事例

ごとに関係した事業者の特定を行った。これを整理

したのが図5である。 

ここから、リノベーションに関わる建物の仲介・

設計・施工すべてを手掛ける事業者が存在している

こと、設計・施工には入居者自らが参加しているこ

と、また、施工においてはその一部を担う特定の「個

人名の専門工事業」の関わりが頻出して見られるこ

とを把握した。 

図4 積層するように変化する外観の具体例 
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b）官公庁等の登録データによる業態の把握 

 次に、図5において特定した事業者がどのような

生業をしているか、その業態を把握するため、事業

者の経営体制（資本金額、設立（開業）年、主業従

業の別と業種、所員数）と来歴の調査を行った。 

経営体制に関する情報については、国土交通省の

建設業者・宅建業者等企業情報検索システムと帝国

データバンクの TDB会社情報から取得した。また、

来歴に関する情報については、主に個人ホームペー

ジやブログ、長野市がシティプロモーション一環で

設置する Web サイト 7)（長野市内で活躍する特定の

個人を対象とするインタビュー記事）から取得した。 

表2は、これらから得られた情報を整理して一覧

にしたものである。経営体制からは、リノベーショ

ン工事は、小規模な法人、または個人または、それ

らが集合した組合や事業体の参加によって成り立っ

ていること、これらの事業者の会社設立や開業は、

この長野市東町でリノベーションによる空き家再生

活動した2009年前後に集中していること。また、来

歴からは、M社以下 Hi社、C事業体に、「不動産仲介」

「設計」「施工」の業種区分の境界をまたぐ事業志向

が見られること、専門工事業の O さん、S さん、K

さんについては、いずれも建設業許可を持たない注３

「個人事業主」であり、先の「不動産仲介」「設計」

「施工」という区分とは別に、専門工事業としての

区分注４において各区分の境界をまたぐ事業展開が

見られることを確認した。 

3-2. 地域建設業の業態の特質 

 以上の結果を踏まえた上で、最後に従来の工務店

方式の工事と本研究対象の長野市東町におけるリノ

ベーションの工事とで、地域建設業の関わりにどの

ような違いがあらわれるのかを確認しておきたい。 

 図 6 は、本報告 3-1.a）における建築設計事務所

代表へのヒアリング調査注 5の内容を精査・抽出し、

リノベーションと地域建設業との関係を整理したも

のである。ここからリノベーションと地域建設業と

の関わりについて、以下のことが確認された。 

・従来の工務店方式との違い 

 リノベーション工事は、今では一般的になった工

務店や住宅メーカーに設計と施工を一括で発注する

方式ではなく、むしろ工務店が登場する以前の「旦

那と出入り職人」の関係の中で用いられた発注者が

各々の職人に直接依頼する「分離発注」方式が採用

されている。 

・設計者の役割 

 分離発注の有効性を確保するには、発注者と受注

者との間に一定の信頼関係または発注者側の情報や

知識を補うしくみが必要とされている 8)。 

長野市東町の場合は、入居者と契約を交わした設

計者（Hi社や M社など）が入居者と各専門工事業者

との間に入りサポートやマネジメントを行っている。

なお、B組合、O事業体のように、入居者＝設計者（入

居者に設計者の役割を担える事業者が含まれる）場

合もある。 

図5 リノベーション建物別の地域建設業の実績 

表2 リノベーションに参加する地域建設業の業態 
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図6 リノベーションで用いられる工事方式とその進展による専門工事業の関わりの変化 

・専門工事業の変化 

専門工事業に関わる個人は、「彼らは、自分のテリ

トリー（中略）というのではなく、多能工というか

色んなことをやる」との証言にみられるように、エ

リアリノベーションの進展過程で工事への関わりが

「変化＝多能工化」している。また、「多能工は便利

がられる。だからまちの困りごとに対して何かしら

できるという感じにみんな育ってきている」として、

リノベーションに関わることで、生活者の多様な要

望に応える幅広い事業展開の実現を可能なものにし

ている。 

 

４．まとめ 

まずは、各章から得られた知見を整理する。 

第 2章では、GSV-Time Machine機能を用いた市街

地環境の変化の経時的分析により、長野市東町にお

けるエリアリノベーションによる市街地環境の変化

は、それまでとは見違える市街地の様相に突如とし

て生まれ変わるものではなく、それまでとさほど変

化の見られない市街地の様相の上に小さく漸進的に

手が加えられていくものであることを明らかにした。 

第 3章では、長野市東町のエリアリノベーション

の展開過程をよく知る建築関係者へのヒアリングと

インターネット公開された官公庁等の資料分析から、

リノベーション工事に関わる地域建設業の業態とし

て、東町でリノベーションが発生した2009年前後に

会社設立あるいは開業した個人または小規模事業者

からなり、事業者はそれぞれ既存の業種区分の境界

をまたぐ事業を展開している点を明らかにした。 

また、前出の建築関係者へのヒアリングから、長

野市東町のリノベーション工事では、入居者が適宜

設計者によるサポートや施工マネジメントのもとで

工務店や住宅メーカーを介さずして各々の専門工事

業に直接依頼する分離発注の方式が採用されている

こと、また、エリアリノベーションの進展にともな

い専門工事業の関わりが「変化＝多能工化」し、業

種区分にとらわれない幅広い事業展開がみられるこ

とを明らかにした。 

＊＊＊ 

リノベーションにおける専門工事業の担い手は、

個人事業主であるがゆえにか細く不安定に見えるか

も知れない。しかし「下請業者」という枷にはまる

ことなく業種の枠をこえ自由に働くふるまいの先に

ある「多能工」への進化の内実は、身近で生活する
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人々に寄り沿い、困りごとがあればそれに応えよう

とする所謂「まち医者」そのものでありはしないか。

ここに一縷の可能性を見出したい。 

なお、この長野市東町のリノベーション工事で認

められた分離発注の方式は、東町と同様にエリアリ

ノベーションが展開する和歌山市大新地区でも用い

られていることを当該地区の建築関係者へのヒアリ

ングから確認した注6。その一方、長野市東町で認め

られたエリアリノベーションの進展過程での専門工

事業に関わる個人の「多能工化」は、和歌山市では

認めることができなかった。 

今後は、リノベーションと地域建設業との関わり

についてより多くの情報を集めるとともに、本研究

で明らかにした専門工事業者の「多能工化」が発生

する条件やプロセスの解明を試みたい。 
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脚  注 

注 1)日本における現在のリノベーションブームの発生は、

1998年頃とされている 2）。発生当初は、古い建物をリセッ

トする、すなわち古びた壁を白く塗り直なおすなどして新

築時になるべく近い状態に戻すことを意味する見方もあっ

た。しかし近年は、リノベーションを「固定した形態と機

能の関係を解き放ち本来の機能とは違う用途を発見する行

為」(五十嵐:20013))として、別の見方や価値観の発見する

ことを意味する見方が主流になっており、この点で、「物理

的な改修による機能の再生」を志向するリフォームと異な

るとの指摘もある 4)。 

注2)ヒアリング調査は、2021年12月13日に長野市東町にあ

る相手先が代表をつとめる建築設計事務所にて実施した。 

注3)1件あたりの工事金額が500万円未満であれば、軽微の

工事として扱われ、建設業許可を取得せずに建設業を営む

ことができる。 

注4)建設業法が定める建設業の「許可の区分」において、専

門工事は27の業種に区分されている。 

注5)実施日と場所は、注2）と同じ。 

注6)ヒアリング調査は、2022年3月17日に和歌山市大新地

区にある相手先が運営するゲストハウスにて実施した。 

注7)本報告の第2章のGSVを用いた調査は、佐久間氏との共

同研究として実施した（文献11）。 
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家庭で発⽣する⾷品廃棄物の不可⾷部による布帛への染⾊ 
 

岡⼭県⽴⼤学 デザイン学部 

岡本 汐加 
 
 テキスタイル・繊維産業は、⽯油産業に次ぐ環境汚染産業といわれている。近年、環境問題に対する関⼼の⾼
まりから、デザイン分野においても廃棄部分を再利⽤した製品が多く提案されており、染⾊においては、天然
染料・植物染料による染⾊が再認識されている。しかしながら、特定の⾊合いや機能性を求めることで、特定の
原料の購⼊・消費に結びついてしまい、本来の意識から⽭盾したケースが⾒受けられる。本研究では、家庭で発
⽣する⾷品廃棄物の不可⾷部による布帛への染⾊実験を⾏い、本来ならばゴミとして処分される物から、どの
ような⾊が抽出されて繊維へ染め付けることが出来るのかを明らかにすることを⽬的として実験を⾏った。特
定の材料を染料として調達することなく、幅広い⾊彩を得られることを実践により明らかにし、染⾊作品を制
作、展覧会への出展を通して実験成果を公にした。 
 
 
１ 背景                    
 テキスタイル・繊維産業は、かねてより環境への
影響が問題視されている業界であり、⽯油産業に次
いで世界で２番⽬の環境汚染産業である。⼯業⽤⽔
汚染の約 20%が繊維製品の染⾊と仕上げによるも
のだとの推定や、⽶国では 85％の繊維製品が破棄さ
れているなど、深刻な現状が数値で明らかになって
いる。環境問題に対する関⼼から、デザイン分野で
はアップサイクル製品やSDGs に根ざしたアイデア
等が数多く提案されているほか、製造サイドでも、
廃棄される⽣地の再利⽤、⽣地製造過程での環境負
荷軽減など、既存のシステムを⼀新させるような取
組みが企業や団体で実施されている。消費者には「環
境や⼈にやさしい」とされるオーガニック製品や⼿
作業による製品を購⼊・使⽤することに価値を⾒出
す者が増加している。このような⼤⼩の動向から、
産業の間に⽴つデザイナーや作家の環境に対する意
識も⾼まっており、染⾊においては、天然染料の植
物染料による染⾊が再認識されている。これは、植
物等を煮出し、抽出した⾊素によって繊維を染⾊し
ており、化学染料が開発される以前はこの⽅法によ
り染⾊されていた。現代においては、プラントベー
スであること、環境や⾝体に優しいイメージ、深み
のある⾵合いといった特徴から⼀定の⽀持があり、
家庭環境で染⾊する者も多数存在する。しかし、特

定の⾊を求めるためには特定の材料を⼤量消費する
必要があり、⾃然配慮のイメージとは逆の⾏為につ
ながることがある。例えば、タマネギの⽪から抽出
される⾊素を求めるために、⼤量のタマネギを消費
する、といった⾏為が例として挙げられる。また、
⾃然由来であるため染⾊が安定しないことや、経年
や⽇光による退⾊といった機能的な問題を解決する
ために、薬品が使⽤されることも多い。 
 このように植物染料による染⾊への関⼼が⾼まる
中、本研究では従来型の⽅法に疑問を投げかけ、家
庭で必然的に発⽣してしまう野菜等の⽪や屑といっ
た不可⾷部を煮出して染⾊を⾏い、上記のような⽭
盾した状況から脱した⽅法で幅広い⾊彩を得られる
ことを明らかにする。 
 
２ ⽅法 
 ⼤量の⾷品廃棄物の有効活⽤ではなく、家庭環境
での染⾊に着⽬する。⼀般的な⾷品廃棄物による染
⾊は、例えばタマネギやアボカド、ザクロといった、
植物毎に⾊素抽出して⾚・ピンク・⻩⾊など特定の
⾊合いを求めるものである。本研究の染⾊⽅法は、
特定の原料の⼤量消費に結びつかないよう、発⽣し
た⾷品廃棄物(野菜等の不可⾷部)を分類せずにまと
めて⾊素抽出する。具体的には、⼀般的な家庭の例
として筆者の⾃宅で発⽣する⾷品廃棄物を⽤いて染
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⾊することとし、⼀定の期間を定めて⾷品廃棄物を
収集・保存し⾊素抽出〜染⾊を繰り返すことにより、
幅広い⾊彩を取得していく。本研究のため植物性の
⾷⽣活を実践することとし、廃棄物が野菜等に限定
されることから、染⾊⽅法⾃体は従来の天然染料に
よる染⾊⽅法を基本として実験を⾏う。「本来ならば
ゴミ」からどのような⾊を求めることができるのか
を明らかにするため、堅牢度の向上や他の機能に関
した調査は本研究では含めない。季節や状況により、
⾷品廃棄物の分量や含有物割合に違いが⽣まれ、幅
広い⾊合いが期待できるため、約１年間継続して同
素材の布帛へ染⾊する。 
 
３ 実験内容 
( 1 ) 事前調査 
 ⾷品廃棄物の不可⾷部による染⾊を⾏うために、
天然染料による染⾊⽅法について確認した。国内で
使⽤される教本の多くは四半世紀〜半世紀前から内
容が変わっていないものが多数で、材料の販売業者
も限られている為、近年の欧⽶圏での出版物を参考
にした。本研究では主として、筆者が実際に参加し
実体験したこともあり、2019年夏にオランダ・ティ
ルブルフで実施された天然染料によるワークショッ
プで引⽤されていた実践本「The Art and Science of 
Natural Dyes」(2018, Boutrup)で⽰された⼿法を主
に引⽤することとした。 
 染⾊⽅法として⼀般的であるのは、①染料となる
植物等を乾燥させ粉末状にして準備、②①を湯で煮
混み⾊素を抽出し染液を作成、③媒染液を作成、④
繊維を②に浸し煮込む、⑤④の繊維を③に浸し媒染
処理をするという⼿順である。これは染⾊後に媒染
液に浸す「後媒染」であり、④と⑤が⼊れ替わるこ
とで「先媒染」となる。媒染は植物の⾊素を繊維に
定着させるための⼯程であり、媒染剤として⾦属系
の物質を使⽤する。代表的なものとして、アルミと
鉄が⽤いられており、クロムや銅等他の⾦属系物質
と異なり、⼊⼿・廃棄が容易とされている。⼀部媒
染を必要としない植物もあるが、安定した染⾊に必
要な⼯程であり、⾦属の重さによって発⾊が異なる
ため幅広い⾊彩を求めることができる。 

( 2 ) サンプル作成 
 布帛への染⾊は⻑期的に継続して⾏い、先述のと
おり⾊素抽出は野菜・果物等の植物系の⾷品廃棄物
に限定、１週間毎に収集・保存し１回分として染⾊
することとした。（約１年間の継続で合計約５５回分
となる）まず冒頭約１ヶ⽉(５週間分＝５回分)は１
年間継続して染⾊する⽅法を決定するためのサンプ
ル作成の期間とした（図１）。 
主たる内容として、 
①素材検討：コットン・ウール・シルク３種の平
織代表的な繊維に対して染⾊し⽐較 
②媒染⽅法検討：植物染料による染⾊⽅法で代表
的な媒染⽅法であるアルミ媒染、鉄媒染を⽤い、
媒染のタイミングでの染⾊結果を⽐較 

⼯程は以下とし事前調査の内容を踏襲している。 
(1) 染液抽出：煮込[2Lの湯約 80℃, ２時間] 
(2) 染⾊：布帛煮込[(2)の染液約 80℃, ２時間] 
(3) 先媒染 [アルミ媒染 1晩, 鉄媒染約１分] 
後媒染 [アルミ媒染 3分, 鉄媒染約１分] 

各週の変遷は次のとおりである。 
1週⽬：アルミ(先媒染, 後媒染), 鉄(後媒染) 
２週⽬：アルミ(先媒染, 後媒染, 同時媒染, 後媒
染), 鉄(後媒染, 先媒染) 
＞アルミ後媒染にムラがみられた為、染液で煮込
む際媒染剤を加える同時媒染、後媒染加熱を追加 
３週⽬：2週⽬と同様 
４週⽬：アルミ(先媒染, 後媒染, 後媒染), 鉄(後
媒染, 先媒染, 同時媒染) 
＞同時媒染はムラが激しいため削除し、逆に鉄の
同時媒染を追加 
５週⽬：４週⽬と同様 

以上のサンプル作成から、次のことが分かった。 
・ アルミ後媒染は⾊が洗い流されているように

⾒え、アルミ媒染特有の明るさが感じられない。 
・ アルミ媒染同様、鉄媒染同時加熱はムラがある。 
・ 鉄先媒染は後媒染より淡く、ムラが少しある。 
・ 中厚⼿コットン布帛は淡くしか染まらないた

め、⼀晩タンニン液(⽔にタンニン酸 20%混⼊)
に浸けた薄⼿を追加し、ウール・シルクと同程
度の濃度で染⾊することができた。 
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図１ サンプル⼀覧 

 
( 3 ) 実験 1 浸染による染⾊ 
 ( 2 )サンプル作成の結果から、次の⼯程・媒染⽅
法・素材で 1週間毎の野菜等不可⾷部の⾷品廃棄物
を材料とし、約１年間分を染⾊していくこととした。 
(1) 染料準備 [乾燥, 粉砕]（図２） 
(2) 各種布帛精錬 
(3) 染液抽出：染料煮込[2Lの湯約 80℃, ２時間] 
(4) 染⾊：布帛煮込[(2)の染液約 80℃, ２時間] 
(5) 後媒染 [アルミ媒染液 3分, 鉄媒染約 1分] 
媒染：アルミ[⽔100, 明晩12, 酢酸ナトリウム10] 
   鉄[⽔ 100, 硫酸鉄 2, 酢酸ナトリウム 2] 
素材：平織布帛４種 [コットン(中厚⼿), コットン 
   (薄⼿/タンニン漬), ウール, シルク] 
全ての染⾊結果は週毎にカラーサンプルのようにし
てまとめ、⾊彩を⽐較できるようにした（図３）。 
また⾊彩をアーカイブするために、Datacolor 社の
ColorReaderを使⽤し画⾯上の⾊彩とも⽐較できる
ようにした（図４）。 

 

図２ 染料準備(乾燥後、粉砕後) 10週⽬分 

図３、図４ともに、列は左から媒染⽅法：媒染なし、
アルミ媒染、鉄媒染、⾏は上から素材別：コットン
(薄⼿, タンニン漬)、コットン(中厚⼿)、ウール、シ
ルクである。 

 

図３ 染⾊結果 10週⽬分 

 

図４ 染⾊結果デジタル化10週⽬分 

 

図 5 染⾊結果 26週⽬分 
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 週毎に染料として⽤いる廃棄物の分量と内容が異
なるため、媒染と組み合わせて多くの⾊彩を求める
ことができた。サンプル制作時と同様、媒染なしと
アルミ媒染とでは⼤きな⾊彩変化がみられないこと
が多いが、図５のように内容によって変化がみられ
ることもあった。鉄媒染は総じて⾊彩変化が⼤きく、
茶系から⿊系になるが、動物系繊維がより⿊くなる
場合、コットンがより⿊くなる場合と、その変化に
はばらつきがあった。総じてウールがムラなく、か
つ濃⾊に染まるという傾向も明らかになった。 
 
( 4 ) 実験 2 捺染による染⾊ 
 ( 3 )での浸染と対⽐して、部分的に染⾊する捺染
(模様染め)について実験を⾏った。まず全体を浸染
し、次に部分的に媒染剤を混ぜた捺染糊を塗布する
ことで⾊差を⽣み出す⼿法とした。今回の捺染では
浸染時の残として蓄積していた染液を使⽤し、⾊素
を最⼤限⽣かすようにした。布帛の素材は( 3 )の結
果から、ウールを使⽤することとした。媒染剤を混
ぜた捺染糊の効果と⾊彩の違いを⽐較するため、次
の３種で浸染(地染め)した布帛を準備した。 
① 布全体を⾷品廃棄物の染液で染⾊ 
② 布全体を同染液で染⾊後、鉄媒染液に浸す 
③ 布全体をタンニン液(⽔にタンニン酸20%混⼊)

に⼀晩浸し、鉄媒染液に浸し、同染液で染⾊ 
 先述のように、部分的に染⾊し模様をつくりだす
ことを⽬的としている捺染では、⼤きな⾊彩変化が
みられないアルミ媒染の捺染糊は作成せず、鉄媒染
に焦点をあてることとした。加えて、今回は地染め
していることから、部分的に⾊を取り除く抜染糊も
準備した。捺染糊作成⽅法は( 1 )事前調査で述べた
Boutrup著の実践本を参考にし、結果を⽐較した。 
鉄媒染糊： 
1 [硫酸鉄2, 酢酸ナトリウム2, ⽔94, グアガム2] 
2 [硫酸鉄2, 酢酸ナトリウム 2, ⽔ 20, メイプロガ
ム糊(⽔と 9:1で混合したもの)100] 
3 [硫酸鉄 7.5, ソーダ灰3.7, ⽔ 150, グアガム 3] 
4 [硫酸鉄 7.5, ソーダ灰3.7, メイプロガム糊 100, 
⽔ 50] 
5 [硫酸鉄 7.5, ソーダ灰3.7, 酢 150, グアガム 3] 

抜染糊： 
1 [クエン酸 20, ⽔ 20, メイプロガム糊 100] 
2 [クエン酸 5, ⽔ 20, メイプロガム糊 100] 
3 [クエン酸 2, ⽔ 20, メイプロガム糊 100] 
浸染後の各⼯程は以下のとおりである。 
(1) 捺染糊塗布、乾燥 
(2) スチーミング [約 100℃、30 分] 
(3) ⽔洗 

 図 6のように、鉄媒染捺染糊の⽐較ではメイプロ
ガム糊で増粘させ調合した 2 と４は効果が薄かった。
グアガムで増粘させ調合した 1、3、5 はいずれもし
っかりと染⾊されているが、鉄媒染で地染めを終え
ている②の布帛に対しては若⼲淡い。1 がもっとも
シャープに染め付けられているように⾒える。 
 図７左部分のように、抜染糊は濃度別に作成、ク
エン酸の濃度が⾼いほどしっかり抜染できている。
効果として、②に対してしっかりと脱⾊できること
が分かった。⼀⽅、③についてはわずかに効果がわ
かる程度、①については全く効果がなかった。 

 

図６ 媒染糊捺染結果  
[左から浸染①, ②, ③、上から捺染糊 1, 2, 3, 4, 5] 

 
図 7 抜染糊捺染結果  

[左２列:左から浸染②, ③、上から抜染糊 1, 2, 3 
右２列:共に浸染②、左から抜染糊を先, 後に捺染] 
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 各捺染糊を重ねた場合の効果については、①に捺
染し⽐較した。図７右部分のように、鉄媒染糊を重
ねた部分が濃⾊になるということはなく、防染効果
が働き、先に捺染した⽅の⾊付きが優先された。抜
染糊と鉄媒染糊を重ねた場合も同様にして、先に抜
染糊を捺染した⽅が効果あり、後に捺染した場合は
鉄媒染部分がトーンダウンしたような効果となった。
抜染糊は地染め部分に対し効果がなく、鉄媒染部分
に効果があることが分かった。 
 
４ 作品制作 
 これまでの実験内容を通して、染⾊技法を組み合
わせて染⾊作品を制作した。 
A浸染・捺染 
 ⾷品廃棄物をから抽出した染液で浸染したのち、
捺染糊をヘラで塗り付けて染⾊した。( 4 )で作成し
た３種の地染め⽅法を応⽤し、図 8右から①布全体
を染⾊-布全体を鉄媒染液に浸す-捺染糊(脱⾊)で部
分的に鉄媒染を除去、②布全体を染⾊-捺染糊(鉄媒
染)を部分的に塗り重ね、③布全体をタンニン液に 1 
晩浸す-布全体を鉄媒染液に浸す-布全体を染⾊-捺
染糊(鉄媒染)を部分的に塗り重ねることで模様を作
成した(図9)。 

 
図 8 浸染・染⾊を組み合わせた例 

 
図9 捺染糊をヘラで塗っている様⼦ 

 

B浸染・捺染・スクリーン捺染 
 Aの⽅法に加え、スクリーン捺染を組み合わせる
ことで、シャープな線を組み合わせた作品を制作す
ることができた。図10右から、①布全体を染⾊-捺
染糊(鉄媒染)を部分的に塗り重ねる、②布全体を染
⾊-布全体を鉄媒染液に浸す-捺染糊(鉄媒染)を部分
的に塗り重ねる-捺染糊(脱⾊)で部分的に抜染する
ことで模様を作成した。 

 
図10 スクリーン捺染を組み合わせた例 

研究発表 
 A の③はパネル張りにし、染に特化した展覧会
「SQUARE 染 textile 8」（2022 年 3⽉ 14⽇―19
⽇、東京都中央区京橋3-9-2-4F ギャラリー檜 e・
F)に出展し(図11)、実物展⽰および制作プロセスに
関する動画を公開した(図12)。 

 
図11 展覧会会場⾵景 

 
図12 動画公開画⾯(YouTube) 
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５ 結果 
 家庭で発⽣する⾷品廃棄物を⽤いて、特定の材料
を染料として調達することなく、幅広い⾊彩を得ら
れることが明らかになった。本研究では、⾊素抽出
のための材料は複数の植物（野菜等）が混在した状
態としたが、従来の植物染料を⽤いた染⾊と同様、
媒染にともなう⾊合いの変化が⾒られた。浸染、捺
染ともに媒染効果がみられ、技法を組み合わせるこ
とも可能であった。「家庭で発⽣する⾷品廃棄物を⽤
いて染⾊する」という⾏為に焦点を当てた本研究を
通して取得できた⾊合いは全体的を通して茶系であ
り、⾚・紫・⻘など特定の⾊彩を求める場合は、従
来通り特定の材料から⾊素抽出する必要がある。 
 環境への配慮が研究背景である以上、表現や染⾊
を⽬的とするために廃棄物を増やすことはあっては
ならない。本来は⾷品廃棄物を減らすことが第⼀で
あり、本研究では故意に廃棄物を増やすようなこと
はしていない。研究期間を通して新たに明るみにな
ったのは、⼀般的な⼩売店（スーパーマーケット等）
で販売されている状態で⼊⼿した場合、特定の野菜
等の不可⾷部の量が顕著であることである。例えば
リンゴの⽪、根野菜の⽪等とは異なり、バナナの⽪、
アボカドの⽪、⽟ねぎの⽪等は、ハードな繊維質で
あり⾷すことができないため、⽪を剥かれた状態で
⼊⼿しない限り廃棄物を⽣み出してしまうのである。 
 実際、本研究で取得した廃棄物の多くは上記の品
⽬が占め、これらの繊維質は、⾊素抽出後・染⾊後
も廃棄物として残った。しかし幾度もの加熱処理を
経て原型を留めない⼟状になっており、腐葉⼟と１：
１で混ぜ合わせ、⼟として使⽤できた(図13)。最終
的に、新たな植物のサイクルをつくることができた。 

 

図13 混合⼟から発芽した植物 

６ 展開 
 まず、捺染⽅法については更なる組み合わせ、捺
染糊の調合⽅法を探求することができると考えられ
る。本研究の捺染では、地染めした布帛に対して部
分的に媒染糊や抜染糊を捺染することで染め分けた
が、染料と媒染剤を混ぜ合わせた捺染糊を作成する
ことで、⽩地の布帛に対する直接捺染も可能である。  
 今回の実験結果は作品制作へと展開し展覧会を通
じて公にすることができたが、実際に繊維への染着
が可能であるということから、テキスタイルデザイ
ンとして繊維製品への展開も可能であると考えられ
る。⼀⽅、製品の過剰⽣産および在庫処分そのもの
が環境問題に抵触するため、実⾏に際しては熟考す
べきである。今回の研究を通して、通常であればそ
のまま廃棄される運命にある物体が染⾊材料として
使⽤できることが明らかとなり、廃棄物の新たな活
路を染⾊という⾝近な⼿段から⾒出すことができた
といえる。研究機関を通し、わずかな廃棄物からも
⾊素が抽出できるという事実を体感し、筆者のライ
フスタイルの価値観にも⼤いに影響を与えた。社会
情勢や現代⽂化の反映を創作源とする作家による作
品制作においても材料ロスは問題視すべき課題であ
り、既存物を活⽤した創作は今後スタンダードにな
る可能性が⾼いと考える。 
 本研究を通して付随的に明らかになったこととし
て、⼀般的な⼩売店で販売されている状態で⼊⼿す
る特定の野菜等が、他の野菜等と⽐べて多量の不可
⾷部を有し、家庭の⾷品廃棄物量を増加させている
という事実である。これらの品⽬に対しては産業レ
ベルで課題検討されるべきであり、本研究の観点だ
と粉末染料として展開することができると考える。 
 
７ 参考⽂献 
Boutrup, J., & Ellis, C. (2018). The art and science 
of natural dyes: Principles, experiments, and 
results. Schiffer Publishing, Limited. 
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銀河中⼼⽅向から⾶来する軽い暗⿊物質検出の理論的研究 
岡⼭理科⼤学 理学部 物理学科 

⻑尾 桂⼦ 
 
（概要）                                              
  暗⿊物質は宇宙に存在する未解明の物質であり、その正体は未発⾒の素粒⼦ではないかと考えられている。
近年、暗⿊物質粒⼦がこれまでの想定よりも軽いのではないかと予想されるようになった。この場合、私達の
住んでいる銀河系の中⼼の⽅向から特に多くの暗⿊物質粒⼦が地球に⾶来する。現在主流である暗⿊物質の検
出実験では⽅向情報をとらえることができないが、研究開発が進んでいる「⽅向情報を検出できる検出器」で
は、銀河系の中⼼から多く⾶来するという軽い暗⿊物質粒⼦の特徴を捉えることができる可能性が⾼い。本研
究では、⽅向情報を検出できる暗⿊物質の検出実験において、銀河系の中⼼⽅向から⾶来するという特徴を捉
えることができるかを、数値シミュレーションから解析した。その結果、暗⿊物質の銀河系内での分布モデル
によらず、銀河系の中⼼⽅向から暗⿊物質が多く⾶来するという特徴が⾒られることがわかった。また、暗⿊
物質粒⼦の質量によって、⽅向的特徴が顕著に現れるエネルギー範囲が存在することや、それらを更に正確に
シミュレーションするための理論的課題が明らかになった。    
 
 
（本⽂）                    
１．研究の背景  
宇宙に存在する暗⿊物質は、様々な観測結果から存

在が⽰されているものの、その正体についてはいま
だに明らかになっていない謎の物質である。⼀⽅で、
我々の⾝の回りにある普通の物質の約５倍、宇宙に
存在しているため、宇宙の解明のためにはその正体
を探ることが⾮常に重要である。数⼗年もの間、宇
宙から地球に⾶来する暗⿊物質を捉える検出実験
（以下、直接検出実験）が⾏われてきたが、いまだ
に明確な検出には⾄っていない。この結果を受けて、
暗⿊物質粒⼦の質量は、これまで想定されていた数
100 GeV（およそ 10-25 kg）よりも軽いのではないか
と考えられるようになった。暗⿊物質粒⼦の質量が
1 GeV（およそ 10-23kg）より軽い場合、宇宙空間で
暗⿊物質が宇宙線と衝突して加速される現象が起き、
速いスピードで地球に⾶来すると考えられる（図１）。
このような加速現象は、暗⿊物質や宇宙線が多く存
在する銀河系の中⼼⽅向で多く起こるはずである。
また、加速現象を考慮することによって、これまで
検出が難しいと考えられていた軽い暗⿊物質粒⼦の
検証が可能になる点でも興味深い。このような⽅向
の情報が重要な現象の解明に適していると考えられ

るのが、⽅向情報を検出できる暗⿊物質の直接検出
実験である。従来の直接検出実験では暗⿊物質の⾶
来⽅向を検出することができないが、現在研究開発
が進み、実験が遂⾏されている「⽅向情報を検出で
きる検出器」を⽤いることで加速現象を伴う暗⿊物
質の検証ができると期待できる。そのため本研究で
は、⽅向情報を検出できる検出実験における、宇宙
線との衝突によって加速される暗⿊物質の検証をシ
ミュレーションし、その検出信号の特徴を調べた。 

図１：銀河系の中心方向などで宇宙線に衝突して加

速された暗黒物質が、地球上の検出器に飛来する。 
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２．研究の⼿法と結果 
 暗⿊物質が銀河系でどのような分布をしているか
は諸説あるが、本研究では主流と考えられる３つの
分布モデルを採⽤し、そのそれぞれの場合に地球に
⾶来する暗⿊物質の⽅向分布をシミュレーションし

た（図２）。いずれの場合も、銀河系の中⼼⽅向に対
応する図中央から多くの暗⿊物質粒⼦が⾶来するこ
とがわかる。また、直接検出実験では、暗⿊物質が
検出器中の原⼦核と衝突して、蹴り出された原⼦核
を検出することによって暗⿊物質を検出する。その

図２：銀河系における３種類の暗黒物質分布モデル

である、NFWプロファイル（上）、Einastoプロフ
ァイル（中）、擬アイソサーマルプロファイル（下）
を想定した場合に地球に⾶来する暗⿊物質の⾓度
分布図。⾚く⽰された部分が⾶来量の多い⽅向で、
いずれの場合にも、図中央に対応する銀河系の中⼼
⽅向から暗⿊物質粒⼦の⾶来量が多い。 

図３：図２と同様に、 NFWプロファイル（上）、
Einastoプロファイル（中）、擬アイソサーマルプロ
ファイル（下）を想定した場合に⽅向情報を検出で
きる検出器における標的原⼦核の⾓度分布図。暗⿊
物質の⾶来（図２）に⽐べて銀河中⼼⽅向への検出
信号の集中は衰えるが、やはりいずれの場合も銀河
中⼼⽅向からの検出信号が顕著である。 
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ため、検出器中で暗⿊物質によって蹴り出される原
⼦核の⽅向もシミュレーションした。図３に、蹴り
出された原⼦核による検出信号の⽅向分布を⽰す。 
暗⿊物質粒⼦の⾶来に⽐べると銀河中⼼⽅向の信号
の集中は低下するが、いずれの密度分布を仮定した
場合も銀河中⼼⽅向からの信号が顕著に多いことが
わかる。図２・図３はどちらも、神⼾⼤学が中⼼と
なって⾏っている⽅向情報を検出できる検出実験で
ある、NEWAGE 実験を想定したシミュレーション
結果である。 
 また、検出器で検出される、暗⿊物質粒⼦によっ
て蹴り出された原⼦核のエネルギー帯ごとの⾓度分
布のシミュレーションを⾏い、その特徴を各場合に
ついて明らかにした。⼀例を、図４に⽰す。各図は、 
l 図４上：神⼾⼤学が中⼼になって⾏っている
NEWAGE実験で、暗⿊物質粒⼦の質量が 0.01 
GeV の場合 

l 図４下：名古屋⼤学と東邦⼤学が中⼼となって
⾏っているNEWSdm実験で暗⿊物質粒⼦の質
量が 10-4 GeV の場合 

を想定したシミュレーション結果である。想定する
直接検出実験や暗⿊物質粒⼦の質量によって、銀河
中⼼⽅向から⾶来する暗⿊物質粒⼦の⽅向的特徴が
⾒えやすいエネルギー帯が異なることがわかる。そ
のため、実験で得られるエネルギー帯ごとの⾓度分
布から、暗⿊物質の質量の情報を得ることができる
可能性も明らかになった。 
暗⿊物質粒⼦のエネルギーが⾮常に⾼い信号は、暗

⿊物質粒⼦と標的原⼦核の衝突が弾性散乱として扱
えないため、これらの図には記載していない。しか
し実際は、⾼いエネルギーをもつ暗⿊物質粒⼦も⾶
来するため、そのような信号の理論的な扱いを今後
精査する必要があることもわかった。これらの研究
結果は現在、論⽂にまとめ、投稿準備中である。 
 
３．謝辞 
本研究のきっかけともなった前研究 [参考⽂献 1] 
に引き続き、本研究の推進にご⽀援頂いたウエスコ
学術振興財団に深く感謝致します。なお本研究は、
科研費基盤 (A) 18H03699、(C) 21K03562、(C) 

21K03583、岡⼭⼯学振興会の助成も受けておりま
す。 
 
 
[参考⽂献] 
1. Keiko I. Nagao, Tomonori Ikeda, Ryota Yakabe, 
Tatsuhiro Naka, Kentaro Miuchi, “Discrimination of 
anisotropy in dark matter velocity distribution with 
directional detectors”,  
Phys.Dark Univ. 27 (2020) 100426 
 

図４：実験で得られると予想される信号数を、角度

分布として示したもの。NEWAGE実験で暗黒物質
の質量が 0.01 GeV の場合（上）、NEWSdm実験で
暗黒物質粒子の質量が 10-4 GeVの場合（下）。横軸
は標的原子核が蹴飛ばされる角度を表しており、右

端が銀河中心方向からの信号に対応している。 
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森林散策と都市散策における尿中タンパク質と脂質の酸化修飾 

バイオマーカーの比較研究 

 

岡山理科大学  理学部 生物化学科 

汪 達紘 

 

（概要）緑地環境の多い地域で生活している人々は心血管代謝疾患や高脂血症などの疾病のリスクの低下が

報告され、森林環境の健康増進に対する有用性が示唆された。しかし、そのメカニズムについては不明である。

本研究は，昨年度に続き本年度でも森林または都市の散策後に、脂質過酸化マーカーである Hexanoyl-lysine 

(HEL)とタンパク質酸化マーカーである Dityrosine (DT)の尿中レベルがどのように変動するのかを検討するこ

とを目的とし、2021 年に 20 代の成人 8 名を対象に、森林・都市散策をそれぞれ 2 時間実施した。散策の前及

び翌日に、参加者の随時尿を採取し、尿中 HELと DTを競合 ELISA 法を用いて定量した。その結果、森林・都

市での散策後は尿中 HELおよび DTの濃度がともに微増傾向が見られたが、統計的に有意な差異は認められなか

った。今後、研究の対象者数を増やして再現性の検証が必要であると考える。また、環境気中のフィトンチッ

ド濃度については、森林内では 2ppb のβ‐ピネンのみが検出されたが、ほかのフィトンチッド成分は検出され

なかった。一方、都市部に気中フィトンチッド成分が検出されなかった。 

 

「緒言」 

緑地環境の多い地域で生活している人々は心血管

代謝疾患、高脂血症、精神疾患などの疾病のリスク

の低下や、免疫力の増強などが各国で報告され、森

林環境の健康増進に対する有用性が示唆された 1-5)。

樹木から大気にフィトンチッドという活性物質が分

泌されることが知られている。In vitro実験では、

フィトンチッドには強い抗酸化能力が示されており、

細胞内シグナル伝達因子 Akt及び細胞外シグナル調

節キナーゼ ERKの活性化を阻害して、抗炎症、がん

細胞の増殖抑制等がもたらされたと推察されている

6-7)。また、奈良らは、一日森林環境中に滞在するこ

とで生体内に発生するROSの約10％を消去できると

報告されているが 8）、森林環境がヒトの健康状態に

干渉するメカニズムは解明されておらず、森林散策

前後の生体内の酸化ストレスの変動に関する研究も

少ない。その中でも特に、脂質過酸化マーカーであ

る Hexanoyl-lysine (HEL) とタンパク質酸化マーカ

ーである Dityrosine (DT)についての研究は見当た

らない。 

脂質過酸化の初期段階に生成される HELは、脂質

ペルオキシドの異性体であるリノール酸ヒドロペル

オキシドとリジン残基との反応によって生じた脂質

-リジン付加体である（図１）。DTは、タンパク質中

や遊離のチロシンが酸化され、生成されたチロシル

ラジカルが架橋結合することによって形成されるチ

ロシン 2 量体である（図２）。そこで、昨年度に続き

本年度でも成人を対象に森林・都市散策を実施し、

それぞれの散策後に尿中HEL及びDTレベルがどのよ

うに変動するのかを検討することに注目した。 

 

 

 

図１. HELの生成機構 
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図２. DTの生成機構 

 

「対象者と方法」 

１）対象者 

本研究は、20 代成人 8 名（男性 5 名、女性 3 名）

を対象に、森林散策を 2021 年 6 月 29 日に岡山県県

北の新庄村（図３）、都市散策は同年 9 月 29 日に岡

山駅周辺で（図４）いずれも約 2 時間程度を行い、

歩行速度が 60 m/min 未満であった。この研究はクロ

スオーバーデザインで、すべての参加者が森林と都

市の両方の散策を参加した。また散策の前日・当日

及び尿試料採取の当日にはタバコ・アルコール類や

野菜・果実を含むジュース等の摂取を控えた。 

新庄村ではスギ、ブナ、ヒノキ、カエテ等の多様

な種類の樹木が群生していた。 
 

       

図３．森林散策の様子 

 

 

図４．都市散策の様子 

 

２）測定方法 

森林・都市環境において、それぞれ 5 ヶ所を選定

し、気温、気圧、相対湿度、照度、風速、騒音を計

測した。 

気中フィトンチッドの捕集は、吸引ポンプによる

アクティブサンプリング法を用いた。吸引ポンプの

捕集速度は 0.3L/min に設定し、約２時間で捕集を行

った。気中フィトンチッドの定量分析にGC／MS を

用いた。 

尿サンプルは森林・都市での散策前（散策日の１

週間以内）、散策後（散策の翌日）の午前中に随時尿

を採取した。 採取後、遠心分離を行い、上清を分析

まで-80℃で保存した。 

尿中 HELは、競合 ELISA 法を用いて定量した。そ

の結果は尿中クレアチニン補正値 (pmol/mg Cr) で

表した。尿中 DTは、競合 ELISA 法を用いて分析し、

その結果は尿中クレアチニン補正値 (µmol/g Cr) 

で表した。               

尿中 HEL及び DTの定量結果を補正するため、尿試

料の除タンパクを行い、Jaffe法により尿中クレア

チニンを定量した。 

さらに、森林・都市散策後に Semantic Differential 

(SD) 法を用いて対象者にアンケート調査を実施し、

散策環境の評価を行った。 

３）データの解析 

散策前後における各測定項目の平均値の比較は対

応のあるサンプルの t 検定で行い、有意確率 10 %未

満を有意差ありとした。なお、統計解析は IBM SPSS 

Statistics ver. 22を用いた。 

４）倫理的配慮 

本研究は岡山理科大学倫理委員会の承認を得て実

施した(No.30-2)。対象者に対して研究の主旨、協力

の任意性、匿名性の保持などについて書面により事

前説明を行い、署名により同意を得たうえで実施し

た。 

 

「結果と考察」 

環境気中のフィトンチッドについては、森林（新

庄村）内では 2ppb のβ‐ピネンのみが検出されたが、
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ほかのフィトンチッド成分は検出されなかった。一

方、都市部の大気にフィトンチッド成分が検出され

なかった。β-ピネンは主に針葉樹から放出されるこ

とが知られている。新庄村ではスギなどの針葉樹が

多く占めており、気中のβ-ピネン濃度が高くなった

ことが推察されるが、大気の捕集時間が２時間で短

く（散策時間を合わせた）、採気量が少なかったこ

とがほかのフィトンチッド成分が未検出の一因と考

えられる。今後は大容量の吸引ポンプで気中フィト

ンチッドの捕集を行うことを検討したいと考えてい

る。 

森林・都市散策における環境測定は、それぞれの

地点で 5 カ所を選定し、気圧、照度、風速、騒音な

どを測定し、その概要を表１に示した。 

 
表 1 散策時の環境条件 

 

値は平均値 (最小値～最大値) である。 a : 渓流のせせらぎの音。 
 

森林・都市における散策前後の尿中HEL の濃度変

動を比較したところ、森林・都市での散策後はとも

に微増傾向が見られたが、統計的に有意な差異は認

められなかった（図５）。 

 

 

森林・都市における散策後の尿中 DTの変動につい

ては、森林・都市での散策後はともに微増傾向が見

られた（図６）が、尿中 HELと同様に統計的に有意

な差異は認められなかった。 

 

 

 
 

また、SD (Semantic Differential) 法による森林・都

市散策環境の評価について、新庄村での森林散策は

「快適な」、「ゆったりした」、「自然な」などのポジ

ティブによりの評価が多く見られ（図７）、岡山駅周

辺での都市散策は「こみこみした」、「きゅうくつな」、

「うるさい」などネガティブによりの評価が目立っ

た（図８）。このことは、都市特有の人込みや騒音な

どが、参加者に心理的な疲労を感じさせ、ストレス

を増加させる可能性が示唆された。 

 
図７. SD 法による新庄村の散策環境の評価 

図６．森林・都市散策前後の尿中 DT濃度の比較。 

（値は平均値±標準誤差） 

図５． 森林・都市散策前後の尿中 HEL濃度の比較。

（値は平均値±標準誤差） 
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図８. SD 法による都市の散策環境の評価 

 

「まとめと今後の課題」 

 尿中 HELおよび尿中 DTは森林散策・都市散策前に 

比べ、散策後ではともに減少傾向が見られたが、統 

計的に有意な差異は認められなかった。本研究の対 

象者が若年層でありサンプル数が少ないため、2022 

年度の研究助成を獲得し、さらに対象者数を増やし 

て検討を積み重ねていくことにより、環境予防医学 

分野の進展に貢献したいと考える。 
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原⽣⽣物の細胞内共⽣現象を応⽤した新規⽣体触媒の創製と有⽤物質⽣産への応⽤ 

 
岡⼭理科⼤学理学部臨床⽣命科学科 

⽯原 浩⼆ 
 

概要：本研究は原⽣⽣物であるミドリゾウリムシと緑藻との細胞内共⽣現象を⾼度に利⽤することで，
遺伝⼦組換え技術に依存することなく，新規な原⽣⽣物を実験的に創製し，⽣体触媒として利⽤するこ
とを⽬標とした。 計画初年度にあたる本年は，研究全体の基盤となるミドリゾウリムシの⼤量培養条件
のスクリーニングに必須である，⼆者培養⽤の餌となるクロロゴニウム緑藻の簡易維持培養法，および
⼤量培養条件の検索，そして，クロロゴニウムを⽤いたカルボニル化合物の物質変換について検討した。  
 その結果，クロロゴニウム属緑藻のスラント寒天培地上での⻑期間の維持培養が可能なことを⾒出し
し，簡便な維持管理法を開発した。また，酢酸ナトリウムと酵⺟エキスからなる液体培地（クロロゴニ
ウム培地）を⽤いた⼤量培養法についても確⽴した。さらに，クロロゴニウム属緑藻にケトエステル類
に対する還元能⼒を⾒出し，ミドリゾウリムシの餌としてだけでなく，不⻫還元⽤の触媒としても利⽤
可能であることを発⾒した。
 
 
【研究背景と研究⽬的】 
 ⼆⼗世紀は，⼈々が豊になるために数多くの化
学物質が製造され，利⽤されてきた「⼤量消費」
の時代であり，また同時に，多くの環境問題が発
⽣した「汚染」の時代でもあった。この反省を踏
まえ，21世紀の現代においては，世界的課題であ
る環境保全・資源循環の実現に向けた，微⽣物機
能を戦略的に活⽤した「省エネルギー・環境調和
型物質⽣産システム」の早期確⽴が望まれており，
我が国を含めた世界的規模での「応⽤微⽣物学」
を基盤とした基礎的，および，応⽤・実⽤的研究
が進められている。 
 そのような中，これまでに我々は，酵⺟や⽷状
菌，耐熱性細菌，放線菌，緑藻，藍藻等を中⼼と
した種々の微⽣物の物質変換能⼒を精査するこ
とで「⽣体触媒」としての有⽤性を明らかにし，
各種光学活性化合物や⽣理活性物質の⾼選択的・
⾼効率的な合成を⾏ってきた。また，それら微⽣
物由来酵素（酸化還元酵素を中⼼に）の触媒機能
や構造機能相関についても解明してきた。しかし
ながら，我々には未だに知り得ない酵素や酵素反
応が存在する無限の可能性があるにも関わらず， 

その触媒機能や物質変換能⼒が明らかになって 
 
いる微⽣物は数少ない。 
 世界中を⾒渡した場合，遺伝⼦組換え技術を⽤
いた既存微⽣物の機能改変に関する研究は数多
く⾏われているものの，地球上には，未だ我々に
発⾒されることなく⾃然界に眠っている有⽤微
⽣物が存在しているにも関わらず，その優れた⽣
物資源を利⽤せず，微⽣物が持つ重要で有⽤な機
能を⼗分に活⽤しているとは⾔い難い状況にあ
る。 
 そこで本研究は，我々の研究成果と実績を基礎
として，原⽣⽣物であるミドリゾウリムシと緑藻
との細胞内共⽣現象を⾼度に利⽤することで，遺
伝⼦組換え技術に依存することなく，新規な原⽣
⽣物を実験的に創製し，⽣体触媒として利⽤する
ことを最終⽬標とした。 
 ミドリゾウリムシと緑藻クロレラの，両原⽣⽣
物の物質変換機能を融合させた新規な⽣体触媒
を創製するため，研究期間（３年計画）内に，1）
ミドリゾウリムシの⼤量培養条件のスクリーニ
ング，2）ミドリゾウリムシの物質変換能⼒の調
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査，3）共⽣クロレラ株を変更することで新たなミ
ドリゾウリムシを新たに創製し，最終的には，そ
れら新規な共⽣⽣物を⽤いた医薬品合成中間体
や液晶材料等の光学活性な有⽤機能性物質⽣産
への活⽤を⽬指すこととした。 
 計画初年度の本年（令和３年度）は，ミドリゾ
ウリムシの⼤量培養条件のスクリーニングに重
点をおいて研究をスタートさせることとし，本研
究全体の基盤となるミドリゾウリムシの⼤量培
養探索に必須であり，⼆者培養の餌となるクロロ
ゴニウム緑藻の簡易維持培養⽅法，および⼤量培
養条件の探索と，それらクロロゴニウム属緑藻を
⽤いた各種カルボニル化合物の物質変換につい
て調査した。 
 
 
【実験⽅法】 
１．研究に使⽤した Chlorogonium 株 
 C. euchlorum NIES-760 株と C. elongatum 
NIES-1357 株については国⽴研究開発法⼈国⽴環
境研究所微⽣物系統保存施設(NIES)より購⼊した。
C. capillatum NIES-3374 株については，神⼾⼤学
⼤学院理学研究科の洲崎敏伸准教授より提供して
頂いたものを使⽤した。各株は，NIES 推奨の AF-
6 液体培地にて，20℃，光照射条件下（2,000-3,000 
lx）で継代培養を⾏って管理・保存した。 
 
２．培地作製 
○AF-6 液体培地の調製 

 蒸留⽔ 500 mL を 1 L ビーカーに⼊れ，スタ
ーラーで撹拌しながら，Table 1 の培地成分を
加えて溶解させた。PVI metals の組成は Table 
2 に記載した。 
 pH メーターで pH を確認しながら 1.0 M HCl
溶液で pH を 6.6 に調整後，蒸留⽔で全量を 1 L
として使⽤した。実際には 2 倍濃縮培地（保存
⽤）を作製しておき，使⽤時に流⽔で溶解，pH
を再度確認しながら蒸留⽔で希釈後に培地とし
て使⽤した。 

 
○クロロゴニウム液体培地の調製 

 冷凍保存⽤の４倍濃縮培地を作製した。蒸留
⽔ 700 mL を 1 L ビーカーに⼊れ，スターラー
で撹拌しながら，4.0 g の酢酸ナトリウム，20.0 
g の酵⺟エキスを加えて，1.0 M KOH で pH を
7.0 に調整後，蒸留⽔で全量を 1 L とした。使⽤
時には，流⽔で解凍後，pH を再度確認しながら
蒸留⽔で４倍へ希釈後に培地として使⽤した。 
 

○スラント寒天培地の調製 
 上記２種類の培地に 1.6%(w/v)となるように
粉末寒天を添加し，電⼦レンジで加熱して寒天
を溶解後，試験管（IWAKI TEST18NP）に分注，
シリコセンで栓をして，オートクレーブにて滅
菌後，約 30 度に傾けて室温にて冷却固化させ
てスラント培地として利⽤した。 

 
３．クロロゴニウム緑藻の培養 
○液体培地による⼤量培養 

 1-L 容ガラス製メジュームビンに培地 1 L を
加えてシリコセンで栓をして，オートクレーブ
にて滅菌（AF-6 培地：115°C，15 分間，クロ
ロゴニウム培地：121°C，15 分間）した。そこ
へ試験管内で液体培地にて維持培養していた菌
株の⼀部（0.2 mL）をピペットを⽤いて無菌的
に移植し，20°C，明条件（2,000-3,000 lx の光
照射），もしくは暗条件下にて好気的に４週間静
置培養した。その後，冷却遠⼼機にて集菌，洗
菌（⽣理⾷塩⽔を加えて懸濁，再び冷却遠⼼に
て集菌）操作を２回⾏って，湿潤菌体量を得た。 

 
○スラント寒天培地上での培養（簡易維持） 

 ディスポループを⽤いて，AF-6 もしくはクロ
ロゴニウムスラント寒天培地へ各株を植菌後，
20°C，光照射（2,000 lx）下にて静置培養した。 

 
４．各種カルボニル化合物の微⽣物還元 
 ⼤型試験管（IWAKI TEST30NP）内にて，湿潤
菌体 0.5 g（乾燥重量 0.12 g）を⽣理⾷塩⽔ 20 mL
に懸濁し，基質を 0.15 mmol（7.5 mM）加えてシ
リコセンで栓をして，約 30 度に傾斜させ，25°C，
好 気 的 条 件 下 で 48 時 間 ， 往 復 振 盪 （ 120 
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stroke/min）した。その後，反応溶液の⼀部（0.5 
mL）を採取し，珪藻⼟ショートカラム（直径 10 
mm x 30 mm）へアプライし，5.0 mL のジエチル
エーテルを⽤いて固相抽出を⾏い，減圧下で濃縮
後，キャピラリーカラムを⽤いた GC 分析を⾏い，
基質の還元率（還元体への変換率），⽣成物の⽴体
選択性，および絶対配置を決定した。1,2) 
 
 
【実験結果と考察】 
１．クロロゴニウムの簡易維持培養法 
 ⼀般的にクロロゴニウムの維持は液体培養中
で⾏い，培養液の⼀部を新しい液体培地へと植え
継いでいくが，保存期間が⻑くなると⽩化現象を
起こして死滅したり等，同じ培地中での 3 週間以
上の⻑期間の維持は困難であった。そこで，クロ
ロゴニウム株の維持管理の簡便化を⽬指してス
ラント寒天培地上での培養を試みた。AF-6 スラ
ント寒天培地では，菌体の⽣育は⾮常に遅く，そ
の後の⽩化までの時間も短く，保存には適してい
なかった。しかし，酢酸ナトリウムと酵⺟エキス
から調製したクロロゴニウムスラント寒天培地
上では，試したクロロゴニウム３株全てにおいて
良好な⽣育を⽰し，⽩化もほとんどすることなく，
⻑期間の（２ヶ⽉）維持が可能であった。 
 
２．クロロゴニウムの液体培養 
 AF-6 液体培地（光照射条件下），クロロゴニウ
ム液体培地（光照射と暗闇条件下）の２種の培地
を⽤いて，クロロゴニウム３株を４週間培養し，
得られる湿潤菌体量を⽐較した（Table 3）。その
結果，スラント培地での⽣育結果と同様に，AF-
6 液体培地よりもクロロゴニウム液体培地の⽅が，
⽣育速度が速く，得られる湿潤菌体量も多いこと
が分かった。特に，クロロゴニウム液体培地では，
明条件と暗条件では得られた湿潤菌体量に約２
倍もの差を⽣じた。⼀⽅で，各株間の相違はほと
んど⾒られず，３株とも，４Ｌ液体培地あたりで
1.0 g 以上の湿潤菌体を得ることができた。この
結果により，ミドリゾウリムシの⼤量培養に必須
となる，⼆者培養⽤の餌であるクロロゴニウムを

簡便に，継続的に得ることが可能となった。 
３．クロロゴニウムを⽤いた各種カルボニル化合 
  物の還元 
 次に，ミドリゾウリムシによる物質変換を⾏う
際の⽐較参考データとなる，クロロゴニウム属緑
藻による物質変換結果を調査するため，上記液体
培養で得られた湿潤菌体を⽤いた各種カルボニ
ル化合物の変換について調査した（図１）。明条件
下，クロロゴニウム液体培地で培養した菌体を⽤
いて，α-ケトエステル，芳⾹族α-ケトアミドに
対する還元反応を調査した結果，いずれの株も，
カルボニル化合物に対する還元活性を有してい
ることがわかった（Table 4）。但し，これまでの
我々の研究で扱ってきた放線菌と⽐較すると 3,4)，
還元率が低く，⽣成したアルコール体の⽴体選択
性も低値を⽰した。その中でも，C. elongatum 
NIES-1357 株は，⽐較的⾼い変換率を⽰していた
ので，この株について，添加剤導⼊による⽣成物
の⽴体選択性の改善を試みた。その結果，グルコ
ース，グルタミン酸，アラニンの添加によって還
元率の改善が⾒られ，特に，アラニンを添加した
場合に，⽣成物の⽴体選択性も⼤幅に改善される
ことがわかり，クロロゴニウム属緑藻は，ミドリ
ゾウリムシの餌としてだけでなく，ケトエステル
類の不⻫還元⽤触媒としても利⽤可能であるこ
とを発⾒した。 
 
【論⽂発表（研究成果発表）】 
 Ishihara K., Oka S., Hayashi Y., Kitagawa Y., 
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        Table 1. AF-6 培地組成                    Table 2. PIV metals 組成 

NaNO3 140 mg 

NH4NO3 22.0 mg 

MgSO4•7H2O 30.0 mg 

KH2PO4 10.0 mg 

K2HPO4 5.0 mg 

Fe-citrate 2.0 mg 

Citric acid 2.0 mg 

Biotin 2.0 g 

Thiamine•HCl 10.0 g 

Vitamin B6 1.0 g 

Vitamin B12 1.0 g 

PIV metals 5 mL 

Distilled water 995 mL 

pH 6.6 

 
 
 
      Table 3. 各種培地と条件によるクロロゴニウム属緑藻３株の液体培養 

学術名 NIES 

番号 

AF-6 培地 クロロゴニウム培地 

明条件 明条件 暗条件 

C. euchlorum 760 0.2 1.3 0.4 

C. elongatum 1357 0.4 1.1 0.5 

C. capillatum 3374 0.3 1.1 0.4 

        液体培地 4L あたりの湿潤菌体量(g) 

 
 
 
 

Na2EDTA•2H2O 100 mg 

FeCl•6H2O 19.6 mg 

MnCl2•4H2O 3.6 mg 

ZnSO4•7H2O 2.2 mg 

CoCl2•6H2O 0.4 mg 

NaMoO4•2H2O 0.25 mg 

Distilled water 100 mL 
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       図１．クロロゴニウム属緑藻によるカルボニル化合物の還元 

 

  Table 4. クロロゴニウム属緑藻による各種カルボニル化合物の還元 

 
 

 

  Table 5. C. elongatum NIES-1357 株によるカルボニル化合物の還元における添加剤の効果 

 

 

Product 

C. euchlorum NIES-760 C. elongatum NIES-1357 C. capillatum NIES-3374 

Conv. (%) e.e. (%) R/S Conv. (%) e.e. (%) R/S Conv. (%) e.e. (%) R/S 

2a  48 >99 S >99 >99 S  42  41 S 

2b  29  90 S  95  94 S  38  91 S 

2c  10  87 S >99  84 S   3 >99 S 

2d  11  73 S  90  88 S   5  73 S 

2e  <1 N.D. N.D.  54  72 S  15 >99 S 

2f  34  76 S >99  70 S   6  91 S 

2g  27   9 S  64 >99 S  18   6 S 

2h  12  53 S  38  88 S   6  39 S 

2i  50  80 R >99  85 R >99  42 R 

 

Product 

D-グルコース  L-グルタミン酸 L-アラニン 

Conv. (%) e.e. (%) R/S Conv. (%) e.e. (%) R/S Conv. (%) e.e. (%) R/S 

2a >99  83 S >99  79 S >99 >99 S 

2b  96  81 S >99  84 S >99  99 S 

2c >99  62 S >99 >99 S >99 >99 S 

2d  89  67 S  90  72 S  97  96 S 

2e  66  68 S  98  69 S  98 >99 S 

2f >99  72 S >99  68 S >99  98 S 

2g  68   8 S  87  16 S  91  68 S 

2h  38  67 S  57  71 S  78  86 S 

2i >99  86 R >99  83 R >99  95 R 
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環境調和型オレフィン合成を活用した光電変換用色素の創製 

 

岡山理科大学工学部 応用化学科 

折田明浩 

 

炭素‐炭素二重結合をもつ有機化合物はオレフィンと呼ばれ、様々なオレフィンが生理活性化合物や有機材

料として利用される。とりわけパイ拡張したオレフィンは可視光を効果的に吸収することから、光電変換用色

素として有望である。本研究では、申請者が開発した光駆動型オレフィン合成反応をさらに発展・高度化させ、

光電変換用オレフィン色素の合成にも応用可能な共役ジエンの精密合成法を開発した。具体的には、容易に合

成可能なパイ拡張化合物 1,3,6,8-テトラ(フェニルエチニル)ピレンを母骨格にもち、フェニル基のオルト、メ

タ、パラの位置に電子供与基として機能する分岐アルコキシ基を置換した光触媒を新たに開発し、可視光照射

駆動によるエテニルスルホンの還元的脱スルホニル化反応を実施した。興味深いことにアルコキシ基はその置

換位置によって電子的効果が異なることから、オルト、メタ、パラ置換光触媒はそれぞれ異なる触媒活性を示

した。ここでは、これら 3 種類の光触媒の合成と電子的効果を巧みに利用した共役オレフィンの合成最適化に

ついて述べる。 

 

１．研究背景                    

 炭素‐炭素二重結合をもつ有機化合物はオレフィ

ンと呼ばれ、生理活性化合物も数多く含まれる。特

に共役オレフィンは可視光を効果的に吸収できるこ

とからビタミンAを酸化して得られるレチナールは

オプシン中で光受容体として機能する（図 1）[1]。 

 

このような光機能を示すことからオレフィンは古く

から有機化学者の合成ターゲットとして注目されて

きた。例えば Wittig はリンイリドとカルボニル化

合物からオレフィンを合成する方法を開発した（図

2，式１）[2]。本反応は様々なオレフィンを合成で

きることから、エポックメイキングな合成反応とし

て世界中で利用されてきた。その一方で大量に副生

するホスフィンオキシドの除去には煩雑な操作が必

要であった。Wittig-Horner 反応はリンイリドの代

わりにホスホナートから調製したカルボアニオンを

利用するオレフィン合成反応であり、反応後に生成

するリン酸塩は分液処理により簡便に除去が可能で

ある（図2，式2）[3]。一方、スルホンを出発原料

に用いたオレフィン合成がJuliaによって報告され

た（図2，式3）[4]。この反応は、１．スルホンか

ら調製したカルボアニオンとカルボニル化合物との

アルドール型付加、続くアセチル化、２．ナトリウ

ムアマルガムを用いたアセトキシスルホンの還元反

応によるオレフィンへの変換反応から構成される。 

 

 
 

この反応は比較的温和な条件で還元反応が進行する

ことから、様々な官能基を損なうことなくオレフィ

ン化が可能である。広い官能基許容性を示す Julia
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反応ではあるが、環境負荷の大きな水銀反応剤の利

用が避けられない。この問題を解決する方法として、

アマルガムに替えてヨウ化サマリウム(SmI2)を用い

たオレフィン化が開発された[5]。反応メカニズムに

は不明な点も残されるが，水銀反応剤を回避しつつ

アセトキシスルホンをオレフィンへ効率良く変換す

ることができる優れた官能基変換反応である。さて、

近年世界中でSDGs（Sustainable Development Goals，

持続可能な開発目標）を掲げた環境問題への取り組

みが高まるにつれて、有限な化石燃料や金属資源の

利用を避け持続可能なエネルギーを活用した変換反

応への代替が求められてきた。このような社会的要

請の下、我々はアマルガムやヨウ化サマリウムなど

金属反応剤を回避した光駆動型還元的脱スルホニル

化反応の開発に取り組んだ。我々はこれまでにペリ

レン光触媒－青色光[6]あるいはパイ拡張ピレン光

触媒－緑色光を用いた還元的脱スルホニル化を確立

したが[7]、本研究ではこの反応をさらに発展・高度

化させ、精密オレフィン合成法へと展開した。具体

的には、パイ拡張ピレンに置換したアルコキシ基の

置換位置を変えることで、パイ共役系に電子的な摂

動を与え、触媒の光還元力チューニングを試みた。 

 

２．結果と考察 

【触媒設計と合成】 

 光触媒は以下の３条件を満たすように分子設計を

行い、ピレン触媒1-3を合成した（図3）。すなわち

可視光駆動に必要な青色光や緑色光を充分に吸収可

能なパイ拡張化合物に、分岐アルコキシ基を置換し

た。通常パイ拡張化合物は分子間のパイ相互作用の

ため難溶性を示す。一方触媒1-3は分岐アルコキシ

基の置換により、有機溶媒への充分な溶解性を担保

すると同時に、酸素官能基に起因する適度な極性を

示すことから生成したオレフィンとの簡便迅速な分

離が可能と予想した。 

 

１．パイ拡張‐可視光駆動 

２．分岐アルキル基‐充分な溶解性を担保 

３．酸素官能基‐適度な極性 

 

置換ピレン触媒1-3はピレンの四臭素化に続く4-

(シトロネリロキシ)フェニルエチンとの薗頭‐萩原

カップリングから収率良く合成することができた。

ピレン1-3はシリカゲルカラムクロマトグラフィー

で単離精製可能な安定な茶色固体であった（図 4）。 

 

BrBr

Br Br

PdCl2(PPh3)2 (20 mol%)
CuI (40 mol%)
toluene, NEt3
80 °C, 20 h

(5.0 equiv)

pyrene Br2

MeNO2

O

O
RO:

ortho 1 63%
meta 2 72%
para 3 74%

OR

RO OR

RO

Scheme 3. Synthesis of pyrene photocatalysts 1-3  

 

   

ortho 1        meta 2        para 3 

 Scheme 4. Pyrene photocatalysts 1-3 

 

一般的な有機溶媒に対するピレン触媒1-3の溶解性

を調査したところ、パラ置換体3が最も溶解性に乏

しいものの充分に有機合成に利用可能なことが分か

った。表１にはパラ置換体3の溶解性を調査した結

果を示す。 

 

Table 1. 有機溶媒1.0 mLに対するパラ置換ピレン

光触媒3(1.0 mg)の溶解性 

溶媒 室温

(20 °C) 

加熱 (還流) 

塩化メチレン 可溶 可溶 

酢酸エチル 可溶 可溶 

クロロホルム 可溶 可溶 

トルエン 可溶 可溶 
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ベンゼン 可溶 可溶 

ヘキサン 難溶 難溶 (5.0 mL) 

アセトニトリル 難溶 一部溶解 

 (2.0 mL) 

可溶 (3.0 mL) 

アセトン 可溶 可溶 

THF 可溶 可溶 

ジオキサン 可溶 可溶 

メタノール 難溶 難溶 (5.0 mL) 

エタノール 難溶 一部溶解 

 (5.0 mL) 

 

光学的特性を調査するためにピレン触媒1-3のクロ

ロホルム溶液を用いて紫外可視吸収スペクトルを測

定した（図5）。オルト1およびパラ置換体3は478 

nm付近に最長極大吸収を示すが、パラ置換体3の方

がモル吸光係数は大きく、より効果的に可視光を吸

収できることが分かった。一方、メタ置換体2の最

長極大吸収はオルト体 1,パラ体 3 と比較して約 10 

nmほど短波長シフトしており、メタ位に置換した酸

素官能基はパイ拡張への寄与が小さいことを示唆し

ている。 

 

 

Scheme 5. ピレン触媒1-3の紫外可視吸収スペクト

ル（クロロホルム 1.0 x 10-5 mol/L），1 (――), 2 

(――), 3 (――) 

 

ピレン触媒1-3に適切な可視光を照射した際には光

励起の後に犠牲試薬からの一電子移動を経由してア

ニオンラジカルが発生すると予想される。本系では、

こうして系中で生成したアニオンラジカルが鍵活性

種として作用し、エテニルスルホンの還元的脱スル

ホニル化が進行することから、密度汎関数を用いた

化学計算により1-3のアニオンラジカル還元電位を

見積もった（図6）。このシミュレーション結果はオ

ルト体1とパラ体3がメタ体2よりも強力な還元剤

として作用することを示唆している。 

 

 

 

【ジエテニルスルホンの合成】 

反応に利用するジエテニルスルホンはベンジルス

ルホンとシンナムアルデヒドとのアルドール縮合型

反応から調製した。図7にはメタブロモ置換体の合

成例を示すが、ワンポット法あるいはアセテートを

経由する二段階反応から容易に合成することができ

た。 

 

 

 

実験操作がより簡便なワンポット合成法を用いて無

置換体、MeO、CF3、Br誘導体を合成し、続く還元的

脱スルホニル化反応を検討した（図8）。 
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【ピレン光触媒を用いた還元的脱スルホニル化反応】 

ピレン光触媒1-3を用いてジエニルスルホン4の

還元的脱スルホニル化を行った。アセトニトリルと

THF との混合溶媒にジエニルスルホン 4、犠牲還元

剤ジイソプロピルエチルアミン、ピレン光触媒 2.5 

mol%を溶解して緑色LED（514 nm, 30 W）したとこ

ろ、目的の還元的脱スルホニル化が進行し対応する

ジフェニルブタジエン9が得られた（図9）。この反

応ではオルト置換触媒 1 が最も有効に働き、(E,E)

体を91％収率で与えた。9は強力な還元剤との共存

下で一電子移動を経由してさらに還元を受けたり分

解することが予想されるが、本系では還元力が異な

る3つの光触媒を検討することで還元条件の最適化

に成功した。単純なエテニルスルホン8の還元的脱

スルホニル化も同条件下で速やかに進行し、スチル

ベン13を与えた（図10）。この場合にも光触媒を検

討することでオレフィンへの変換反応を最適化する

ことができた。興味深いことに本反応ではパラ置換

触媒 3 が最も有効に働き、92％収率で 13 が得られ

た。 

 

 

 

 

続いて、電子供与基 5a-c や電子求引基が置換した

ジエテニルスルホン 6a-c の還元的脱スルホニル化

を行った（図11）。オルト、メタ、パラ置換メトキシ

置換体 5a-c はいずれもメタ置換ピレン触媒 2 を用

いた場合に最も良好な収率で目的のメトキシ置換ジ

フェニルブタジエン10a-cを与えた（entries 2, 5, 

8）。オルト位をCF3で置換した6aは、触媒1-3を用

いたすべての反応で目的とするジエンが得られなか

った（entries 10-12）。一方、メタおよびパラ位置

をCF3置換したジエニルスルホン6b-cでは、メタ置

換ピレン2を光触媒に利用することで速やかに対応

する CF3置換ジフェニルブタジエン 11b-c をそれぞ

れ80％、85％収率で与えた（entries 14,17）。 

本反応は温和な還元条件で進行することから、臭素

で置換した 7a-c もブロモ基を損なうことなく目的

のブロモ置換ジフェニルブタジエンへ変換すること

ができる（entries 19-27）。ブロモ基の置換位置に

よって、最適な光触媒が異なっており、オルトおよ

びパラブロモ置換体にはピレン光触媒1が（entries 

19, 25）、メタブロモ置換体には触媒 2 が最も高い

収率で対応するブロモジエンを与えた（entry 23）。

ここで得られたブロモジエン12bは薗頭‐萩原カッ

プリングを経てジエンインなどさらにパイ拡張した

誘導体へ導くことも可能である（図12）。 

 

３．まとめ 

 本研究ではジエニルスルホンの還元的脱スルホニ

ル化を目指し、ベンゼン環上の異なる位置にアルコ

キシ基を置換したピレン光触媒を設計・合成した。

オルト、メタ、パラ置換体のいずれも可視光を充分
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に吸収し、緑色光照射によって光反応を触媒した。

我々が期待した通り、3 つの位置異性体はそれぞれ

異なる還元力・反応性を示し、用いる光触媒を変更

することでジエン合成の最適化条件を容易に探索す

ることに成功した。ここで得られた成果を基に、さ

らにパイ拡張したオレフィン誘導体を合成し、構造

と光学的特性との相関関係を明らかにするとともに

光電変換に適した可視光色素の合成へ展開する。 
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細胞死抑制技術を駆使した高機能立体組織の作製と応用性の検討 

 

岡山理科大学 生命科学部 生物科学科 

神吉 けい太 

 

組織工学は体外で細胞の集合体である組織や臓器を作り出す技術であり、再生医療や創薬をはじめ幅広い分

野での応用が期待されている。大量の細胞を用いて大型の組織を作ることは移植治療の向上や臓器構築を目指

すうえで理想であるが、脈管系の内装を伴わない限り酸素、栄養、老廃物の代謝が滞り、細胞凝集体は細胞死を

起こし死んでしまう。したがって脈管系構築までの期間、構成細胞の生存率を高める技術が組織工学分野にお

けるブレークスルーとなる。本研究では、細胞内エネルギー代謝の改変により低栄養、低酸素の環境でも細胞

を生存させる技術を用い、より大型で細胞生存率の高い組織体を作ることを目的としている。これまでに筋芽

細胞においてポリフェノールの一種であるレスベラトロールによる処理が解糖系を抑制し、グルコース消費を

抑えることで低栄養、低酸素による細胞死が抑えられることを明らかにした。本研究ではこのメカニズムのよ

り広い応用を目指し、間葉系幹細胞をはじめとする他組織の細胞を用いて検討を行った。 

 

 

in vitro 細胞培養系は細胞機能や様々な処理に

対する影響を評価する簡便な系であるが、平面培養

は in vivo で細胞が機能する立体的な環境とはか

け離れており、細胞は本来の活性を発揮できない。

そこで細胞同士の凝集や足場素材と組み合わせた立

体組織構築技術が開発され、より機能的な立体組織

を体外で構築する「組織工学」が種々の組織におい

て進められている。このような機能性立体組織は、

再生医療や創薬分野をはじめ幅広い分野での応用が

期待されており、組織大型化や長期間維持は移植治

療の向上や臓器構築を目指すうえで理想的な目標で

ある。しかしながら脈管系を持たないままの組織体

は酸素や栄養の供給と老廃物の代謝が滞り、中心部

は細胞死を起こしてしまう。これを避けるため、100

～200μm を超えるサイズの組織体構築の際は並行

して脈管系構築が必要である。これまで血管内皮細

胞との共培養、血管床からの血管新生誘導などの試

みがなされてきたが、大型組織では脈管系構築に 2

週間近い期間を要すため、この期間における構成細

胞の逸失や、移植後の生存率が低下する問題が避け

られない。脈管系の整わない期間は「組織構築の死

の谷」とされる課題であり、これを乗り越えるブレ

ークスルーが必要である。そこで組織体に脈管系が

備わらない期間における細胞生存を高く維持すると

いう目標を掲げ、本研究を進めている。 

細胞は低酸素状態にさらされると低酸素応答シグ

ナルの活性化によりミトコンドリアにおける酸化的

リン酸化を抑え、解糖系中心のエネルギー生産をお

こなう。解糖系の活性化はグルコース取り込みと乳

酸排出を伴うが、この変化は立体組織内ではグルコ

ース欠乏（低栄養）と老廃物滞留の原因となり、数

日で細胞死を引き起こしてしまう。この問題に対し、

研究代表者は解糖系活性を抑制することでグルコー

スの急激な消費を抑え、低栄養、低酸素環境による

細胞死を抑制できることを明らかにした（Naito and 

Kanki, J Biosci. Bioeng. 2020）。この知見を応用

することで、細胞凝集体の細胞生存率を向上させる

ことが可能と考えられ、立体組織構築に大きな利益

をもたらすことができる（図 1）。 

 

図１．研究の概念図：立体組織構築時の細胞死を防

ぐことで大型の機能性組織構築を目指す。 
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検討① 平面培養による細胞死抑制条件の検討 

間葉系幹細胞（MSC）は体組織から採取される組織

幹細胞であり、癌化しにくく移植治療に向いている。

また中胚葉系組織を中心とする多分化能を有してお

り、様々な組織の治療への応用が期待されている。

そこで平面培養された MSCを低栄養（低グルコース）、

低酸素（1％ O2）環境にさらし、細胞生存を検討す

ることで、最適な細胞死抑制処理条件を決定するこ

とを試みた。ヒト脂肪由来 MSCを培養し、様々なグ

ルコース濃度の培地に置き換えたうえで、酸素濃度

1％の低酸素条件に 72時間置いた。その結果、MSCで

はいずれの処理条件においても細胞膜崩壊を指標と

した死細胞の増加は認められず、顕微鏡観察におい

ても MSC の形態に異常な所見は認められなかった

（図 2）。過去に筋芽細胞において行った実験では、

低グルコース低酸素の条件で処理することで急激な

死細胞の増加が認められたが、今回の結果から MSC

は低グルコース低酸素のストレス刺激に耐性がある

ことが示唆された。この理由として、MSC がもとも

とニッチとする生体組織が低酸素環境であることか

ら、細胞死に至らないことが挙げられた。 

 

図２．低グルコース低酸素条件下における MSCの死

細胞量の検討．（A）低酸素環境下の各 Glu濃度（0

～4.5mg/ml）による処理後 3日目の死細胞量測定

（LDH assay）． （B）低酸素環境下の各 Glu濃度

（0～4.5mg/ml）による処理後 3日目の明視野観察

Bar＝100μ， 

 

検討② 軟骨前駆細胞を用いた立体組織作製の試み 

MSC においては低グルコース低酸素のストレス刺

激により細胞死を誘導できなかったため、ある程度

分化の進んだ細胞として軟骨前駆細胞を使用した検

討を行った。軟骨前駆細胞は分化誘導により細胞外

マトリクスを産生することで大型化する。ラット軟

骨前駆細胞を分化誘導刺激である TGFβ＋IGF-1 処

理を行い、レスベラトロール（RSV）処理の有無によ

り軟骨組織への分化誘導を検討した。遺伝子発現レ

ベルでは軟骨誘導刺激に加え、RSV 処理することで

分化マーカーである col1A1, col2A1 の発現上昇が

認められた。また 21 日間のスフェロイド培養によ

りスフェロイドの直径は 800～900 µm に達し、RSV

処理することで対照群に比べ有意に大きな組織とな

った。組織切片を作製し軟骨基質をアルシアンブル

―染色で評価したところ、対照群に比べ RSV処理群

のスフェロイドでより厚い軟骨基質層が形成されて

いることが分かった（図 3）。したがって軟骨前駆細

胞を用いた立体組織作製と軟骨分化誘導においては

RSV の分化促進効果が寄与することが示唆された。

一方でスフェロイド内部は成熟した軟骨組織になっ

ていないことから、分化誘導期間や初期スフェロイ

ドサイズの検討が必要と思われる。 

 

図 3. 軟骨前駆細胞スフェロイドからの軟骨組織

分化誘導（アルシアンブル―染色）。TGFβ-1/IGF-1

刺激による分化誘導２１日後の組織像。青色部分は

軟骨マトリクスを示す。 

 

今後の展望として、大量のスフェロイドを凝集さ

せることでより大きな立体組織を作製できるかにつ

いて検討を進める。また MSCは低栄養、低酸素のス

トレスに強く、RSV の細胞死抑制効果が得られにく

いという結果となったことから、MSC から脂肪や軟

骨細胞を分化誘導し、立体組織作製に応用すること

を試みる。 
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イナミンの渡環反応を利用した含窒素パイ共役系化合物の合成 

－新奇含窒素ナノグラフェン創出への挑戦－ 

 

岡山理科大学 工学部 バイオ・応用化学科 

奥田 靖浩 

 

本研究では、塩基の添加により位置選択性を転換可能なホスフィニルイナミンと 2-ハロゲン化ビフェニルの 

[4+2] 環化反応を開発し、幅広い多環芳香族アミンを合成した。イナミンと 2-ブロモビフェニル、パラジウム触

媒と強塩基 (水酸化カリウム) をジオキサン中で混合した場合には、脱ホスフィニル化と薗頭－萩原カップリン

グ、続く分子内 Friedel-Crafts 反応が連続的に進行し、反応点の β 位にアミノ基をもつ多環芳香族アミンを得た。

一方、イナミンと 2-ヨードビフェニル、パラジウム触媒と弱塩基 (炭酸水素カリウム) を DMF 中で混合した場

合には直截環化が進行し、反応点の α 位にアミノ基をもつ多環芳香族アミンを選択的に得た。これらの反応で

合成した (ジアミノ)ジベンゾアントラセンの位置異性体である２つの化合物を用いて紫外－可視吸収スペクト

ルおよび蛍光スペクトルを測定した結果、アミノ基の置換位置によりモル吸光係数や蛍光量子収率が異なるこ

とを見出した。また、アミノ(ホスフィニル)フェナントレンの脱ホスフィニル化でアミノフェナントレンに変換

し、その光学特性を調査した。さらにホスフィニル基を硫黄化および還元した誘導体も合成し、リン上の置換

基が異なる場合でも光学特性が大きく変化することを見出した。 

 

【緒言】                    

 多環芳香族アミンはアミノ基による電子供与効果、

また拡張パイ共役系による半導体特性を併せ持つた

め、ペロブスカイト太陽電池の正孔輸送材料として

利用されている。実際、多環芳香族アミンとして

spiro-OMe-TAD を正孔輸送層に利用したペロブス

カイト太陽電池の光電変換効率は 20% 以上に達し 1、

持続可能な社会構築に向けて更なる研究が行われて

いる。この多環芳香族アミンの合成法として、従来

はパラジウムや銅触媒によるカップリング反応や 2、

近年では炭素－水素結合の直截アミノ化などが開発

された (スキーム 1a)3。しかし、これらの方法論では

入手困難な多環芳香族ハライドが原料として必要で

あり、溶解性が乏しいため反応は進行しにくい。本

研究では、当研究室で先行開発した大気中安定なイ

ナミン 1 を利用し 4、パラジウム触媒を用いた 2-ハ

ロゲン化ビフェニルとの芳香環形成反応で多環芳香

族アミンを合成した (スキーム 1b)。また、申請者は

脱ホスフィニル化段階を入れ替えることでアジド－

アルキン環化付加の位置選択性を転換しており 5、

本研究でも同様の位置選択的な合成法を確立した。

具体的には、脱ホスフィニル化と薗頭－萩原カップ

リングで中間体 A を形成した後、Brønsted 酸を用い

た分子内 Friedel-Crafts 反応で反応点の β 位にアミ

ノ基をもつ多環芳香族アミン 2 を合成した (Route 

1)。一方、1 と 2-ヨードビフェニルにパラジウム触

媒、弱塩基である炭酸水素カリウムを添加すれば 

C−H 結合の活性化を経た直截環化が進行し、反応点

の α 位にアミノ基をもつ多環芳香族アミン 3 が選

択的に得られた。本研究では更にパイ拡張した誘導

体の合成、ホスフィニル基の変換法の開発、および

合成した多環芳香族アミンの光学特性について調査

したので、それらの結果について以下詳細に述べる。 

  

スキーム１：(a) 従来の多環芳香族アミンの合成法、

(b) 本研究で開発したイナミンの [4+2] 環化反応                   
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【結果と考察】 

まず、イナミンと 2-ブロモビフェニルを出発原料

に用いて多環芳香族アミン 2 を合成する反応開発

を行った (主に本申請１年目に実施、論文発表済み 6)。

実験結果の説明に先立ち、本研究で設計したメカニ

ズムをスキーム 2 に示す。ホスフィニルイナミン 1 

に水酸化カリウムを添加すると脱ホスフィニル化が

進行してアセチリド A が発生し (eq 1)、続くパラジ

ウムと銅触媒による薗頭－萩原カップリングで o-

アリールイナミン中間体 B が得られる (eq 2)。この

中間体では、アミノ基の強い電子供与効果により β 

位の求核性が高く (B’ としての寄与)、ヨウ素などの

求電子剤を添加すればイミニウム中間体 C を形成

し (eq 3)、分子内 Friedel-Crafts 環化が進行して目的

とする多環芳香族アミン 2 が得られると考え、研究

に取り組んだ (eq 4)。 

 

スキーム２：イナミンの脱ホスフィニル化を経由す

る多環芳香族アミンの合成メカニズム 

 検討の結果、Pd2(dba)3•CHCl3 と DPPF、ヨウ化銅

を触媒とし、水酸化カリウムを添加して 1,4-ジオキ

サン中、120 °C (還流条件) で撹拌したところ、予想

したイナミン中間体 B が効率的に生成した。続いて

ヨウ素を添加し、100 °C で 3 時間撹拌することによ

り目的とするアミノ (ヨード) フェナントレン 2a を 

72% の単離収率で得た (スキーム 3)。同様にイナミ

ンや 2-ブロモビフェニルの基質適用範囲を検証し

た結果、パラ位に 
tBu 基を置換したイナミンを用い

た場合に収率が 78% に向上した (2b) ことに加え、

溶解性が向上して取り扱いが容易になったため、こ

のイナミンを用いて更に検証を進めた。その結果、

ジフェニルアミノ基やニトロ基を置換したアミノフ

ェナントレンは低収率であったが (2c 18%, 2g 33%)、

メトキシ基やメチル基、トリフルオロメチル基を置

換した誘導体 (2d 54%, 2e 80%, 2f 68%) は良好な収率

で目的とするフェナントレンを合成できた。電子不

足な複素環であるピリジル基を含む誘導体の合成も

行ったが、目的とする環化体は得られなかった (2h)。

電子供与基を置換した 2-ブロモビフェニルはブロ

モ基の求電子性が低下しているため、パラジウムへ

の酸化的付加が遅い。また、電子求引基をもつ 2-ブ

ロモビフェニルでは二段階目の Friedel-Crafts 環化

が不利である。このような理由から、電子的に大き

な摂動をもつ誘導体では収率が低下したと予想した。 

 また、二段階目の求電子剤として強い Brønsted 酸

である HNTf2 を用いるとプロトン化体である 2i を

69% の収率で得た。またチオフェン環上でのヨウ素

化が進行するため、チオフェンを含む誘導体ではヨ

ードニウムによる環化付加を行うことはできないが、

HNTf2 によるプロトン化に変更すれば単一の生成

物 2j を 72% の収率で得た。最後に、求電子剤とし

て NBS を用いてブロモ化体 2k を 49%、NCS を用

いてクロロ化体 2l を 29% の収率で合成した。 

 

スキーム３：イナミンの脱ホスフィニル化を経由し

た多環芳香族アミンの合成 

 また、本反応を応用してパイ共役系をさらに拡張

した芳香族アミンを合成した (スキーム 4)。パラ位

に 
tBu 基をもつイナミン 1b にジブロモターフェニ

ル位置異性体２種をそれぞれ用いて芳香環形成反応

を行ったところ、対応するジベンゾ [a, h] アントラ

セン 2m および 2n が 77%, 66% の収率で得られた。
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2m の合成においては、ピセン骨格の形成 (2m’) も

予想されたが、アミノ基間での立体障害によりジベ

ンゾアントラセンのみが選択的に得られた。続いて、

パラジウム触媒とボロン酸を用いた鈴木－宮浦カッ

プリングによりヨウ素官能基を変換し、アミノ基と

アリール基を置換したジベンゾアントラセン 4a お

よび 4b を合成した。 

 この反応で合成した多環芳香族アミン 4a および 

4b の光学特性を調査するため、紫外－可視吸収およ

び蛍光スペクトルを測定した (図 1)。まず、4a では 

409 nm が極大となる吸収スペクトルが得られ、モル

吸光係数 0.7 (×104 M−1•cm−1) という値が得られた。

この化合物の蛍光スペクトルを測定したところ、ク

ロロホルム溶液中で 510 nm、粉末状態で 475 nm が

最大となるスペクトルが得られ、蛍光量子収率はそ

れぞれ 0.14, 0.04 と弱い発光を示した。一方、アミノ

基の位置異性体に相当する 4b を用いて同様の測定

を行った結果、吸収スペクトルでは 406 nm が極大

となり波長自体には大きな変化がなかったものの、

モル吸光係数は 2.1 (×104 M−1•cm−1) であり 4a の三

倍大きいことがわかった。また、クロロホルム溶液

中での蛍光スペクトルでは 482 nm, 496 nm が最大と

なり、蛍光量子収率は 0.83 と大きく改善していた。

また粉末状態においても蛍光波長は 474 nm と 4a 

とほぼ同じであるが、蛍光量子収率は 0.15 と三倍近

くまで改善していることがわかった。現在は、これ

らの反応を活用して更にパイ拡張した含窒素ナノグ

ラフェンの合成に取り組んでいる。 

 

 

図１：(上) 多環芳香族アミン 4a、(下) 4b における

紫外可視吸収および蛍光スペクトル 

続いて、パラジウム触媒を用いたイナミンの直截

環化により多環芳香族アミンを合成する反応 (スキ

ーム 1b, Route 2) を検証した。イナミンと 2-ヨード

スキーム４：イナミンとジブロモターフェニルとの [4+2] 環化によるジベンゾアントラセンの合成と 

続く鈴木－宮浦カップリングによる分子修飾 
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ビフェニルにパラジウム触媒、炭酸水素カリウムを 

DMF 中、100 °C で 20 時間撹拌することで目的とす

る環化体 3a を 71% で得た (スキーム 5)。また、1-

(2-ヨードフェニル) ナフタレンを用いた生成物 3a 

の X 線結晶構造解析から、本反応における位置選択

性を明らかにした。この反応を利用して関連誘導体

の合成を行ったところ、無置換フェナントレン 3b 

(78%) だけでなくトリル基を置換したイナミンによ

る環化体 (3c, 65%)、電子供与基であるメトキシ基を

置換した環化体 (3d, 56%)、電子求引基であるトリフ

ルオロメチル基を置換した環化体 (3e, 48%) をそれ

ぞれ合成した。 

 

スキーム５：パラジウム触媒によるイナミンの直截

環化を経由した多環芳香族アミンの合成、および生

成物の ORTEP 図 

 次に、合成したアミノ (ホスフィニル) フェナント

レン 3 の脱ホスフィニル化を検討した。3b にメト

キシカリウムを加え、1,4-ジオキサン中、加熱還流下

で 30 時間撹拌したところ、溶液の発光色が黄色か

ら青色へと変化し、対応した脱ホスフィニル化体 5a 

を 81% の収率で得た (図 2)。実際に、原料 3b と生

成物 5a の紫外－可視吸収および蛍光スペクトルを

測定したところ、吸収スペクトルは 413 nm (ε = 

0.24×104 M−1•cm−1) から  358 nm (ε = 0.62×104 M−1• 

cm−1) へ 55 nm 短波長シフトしていた。また、発光ス

ペクトルにおいても 537 nm から 461 nm へと 76 nm 

短波長シフトしており、電子求引性のホスフィニル

基が除かれることでドナーアクセプター型骨格が解

消され HOMO−LUMO 準位のエネルギー差が大き

くなるため、短波長シフトすることがわかった。 

 

図２：アミノ (ホスフィニル) フェナントレン 3 の

脱ホスフィニル化と光学特性の変化 

 さらに、直截環化により合成したアミノ (ホスフ

ィニル) フェナントレン 3b のホスフィニル基を変

換し、リン上の置換基が異なる場合での光学特性に

及ぼす影響を調査した。まず 3b にローソン試薬を

添加し、トルエン中、加熱還流条件で撹拌すると期

待したホスフィンスルフィド 6 が 83% の収率で得

られた (スキーム 6)。続いて、6 にホスフィンアミド

を加えて脱硫黄化を行い、対応するアミノ (ホスフ

ァニル) フェナントレン 7 を 95% の収率で得た。 

 

スキーム６：ホスフィニル基の硫黄化－脱硫黄化に

よる変換反応 

 上記の反応で合成した各誘導体を利用し、紫外－

可視吸収および蛍光スペクトルを測定した (図３)。

P(O)Ph2 基や PPh2 基をもつアミノフェナントレン 

3b, 7 では 500 nm 以上の長波長発光を示し、リン官

能基を含まない 5a やホスフィンスルフィド 6 では

それぞれ 423, 453 nm と短波長での蛍光発光を示し

た。ホスフィニル基を除く、あるいは重原子である

硫黄を導入すると励起状態における熱振動や構造緩

和といった影響が小さくなり、ストークスシフトが

小さくなったことに起因したと考えている。 
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図３：ホスフィニル基を変換することによる蛍光ス

ペクトルの変化 

最後に、2-ナフチル基をもつ 8a,b を用いて各反応

での位置選択性の相違について調査した。イナミン 

1a とブロモビフェニル 8a を用いて脱ホスフィニル

化と続く薗頭－萩原カップリングを行い、HNTf2 を

用いた環化反応を行ったところ、アミノクリセン 2o 

のみが選択的に形成し、ベンゾアントラセン 2o’ は

全く生成しなかった (スキーム 7a)。一方、パラジウ

ム触媒を用いた直截環化を行った場合には位置選択

性は発現せず、環化生成物 3f と 3f’ の等量混合物が 

55% の収率で得られた (スキーム 7b)。Friedel−Crafts 

環化を経由する脱ホスフィニル型環化では、2o’ を

形成するために必要な中間体がキノイド型構造を取

り、熱力学的に 2o の形成と比較して不利であった

ため、明確な位置選択性が発現したと考えられる。 

【まとめ】 

 本研究では、イナミンと 2-ハロビフェニルの 

[4+2] 環化により幅広い多環芳香族アミンを合成し

た。今後は、有機エレクトロニクス分子の設計に本

反応を応用し、持続可能な社会の実現に大きく貢献

する高機能材料を創出したい。 
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アブラボテ属のタナゴ類2種の自然分布域における交雑 

 

岡山理科大学生物地球学部生物地球学科１)・愛媛大学大学院理工学研究科 2)・大阪医科薬科大学医学部 3) 

武山智博 1)・畑啓生 2)・橋口康之 3) 

 

（概要）日本産タナゴ類の多くの種は，生息地の縮小や劣化，産卵基質であるイシガイ目二枚貝の減少などの

複合的要因により絶滅の危機に瀕している。加えて，本来の生息域外への人為的移入（外来種）に起因し，在来

種との間で交雑（雑種形成）が生じ，外来種問題において深刻な影を落とすようになった。国内外来種と在来の

近縁種との間で交雑が生じた例としては，愛媛県松山平野における在来のヤリタナゴと移入されたアブラボテ

との交雑が報告されており，生殖隔離機構が何らかの理由で機能していない事が推測されるが，その仕組みは

よく分かっていない。本研究では,これら２種うち片方が移入された場合に交雑が生じる機構を明らかにする第

一歩として，両種間の生殖隔離機構の頑強性を評価するため，まず２種が自然分布する岡山市内の農業用水路

（旭川より取水）内の 4 ヶ所にて捕獲調査を実施し，遺伝子解析による交雑の発生頻度を明らかにした。その

結果，捕獲した271個体の内訳は，ヤリタナゴが90個体，アブラボテが173個体，雑種一世代（F1）が5個体，

雑種二世代（F2）以降が3個体で，3％が雑種であった。この低い雑種個体の出現率は，本調査地におけるヤリ

タナゴとアブラボテの交雑を回避する生殖隔離機構が働いていることを示唆する。 

 

 

 

研究の背景と目的 

進化の過程で種分化し，独立した種として存在して

いた2種が，交雑により1種へと融合する事は，種

多様性の減少を促進する。種間での交雑に関する従

来の研究は，2 種の分布域が地理的に隣接する地域

に形成される「交雑帯」に着目し，理論的・実証的

な側面で進められてきた（Barton and Hewitt, 

1985; Buggs 2007）。国内では，キタノメダカとミナ

ミメダカの分布の境界域において，両方の交雑集団

を認めた研究 (酒泉 1987）があるものの，日本産淡

水魚に関する交雑の研究は限られている。 

 日本産タナゴ類の多くの種は，生息地の縮小や劣

化，産卵基質であるイシガイ目二枚貝の減少などの

複合的要因により絶滅の危機に瀕している。加えて，

本来の生息域外への人為的移入（国内外来種）に起

因し，在来種との間で交雑（雑種形成）が生じてい

る。交雑による遺伝子浸透（遺伝子汚染）は，外来

種による在来生物の捕食や生息地の侵略などの直接

的な影響とは異なる側面において，生物多様性や在

来種の保全における新たな脅威となっている（河村

2015）。国内では，固有亜種のニッポンバラタナゴと，

移入されたアジア大陸原産の近縁亜種であるタイリ

クバラタナゴとの間で生じている交雑が一例として

挙げられる（Kawamura et al. 2001）。他方で，国内

外来種と在来の近縁種との間で交雑が生じた事例と

しては，愛媛県松山平野における在来のヤリタナゴ

と移入されたアブラボテとの交雑があり，産卵基質

である二枚貝の不足が交雑の原因の一つとして指摘

されている（Uemura et al., 2018; Hata et al. 

2019）。移入先での交雑が生じている一方で，アブラ

ボテとヤリタナゴ（図１）の自然分布域が重複する

西日本から九州にかけての地域では，2 種は独立し

たまま共存しており，これは生殖隔離機構（交雑回

避の仕組み）が働いていることを示す。ただ，ごく

少数の例ではあるが，自然分布域においても遺伝子

解析から両者の交雑が確認されている（Hashiguchi 

et al., 2006）。では，なぜ移入先において両種は容

易に交雑するのであろうか。交雑の根本的な原因は，

生殖隔離機構が何らかの理由で機能していない事に

あるが，その仕組みはよく分かっていない。本研究

では,これら２種うち片方が移入された場合に交雑

が生じる機構を明らかにする第一歩として，両種間
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の生殖隔離機構の頑強性を評価するため，まず２種

が自然分布する岡山市内の農業用水路（旭川より取

水）内の4ヶ所にて，タナゴ類の繁殖期である春か

ら夏にかけて捕獲調査を実施し，遺伝子解析による

交雑の発生頻度を明らかにした。さらに，雑種個体

の出現と産卵基質となる二枚貝の生息密度や生息環

境との対応から交雑に関係する要因を検討した。 

 

 

 

図1(a) ヤリタナゴ Tanakia lanceolataI （オス），

(b)アブラボテ Tanakia limbata（オス） 

 

 

方法 

遺伝子解析に用いた個体の採取は，旭川本流の東

側（岡山市中区）の農業用水路内に設定した4つ

の調査地点（図２，３）において，カゴ罠を用い

て実施した。捕獲された各個体は，体側面の写真

撮影と遺伝子解析用のサンプルを得た（ヒレの一

部を切除後，捕獲地点に放流）。切除したヒレはエ

タノール（99.9%）中で解析まで保管した。撮影し

た写真の外部形態に基づき，(Hosoya 2013)に従っ

て２種を同定した。加えて 3 調査地（ASU, SHK, 

SSR）において，生息環境の物理的要因（流速・流

路幅・水深）の計測および産卵基質である二枚貝

の徒手採集（1x1m区画x6箇所）を行った。 

 交雑個体の出現頻度を評価するため，調

査によって得られたサンプルの遺伝子解析を行っ

た。捕獲個体より切除したヒレから DNA抽出キッ

トにより DNAを抽出した後，種特異的な 6つの核

遺伝子マーカー（一塩基多型）を用いた TaqManプ

ローブ法に基づき種特異的な遺伝子の有無を決定

する。そのデータに基づき各個体の種（交雑個体）

を判別した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 調査地の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 調査地点ごとのヤリタナゴ（赤），アブラボテ

（緑），両種の雑種（灰・黒）の出現個体数 

 

 

旭川 

岡⼭県 

図 3 の範囲 

MSA(n=73) 

ASU(n=32) 

SHK(n=48) 

SSR 
(n=118) 
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結果 

非灌漑期では，3調査地点は流路幅（6-14m）が比較

的狭く，水深は１m未満と比較的浅く（表１），流速

も 30cm/s以下と緩やかな流れであった（表 2）。 

 

表１ 各地点の流速 （平均値± SD , cm/s） 

地点  表層   中層     底層 

SSR   1.1 ± 2.5   1.2 ± 3.0   1.0 ± 2.5  

ASU  27.2 ± 21.5  22.9 ± 18.4  16.2 ± 14.7 

SHK   2.9 ± 6     2.8 ± 5.7    1.9 ± 3.8  

 

表 2 各地点の流路幅(m)及び水深(cm) 

地点  流路（平均値± SD） 水深（平均値± SD） 

SSR    12.3 ± 0.8         36.0 ± 14.0 

ASU   14.0 ± 3.3          37.1 ± 9.9 

SHK    5.5 ± 0.9          61.2 ± 7.6 

                           

表 3 各地点の二枚貝の密度 (1m2あたり) 

地点   種            密度（平均値± SD） 

ASU I. yanagawensis 0.00  

 I. brandtii 0.00  

 O. omiensis 0.17 ± 0.41  

 N. douglasiae 0.00  

 L. oxyrhyncha 0.00  

SHK I. yanagawensis 20.31 ± 4.17  

 I. brandtii 1.83 ± 1.72  

 O. omiensis 0.00  

 N. douglasiae 1.67 ± 1.63  

 L. oxyrhyncha 0.83 ± 1.33  

SSR I. yanagawensis 0.17 ± 0.41  

 I. brandtii 0.00  

 O. omiensis 0.33 ± 0.52  

 N. douglasiae 0.00  

 L. oxyrhyncha 0.00  

            

 4 地点での捕獲調査の結果，対象としたア

ブラボテ属２種は全地点で捕獲され，合計 271個体

が採集された（図３）。遺伝子解析の結果，271個体

の内訳は，ヤリタナゴが90個体，アブラボテが173

個体，雑種一世代（F1）が5個体，雑種二世代（F2）

以降が3個体で，全捕獲個体の3.0％（8/271個体）

が雑種であった（図３）。地点間での雑種の出現率に

違いは認められなかった（GLM, p > 0.05）。 

 本調査では5種の二枚貝（ニセマツカサガ

イ Inversiunio yanagawaensis，オバエボシガイ 

Inversidens brandtii，カタハガイ Obovalis 

omiensis，イシガイ Nodularia douglasiae，ササノ

ハガイ Lanceolaria oxyrhyncha）が確認された（表

3）。地点 SHK ではニセマツカサガイが優先し 20 個

体（/m2）と高い密度であったが，他の種の密度は比

較的低かった。 

 

考察 

本研究では，ヤリタナゴとアブラボテの両種の自然

分布域である旭川水系において，遺伝子解析に基づ

き交雑による雑種個体の存在を示した。雑種個体の

出現率は 3.0％（8/271 個体）であった。先行研究

（Hashiguchi et al., 2006）では，本調査地に近接

する場所でヤリタナゴ 20 個体およびアブラボテ 11

個体を遺伝子解析（mtDNA）により交雑を判定したが，

雑種は含まれていなかった。一方，両種が分布する

西日本や九州（人為的な移入による分布も含む）に

おいては，外部形態と遺伝子型（ハプロタイプ）が

一致しない雑種個体が見つかっている。Hashiguchi 

et al. (2006）によると，ヤリタナゴでは，国近川

（愛媛県）の15個体のうち12個体（80.0%）が雑種

であり（ただしアブラボテが外来種），アブラボテに

おいては，駅館川（大分県）で5.56%（1/18個体），

木屋川（山口県）では10.0％（2/20個体），江の川

（島根県）では5.88％（1/17個体）が雑種であった。

これらの他地域の交雑個体の出現率に比べ，本研究

の調査地における出現率は低かったことは，2 種の

生殖隔離機構が比較的強く働いていることを示唆す

る。ヤリタナゴとアブラボテが交雑して生じた雑種

には稔性があるが（Suzuki & Hibiya, 1986），稚魚

の段階では雑種の生残率が低く，交配後の生殖隔離

の存在が示唆されている（Kawamura & Hosoya, 

2000）。本研究では成魚段階での雑種の出現率を検討

しているため，二枚貝内の受精卵の段階における雑

種の割合は分かっていない。よって，今後は，２種
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の産卵時における生殖隔離機構（例えば配偶相手の

認識や選択）や貝内の受精卵における雑種の出現率

の解明が課題である。 

 本研究の調査地とした水路では，5 種の淡

水性二枚貝（ニセマツカサガイ，オバエボシガイ ，

カタハガ，イシガイ，ササノハガイ）が確認された。

このうち，カタハガイとニセマツカサガイはヤリタ

ナゴに，またカタハガイはアブラボテの産卵基質と

してそれぞれ好まれる（Kitamura, 2007）ことから，

両種のタナゴ類にとって共通の産卵基質となる二枚

貝が分布していた。他の地域における，これらの二

枚貝の生息密度に関する情報が不足しているため，

本調査地における二枚貝の密度との直接の比較は難

しいが，地点SHKにおけるニセマツカサガイの密度

（20.31 個体/m2）は比較的高いものと推測される。

今後は，２種のタナゴにおける産卵基質としての二

枚貝の種およびサイズに対する選好性や１個体の貝

の利用方法（産卵数や産卵の位置）の違いの解明が，

今後の課題であると考えられた。 
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交通障害を引き起こす突発的な濃霧の予測可能性                         

 

岡山理科大学 生物地球学部 生物地球学科 

大橋 唯太 

 

 本研究では、頻繁に交通障害を引き起こす濃霧を予測することを目標に、現地で濃霧の実態を捉えた。本稿

では、高速道路が通行止めとなるほどの濃霧が記録される大分県別府市での調査結果と予測可能性について、

報告する。                                              

                                                  

１．はじめに                    

 大分県の日出（ひじ）・速見・別府・湯布院を結ぶ高

速道路（東九州自動車道、日出バイパス、大分自動車

道）では、霧による通行止め時間が年間 200～300時間

を記録している（国土交通省 HP）。大分県はその経済損

失を年間約 1.8 億円と試算しており（大分県、2020）、

地域や自治体にとって大きな問題で、対策が急務であ

る。その対策に重要となるツールの一つに、霧の予測

情報があげられる。高速道路の運用では、①霧によっ

て視程がどの程度まで悪化するか、②いつ頃に霧が消

散するか、の２点が事前に取得したい情報とされる。 

 一方で、この地域で頻発する霧の気象学的な発生メ

カニズムは不明であり、既往研究も存在しない。霧を

予測するために発生メカニズムの把握は不可欠で、現

地での気象観測によって霧と視程、気象データを取得

することは第一段階といえる。 

 そこで本研究では、以下の課題に重点を置いた。① 

霧の実地観測をおこなう。 

② 気象モデルによって霧の発生メカニズムを明らか

にする。 

③ 霧発生の予測に有用な気象パラメータを探す。 

図１に、本研究で対象となる霧による通行止め発生 IC

の位置を示す。 

 

２．研究方法 

2-1 現地での気象観測 

別府湾沿岸から西へ約 5.5km の地点で、霧の画像、

視程、気象の観測をおこなった。この地点の標高は 585m

であり、鶴見岳の北部山系の山頂付近に位置する（図

１の×印）。霧のカメラ画像、視程、気温、相対湿度、

気圧を、2021年 6月 24日から同年 11月 1日まで観測

した（表１）。観測機器を設置した様子を図２に示す。

１節で述べた高速道路で霧による通行止めが２回、

50km 速度規制が９回、NEXCO 西日本の記録から確認さ

れた。 

 

2-2 メソ客観解析 

霧で高速道路の通行止めが発生した過去の事例から、

気象条件の特徴を統計的に明らかとする目的で、気象

庁が配信する数値予報 GPV を解析した。京都大学生存

圏研究所が WEB 上に公開しているデータベース

（http://database.rish.kyoto-u.ac.jp/）より、メソ数値

予報モデルによる出力値をダウンロードし、このうち

初期値となる解析値（メソ客観解析値）を解析した。 

 
図１ 濃霧による通行止めが頻発する高速道路 ICの地

図と周辺地形図。丸印が ICの位置で、このうち赤

丸は濃霧によって通行止めとなる ICである。×印

は、本研究で実施した気象観測の地点を示す。 

20 km

別府湾

大分県
豊後
水道

伊予灘
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メソ客観解析では、地上 5km間隔、各気圧面 10km間

隔に気象要素が 3 時間毎に出力されており、本研究で

はおもに地上の気象要素を解析に用いた。別府周辺に

おけるメソ客観解析の格子点の位置を、図３に示す。 

2019 年 4 月から 2021 年 9 月までに発生した霧によ

る通行止め事例を、解析対象とした。月別にまとめた

事例件数を表２に示す。全部で 14事例が、NEXCO西日

本の記録から確認されていた。 

 

2-3 数値シミュレーション 

 霧の発生メカニズムを明らかにする目的で、気象モ

デルを用いて霧の数値シミュレーションをおこなった。

アメリカ大気研究センター（NCAR）らが開発した WRF

（Weather Research and Forecasting Model）-ARWを

本研究では用いた（https://www2.mmm.ucar. edu/wrf 

/users/）。バージョンは 3.8.1であり、モデルの水平格

子間隔を 500m にして別府湾周辺の大気状態を計算し

た。このモデルでは様々な物理プロセスに関する設定

がユーザー側で必要となるが、紙面の都合上、割愛す

る。大気の気象要素はもちろん、雲や雨、霧の時空間的

な再現も可能である。 

シミュレーション計算は、2020年 5月 3日から 4日

にかけて発生した霧による速度規制および通行止めの

事例を対象とした。 

 

 

３．結果と考察 

3-1 数値シミュレーション 

 図４に、霧発生時（2020年 5月 3日 18時）の数値シ

ミュレーション結果を示す。実際に高速道路で霧によ

る 50km速度規制が出ていた時間である。高速道路（東

九州自動車道）が南北に通っている別府湾西側の山斜

面（図中の破線赤丸）で、霧の発生が再現されている。

ここでは別府湾からの東風が吹き込む様子がわかり、

これは日本南岸を通過する温帯低気圧の影響によるも

のと考えられる（図省略）。 

 興味深い特徴は、この霧を鉛直方向からみると（右

図）、別府湾から入り込んでくる地上の東風は山の斜面

を滑昇したあと上空で反転した流れ（つまり西風）と

なっており、その結果として別府湾上で鉛直循環を形

成している点である。山の中腹にある別府湾 IC（右図

の黒丸）で視程は 50m 以下となっており、また鉛直循

環内でも霧の広がりによって 50m 未満の濃霧となって

いるのがわかる。 

表１ 現地で観測に用いた機器と測定項目など。 

 

 

設置機器 型番 機器メーカー 測定要素 測定間隔など

自動撮影カメラ 400-CAM067 サンワサプライ（株） 静止画像 10分間隔

視程計 MiniBSV （株）アイ・アール・システム 水平視程
10分間隔で30秒間測定

後方散乱式

温湿度計 RTR-507BL

（株）ティアンドデイ

気温
相対湿度

10分間隔

気圧計 TR-73U 現地気圧 10分間隔

 
 
図２ 設置した観測機器の様子。気圧計は右写真のソー

ラーパネルの裏面に設置してある。 

 

視程計

温湿度計

自動撮影カメラ

 

図３ メソ客観解析の格子点の位置（赤丸）。 

θe_sとθe_mは、相当温位差を計算した格子点。 

地図は google mapより引用。 

θe_sθe_m

表２ メソ客観解析データを解析した霧による通行止め

事例（全 14事例）。 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2019年度 1 1 2 1 1

2020年度 2 1 1 1 1

2021年度 1 1

(月)
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 以上のシミュレーション結果から、高速道路で発生

する霧は、気象学的には滑昇霧という現象と明らかと

なった。別府湾が東風の場となる条件で、空気塊が風

下の山斜面を滑昇することで、霧が連続的に形成され

る。山の斜面を横切るように作成した、地上の相当温

位と水平風の時間変化を図５に示す。相当温位は気象

学でよく用いられる物理量で、値が高いほど暖湿な空

気塊であることを表し、一方で相当温位が変化しない

（相当温位が保存されている）ときは同一の空気塊が

輸送されてきているという目安にもなる。5 月 3 日の

15時頃には、別府湾から東風の流入がみられ、山の斜

面全体が東よりの風に覆われている。このとき相当温

位の値も高く、かつ斜面全体の相当温位の値も等しく

なっていることから、東風によって暖湿気塊が山の斜

面を滑昇している証拠だといえる。これが濃霧を引き

起こす原因である。 

 

3-2 メソ客観解析 

 3-1 節の数値シミュレーションの結果から、別府湾

の西側にある山を空気塊が滑昇する現象が重要だとわ

かった。そこで、気象庁が配信する過去のメソ客観解

析データを使って、山の麓と頂上付近が含まれる格子

点を選び、相当温位の差Δθ e を計算するこ

とで、濃霧との関係性を調べてみた（図３）。 

 ∆𝜃𝑒 = 𝜃𝑒_𝑠 − 𝜃𝑒_𝑚   （１） 

ここで、θe_s は山の麓（平野部）の格子点における相

当温位、θe_m は山の山頂の格子点における相当温位を

それぞれ表している。 

 

 
 

図５ 地上における相当温位（色塗り）と水平風（ベク

トル）の時間変化。縦軸が時間変化、横軸は図４左図

の破線で示した山の斜面を横切る断面位置を示す。 
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図４ 気象モデルで再現された 2020年 5月 3日 18時の（左）地上における霧水量（色塗り）と水平風（ベクトル）の水平分布

と、（右）視程（色塗り）と鉛直風（ベクトル）の鉛直断面図。鉛直断面図の断面位置は左図の破線である。視程は、計算

された霧水量をもとに推定した値である。 
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【事例１】2019年 6月 26日 

霧による速度規制は 6 月 26日 8時 5分から 6 月 27

日 10 時 35 分まで、このうち通行止めが 6 月 26 日 16

時 0分から 6月 27日 9時 5分まで発生した。約 27時

間にわたり、高速道路の運用障害がみられた事例であ

る。九州に梅雨前線がかかり、やや北上していくこと

で暖湿な気流が別府湾へ入り込んだと考えられる（天

気図略）。メソ客観解析を水平面に対して図化した結果

を、図６に示す。高速道路の規制前にはみられなかっ

た高い相当温位と南東の風が、霧による通行止めが発

生した時間帯に顕著となり、暖湿な空気塊が別府湾内

に侵入していると予想される。 

【事例２】2020年 5月 31日 

 霧による速度規制は 5月 30日 23時 35分から６月 1

日 11 時 40 分まで、このうち通行止めが 5 月 31 日 10

時 50分から 5月 31日 16時 55分まで発生した。約 36

時間にも及ぶ高速道路の運用障害がみられた事例で、

事例１よりも長い。日本の南海上を、前線を伴った温

帯低気圧が通過する際に暖湿気流が南から流入してき

たと考えられる（天気図略）。メソ客観解析の結果から

は、通行止め発生時には事例１と同様に、相当温位が

規制前の時間帯よりも高くなり、かつ地上風も南東の

風が現れていた。したがって別府湾へも暖湿な空気塊

が流入しやすい条件だったと考えられる。 

 

 図３で示した山の頂上と麓の格子点のあいだの相当

温位差Δθe の時間変化を、図７に示す。両事例とも、

霧による 50km 速度規制が発生する１日ほど前から東

よりの地上風が出現しており、12時間または 9時間前

からΔθeの値が小さくなり、ゼロへ近づいていく様

子がわかる。速度規制の時間帯には、東風と±1K（℃）

未満のΔθe が持続していることが、両事例に共通して

いる。 

この２事例を含めた、2019 年 4 月から 2021 年 9 月

までに発生した霧による通行止め 14 事例を統計解析

した結果を、図８にまとめる。先述の２事例でみたよ

うに、速度規制発生 9 時間前にはすべての事例で東風

が地上で解析されていた（図略）。3時間前にはΔθe が

 
 

図６ メソ客観解析による地上の相当温位（色塗り）と水

平風（ベクトル）の水平分布図。（左）通行規制前の

2019年 6月 25日 21時、（右）霧による通行止め発生

時の 2019年 6月 26日 18時の結果。 

2019年6月25日21時 2019年6月26日18時

【規 制 前】 【交通規制：通行止め】

相当温位（K） 相当温位（K）

 

 

図７ 霧による高速道路規制が発生した２事例で、メソ客観解析から得られた地上のΔθeと東西方向の風速の時間変化。（左）

2019年 6月 24～29日、（右）2020年 5月 29日～6月 2日。グラフ中に 50km速度規制と通行止めの時間帯を示してある。 
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14事例の差異も小さくなり（図中の箱ひげグラフの箱

の長さが小さくなり）、多くが正の値をもつようになっ

ていた。 

したがって、客観解析データの解析からも、相当温

位がこの地域の滑昇霧発生に重要な物理量であり、（１）

式で定義した相当温位差Δθe が発生の予測指標に使

える可能性が示唆される。 

 

3-3 現地での気象観測 

 2020 年 6 月 26 日から 11 月 11 日までに観測された

視程の時間変化を、図９に示す。観測期間中にも視程

が 1km未満となる「霧」状態が頻繁に観測されていた。

特に視程が 100m未満として定義される「濃霧」は、断

続的に 10事例も確認されている。 

 このうち、高速道路の速度規制が発生した 6月 26～

28日と、一部通行止めも含む規制が発生した 9月 13～

17日の 2事例を詳しく調べた。両事例とも、日本の南

海上に停滞前線が存在することに起因した濃霧である。

このとき現地で観測された視程と相対湿度の時間変化

を、濃霧発生前後の時間帯に限って図 10に示す。グラ

フからもわかるように、相対湿度が 100%に達した瞬間

に視程が急激に低下しており、本研究のような１地点

での観測であっても濃霧発生時の気象と視程の変化を

よく捉えることが明らかとなった。6月 26日（図 10上

段）は湿度 100%に達してから 20 分以内で視程は 293m

まで悪化し、9月 13日（図 10下段）は湿度 100%に達

して 10分以内に視程 127mまで悪化していた。 

 3-1 の数値シミュレーションや 3-2 のメソ客観解析

による結果からは、暖湿空気の目安となる相当温位の

上昇が濃霧発生の指標となることが指摘されていた。

そこで、現地観測の気象データから相当温位を算出し

てみた（図省略）。すると霧の発生時に相当温位の上昇

がみられており、暖湿空気塊の流入が示唆された。 

 

４．得られた研究成果 

 本研究では、気象モデルを用いた数値シミュレーシ

ョン、気象庁メソ客観解析データ、現地での気象と霧

の観測によって、大分県別府湾周辺の高速道路で発生

する霧を調査した。この霧は過去の研究がほとんど存

在しておらず、今研究が最初の詳しい研究成果となっ

た。明らかになった点を以下にまとめる。 

 

（１）この地域で発生する霧は、暖湿空気塊が山を上

昇して発生する滑昇霧であることが、数値シミュレー

 

 

図８ 2019年 4月から 2021年 9月までに発生した霧による通行止め 14事例における、メソ客観解析で得られた地上のΔθeの

結果。速度規制発生 24時間前から 3時間毎に、平均値（×）・中央値（箱中の横線）・25パーセンタイル（箱の下線）・75

パーセンタイル（箱の上線）・最小値（下バー）・最大値（上バー）を示している。 
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ションから初めて示された。 

（２）高速道路の運用に影響するときの霧は、視程 100m

未満の濃霧状態であり、20m まで視程が悪化する日も

あることが現地観測から明らかとなった。 

（３）濃霧の発生 9～12 時間前には、暖湿空気の目安

となる相当温位の値が変化しはじめており、特に山の

麓と山頂のあいだの相当温位差Δθe が小さくなって

いた。これはメソ客観解析データから統計的に見出す

ことができ、Δθe を濃霧予測の指標として用いること

ができる可能性を示すことができた。 

 

 今後も同様の調査を継続してデータを蓄積すること

で、濃霧の予測に向けて実用的な成果を上げていく予

定である。同時に、関係地域の方々からの協力も得な

がら地元のニーズを探り、「使ってもらえる、役に立つ」

成果物を創出していきたい。 
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図 10 高速道路の規制が発生した事例で現地観測され

た視程と相対湿度の時間変化。（上）2021年 6月 26日 15

～19時、（下）2021年 9月 13日 5～9時の結果。 
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図９ 2021年 6月 26日から 11月 1日まで現地（図１の×地点）で観測された視程の時間変化。10分毎の測定値で、9/9と 9/10

のあいだでデータ回収に伴う欠測時間がある。視程 100m未満の濃霧と 1km未満の霧を赤い横線で示してある。 
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（表 題） 

 

ウシの乳汁中上皮細胞解析で明らかにする泌乳量と乳腺分化の関係 

 

（所 属）岡山理科大学 獣医学部 

（氏 名）佐伯 亘平 

 

（概要）                                              

 本研究はウシの乳汁中上皮細胞の解析を通じて、ウシの乳腺分化度と乳汁分泌量の関係性を探ることを目的

とする。本年度は、イヌ乳腺をモデルとして効率的な乳腺上皮消化法を検討し、コラゲナーゼ、ヒアルロニダー

ゼ、ディスパーゼ、トリプシンによって生存率の高い 1 細胞懸濁液を得ることができた。また凍結解凍後も高

い生存率を得ることができ、多量のウシ検体を解析する準備を整えた。また、ウシ乳腺のシングルセル遺伝子

発現データの解析を通じて、各上皮ポピュレーションのマーカー候補分子を探索し、Cd49f、Cd24を用いてフロ

ーサイトメトリーにより上皮を分画する条件を検討した。本年度の成果により、ウシの乳腺上皮細胞を単離・

保存し、1細胞レベルでの解析の実施ができる準備が整った。今後も研究を継続し、泌乳量データとウシ乳腺上

皮細胞のポピュレーションの解析を明らかにしていく。 

 

 

（本文）                    

1. 研究の背景 

牛乳の安定生産は酪農家と消費者の双方にとって非

常に重要な意義を持つ。牛群中の低泌乳牛の存在に

より日本全体では 1500 億円以上の潜在的な収益を

損失していると推計される。近年、ヒト乳汁中の上

皮細胞を解析することで、泌乳中の乳腺組織の分化

度を推測できることが判明し、また個体間でその分

化度に大きな差異があることが報告された(Twigger 

et al. bioRxiv 2020, 11.06.371443)。しかし、乳

牛においては泌乳量と乳腺分化の関係は不明である。

このような背景から申請者らのチームは、「乳牛の泌

乳量の違いは泌乳期の乳腺分化度を反映しており、

乳汁中細胞の分化度解析より泌乳量と乳腺分化の関

係性を明らかにできるのではないか」と考えた。本

研究の目的は、乳牛の乳汁中細胞の分化度と泌乳量

の関連を明らかにすることである。研究期間内に、

乳期を通じた乳汁中細胞のポピュレーション解析

（フローサイトメトリーによる乳汁中筋上皮細胞、

乳汁分泌細胞、ホルモン受容細胞の数と割合の評価）

及びそれらと泌乳量・乳質との関連を検討すること

を目的とした。 

2. 乳腺組織からの上皮組織分離法の開発 

研究の第一段階として、ウシ乳汁中の上皮細胞を生

存率良く 1細胞化するために、イヌ乳腺をモデル組

織として組織分散法の検討を行った。 

材料には異なる目的のために安楽死となった雌ビー

グルの正常乳腺を利用した。プロトコールは過去の

ヒトやマウスでの検討に基づき(Cui J, Guo W. STAR 

Protocols.2021;2(2):100577, 

https://cdn.stemcell.com/media/files/techbulle

tin/TB29179-

Monolayer_Culture_Mouse_Mammary_Epithelial_Cel

ls.pdf)、以下の通りとした：乳腺を摘出し、

5%FBS+DMEM/F-12培地にて氷上で保管する。PBSにて

洗浄し、メスにて細切し、5%FBS+DMEM/F-12+1mg/mL

コラゲナーゼ I+100U/mLヒアルロニダーゼ溶液で再

懸濁し、37℃チャンバー内で 75rpmの振盪を加えな

がら 2-3時間培養する。途中 1時間ごとに軽いピペ

ッティングを行う。大きな組織塊が無くなった後に

RBC lysis buffer により溶血させ、トリプシン・

EDTA を加えて 3 分ほど優しくピペッティングする。

その後ディスパーゼ(5U/mL)+DNaseI(1mg/mL)でさら

に処理し、40µm フィルターを通し、1 細胞懸濁液と
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した。作成した細胞懸濁液はセルバンカー1 を用い

て、推奨プロトコール通り凍結保存した。 

正常犬 5頭から乳腺組織分散を試み、概ね全ての検

体で 80％以上の良好な生存率を得られた(表 1)。 

 

 

表 1 正常犬を用いた乳腺分散法の検討結果 

 

Dog2では生存率が減少したが、組織学的に乳腺が発

達しておらず、組織内の細胞密度が低かったため、

相対的に酵素処理時間が長くなり細胞障害が生じて

しまったのかもしれない。 

また、組織分散処理後も数～数十細胞の集塊が散見

された(図 1)ため、実際の検討の前にはフローサイ

トメトリー等を用いた multiplet除去が必要である

と考えられた。 

 

 
図 1 Dog4 の分散後の乳腺細胞。低倍率(左)及び高

倍率(右)。トリパンブルー染色。細胞生存率は良好

だが、様々な大きさの細胞集塊が散見される。 

 

保存された細胞は解凍後も 70-90%の生存率を維持

しており、のちの解析にも十分利用可能であった。 

 

 

3. ウシ乳腺上皮細胞のマーカー探索 

フローサイトメトリーにてウシ乳腺上皮細胞のポピ

ュレーション解析を行うためには、適切なマーカー

分子を同定する必要がある。文献調査により、ヒト、

マウス、ウシの乳腺上皮細胞のマーカーに関して検

討し、CD49fと CD24の組み合わせによる分類が最も

適切であると考えた。 

続いて、マーカー発現を既存のデータセット上で確

かめるために、ウシの乳汁中細胞のシングルセル遺

伝子発現解析データを公共データベースより入手し

た(Becker D, Weikard R, Hadlich F, Kühn C.Sci 

Data. 2021;8(1):177. doi:10.1038/s41597-021-

00972-1)。In silico で再解析を行い、CD24 及び

CD49f の 発 現 を 確 認 し た と こ ろ 上 皮 細 胞

(“Epithelial cells”)に両マーカーの発現が確認

された(図 2)。 

 

 

図 2 ウシ乳汁中細胞のシングルセル遺伝子発現解

析結果。細胞分類(上)、CD24発現(中)、Cd49f(下)。 
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そのためこれら二つのマーカーは細胞分類に適切で

あると考えられた。 

 

 

4.フローサイトメトリーによるマーカー発現検討

法の確立 

これまでの結果から CD24 抗体(Clone M1/69)及び

CD49f抗体(Clone GoH3)を購入し、凍結保存してあ

るイヌ乳腺細胞を用いてフローサイトメトリーによ

る上皮細胞の分画を検討した。細胞は同時に

LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kitで

染色し、multipletと死細胞の除去を試みた(図 3)。 

 

 

 

図 3 FSC/SSC に基づく multiplet の除去(上)及び

LIVE/DEAD stain kitによる死細胞の除去(下) 

 

その結果、FSC、SSC及び LIVE/DEAD stainingプロ

ファイルに基づき、生存率の高いシングルセルをソ

ーティングすることができた(図 4)。 

 

 

図 4 FACS前後の細胞の乳腺細胞 

 

さらに CD24/CD49f プロファイルにより乳腺細胞か

ら基底細胞と管腔上皮細胞に分けられる可能性が示

された(図 5)。 

 

 

図 5 CD24/CD49f によるイヌ乳腺細胞のプロファイ

リング 

 

5. 結語と今後の展望 

これまでの検討により、ウシの乳腺上皮細胞を単離・

保存し、1 細胞レベルでの解析を実施ができる準備

が整った。しかしながら、COVID-19による世界的な

プラスティック製品の供給不足に、ロシアのウクラ

イナ進行に伴う更なる不安定が重なり、乳汁からの

細胞分離に必須の 500mLサイズの遠心管が発注から

半年ほど経過した現在も納期未定となり、研究の進

展が停止してしまっている。 

本年度に行った予備検討の成果と、購入した試薬・

物品により、当初の計画は今後十分に遂行可能であ

り、遠沈管が届き次第、解析を再開していく予定で

ある。 
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オートリソソーム形成における認知症原因タンパク質プログラニュリンの役割 

 

岡山理科大学 獣医学部 生化学講座 

田中 良法 

 

 プログラニュリン(PGRN)遺伝子の変異によって生じるハプロ不全は、核タンパク質TDP-43の細胞質内蓄積が

特徴的な前頭側頭葉変性症（FTLD-TDP）の原因となる。PGRN は細胞内分解系の１つであるオートファジーの制

御に関与していることから、TDP-43 の分解を制御することで FTLD-TDP の発症を抑制していることが示唆され

ている。しかし、PGRN がオートファジー過程のどこで機能しているかは明らかとなっていない。本研究ではま

ず、PGRN を培養細胞に過剰発現させ、オートファジーにおける PGRN の役割を詳細に調べた。PGRN はオートフ

ァゴソームとリソソームが融合して生じるオートリソソーム形成を制御していることが明らかとなった。次に、

オートリソソーム形成における PGRN の機能を解析するために、CDK4/6 や PIKfyve の阻害剤で誘導される空胞

様のオートリソソーム形成に着目した。PGRNの過剰発現は空胞様のオートリソソーム形成を促進し、PGRNの発

現抑制は空胞様のオートリソソーム形成を抑制したため、PGRN によるオートリソソーム形成には CDK4/6 や

PIKfyveの関与が考えられた。                                         

                             

プログラニュリン(PGRN)は 30年ほど前に同定され

た分泌タンパク質で、炎症、腫瘍形成、インスリン

抵抗性など様々な生理的及び病理的な過程に関与す

る。2006年、PGRNがハプロ不全によって生じるユビ

キチン陽性の細胞質内封入体を特徴とする家族性前

頭側頭葉変性症（FTLD-U）の原因遺伝子であること、

及び FTLD-U の細胞質内封入体を構成するタンパク

質が核タンパク質 TDP-43 であることが同定され、

PGRN 遺伝子変異によって核タンパク質 TDP-43 の細

胞質内蓄積を特徴とする前頭側頭葉変性症（FTLD-

TDP）が生じることが明らかとなった。その後、TDP-

43 の遺伝子変異が筋萎縮性側索硬化症（ALS）の原

因となること、TDP-43が核内で細胞の生存に不可欠

な役割を果たすこと、患者脳における TDP-43 の細

胞質内蓄積が認知機能低下と強い相関を示すことが

明らかとなり、核タンパク質 TDP-43 の細胞質内蓄

積が単なる疾患の終末像ではなく、疾患発症の原因

となることが示された。したがって、神経変性疾患

の原因となる核タンパク質 TDP-43 の細胞質内蓄積

を制御するタンパク質の１つとして、PGRNの機能が

注目されている。 

申請者は、PGRN 遺伝子欠損マウスや培養細胞を用

いた解析から、PGRNがリソソームの酸性化などを介

して、リソソームの量や機能を制御していることを

明らかにした（Tanaka et al., 2013a, 2013b, 2014, 

2017）。リソソームは種々の加水分解酵素を含む細胞

内小器官で、（マクロ）オートファジーやエンドサイ

トーシスによって輸送される細胞内外の成分を分解

する。したがって、PGRNはリソソームを仲介する細

胞内分解系であるオートファジーの制御を介して

TDP-43 の蓄積を抑制しているのではないかと仮説

を立てた。オートファジーは不要な細胞質成分を取

り囲んだオートファゴソームと呼ばれる小胞がリソ

ソームと融合することでオートリソソームを形成し、

細胞質成分を分解する（下図）。 

本研究では、PGRN 過剰発現がオートファジーに与

える影響を調べることを最初の目的とした。第一に、

PGRN 過剰発現がオートファゴソーム形成に与える

影響を調べた。オートファゴソームはファゴフォア

と呼ばれる扁平な小胞が伸長・湾曲しながら細胞質

の一部を取り囲む過程を経て形成される。ファゴフ

ォアマーカーであるATG16L1及びWIPI2陽性の輝点

リ ソソーム

オート ファゴソーム

LC3‐II

LC3‐II

オート リ ソソーム

LC3‐II

LC3‐II

ファゴフォア

（マクロ）オートファジーの過程
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を指標に、PGRN過剰発現がファゴフォア形成に与え

る影響をHeLa細胞とSH-SY5Y細胞で調べたところ、

PGRNの過剰発現はATG16L1及びWIPI2陽性の輝点の

形成に影響を与えなかった。次にイムノブロットを

用いてオートファゴソームマーカーであるLC3IIを

指標に PGRN 過剰発現がオートファゴソーム形成に

与える影響を HeLa 細胞で調べた。オートファゴソ

ームはリソソームと融合しオートリソソームとなる

ため、オートファゴソームの産生量を調べるために、

オートファゴソームとリソソームの融合を阻害する

薬剤であるbafilomycin A1(Baf)を培地に添加した。

Baf添加条件下では、PGRNの過剰発現によってLC3II

発現量に変化は認められなかった。したがって、フ

ァゴフォア形成の結果と同様に、PGRNの過剰発現は

オートファゴソームの産生には影響しないことが明

らかとなった。一方で、Baf を添加しない条件下で

は、PGRNの過剰発現によってLC3II発現量が増加し

た。したがって、PGRNの過剰発現によって、オート

ファゴソームとリソソームの融合が阻害され、オー

トファゴソームの数が増加する可能性が考えられた。

この可能性を検証するために、オートファジーの流

れ（オートファゴソームが生じてから、リソソーム

と融合するまで）を評価するプローブGFP-LC3-RFP-

LC3deltaG（Kaizuka et al., 2016）を用いた。この

プローブが細胞内で発現すると、ATG4による切断を

受け、GFP-LC3 と RFP-LC3deltaG が 1:1 の比で発現

する。GFP-LC3 はオートファゴソームに、RFP-

LC3deltaGは細胞質に局在するため、GFP-LC3とRFP-

LC3deltaG の発現比を比較することでオートファジ

ーの流れを評価することが可能となる。HeLa細胞で

は、PGRNの過剰発現によって、GFP-LC3/RFP-LC3ΔG

の発現比が増加した。したがって、PGRN過剰発現に

よって、オートファジーの流れが抑制されることが

考えられた。そこで、PGRNの過剰発現がオートリソ

ソームの形成に与える影響を調べるために、オート

リソソームまーあ k―である DALGreen を用いた。

DALGreen はオートファゴソームに取り込まれた後、

リソソームと融合してオートリソソームとなること

で生じる pH の低下によって発光するプローブであ

る。HeLa細胞、及びSH-SY5Y細胞では、PGRNの過剰

発現によって、DALGreenの発光は抑制された。した

がって、PGRNの過剰発現はオートリソソーム形成を

抑制することが示唆された。以上の結果から、PGRN

の過剰発現によって、オートリソソーム形成が抑制

される結果、オートファゴソームの数が増加するこ

とが示唆された。 

次に、PGRN の過剰発現がリソソーム数に与える影

響を調べた。リソソームマーカーであるLAMP1にGFP

が融合したハイブリッドタンパク質を安定発現する

HeLa 細胞を作製し、PGRN の過剰発現がリソソーム

数に与える影響を調べた。PGRNを過剰発現させると、

LAMP1-GFP のシグナルが増加した。さらに、リソソ

ーム染色試薬であるLysotrackerを用いて、PGRNの

過剰発現がリソソーム蓄積に与える影響を HeLa 細

胞とSH-SY5Y細胞で調べた。PGRNを過剰発現させる

と、いずれの細胞でもLysotrackerのシグナルが増

加した。以上の結果から、PGRNの過剰発現によって

リソソーム数が増加することが示された。リソソー

ム数の増加がリソソーム産生の増加によるものかを

調べるために、リソソーム遺伝子発現のマスターレ

ギュレーターである転写因子 TFEB に GFP が融合し

たハイブリッドタンパク質 TFEB-GFP を安定発現す

るSH-SY5Y細胞を用意した。TFEBは通常細胞質に局

在するが、リソソームタンパク質の産生が増加する

条件では核に移行する。TFEB-GFPは通常の培養条件

下では、細胞質に局在した。一方、リソソームの酸

性化を阻害する作用のあるBafを添加すると、TFEB-

GFP は核に移行した。次に PGRN 過剰発現が、TFEB-

GFPの局在に与える影響を調べたところ、PGRNの過

剰発現は TFEB-GFP の局在に影響しなかった。さら

に、TFEBの核移行を制御するmTORC1の活性をmTORC1

下流標的である p70 のリン酸化を指標に調べた。

TFEB-GFPの局在と同様に、PGRNの過剰発現はp70の

リン酸化に影響しなかった。以上の結果から、PGRN

の過剰発現はリソソーム産生を増加しないことが示

唆された。したがって、PGRN過剰発現によるリソソ

ーム数の増加は、オートリソソーム形成が抑制され

る結果、リソソームの消費が減少するからであると

考えられた。 

神経変性疾患の原因タンパク質である変異ハンチ
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ンチンや TDP-43 の蓄積はオートファジーによって

制御されていることが知られている。PGRNの過剰発

現が、変異ハンチンチン（74個のポリグルタミンリ

ピート）の凝集に与える影響をATG16L1陽性のHeLa

細胞と陰性のオートファジー欠損 HeLa 細胞で免疫

細胞化学的手法を用いて調べた。ATG16L1 陽性の

HeLa細胞では、PGRNの過剰発現によって、変異ハン

チンチンの凝集が増加した。一方で、ATG16L1 陰性

のオートファジー欠損 HeLa 細胞では、変異ハンチ

ンチンの凝集が ATG16L1 陽性の HeLa 細胞と比較し

て大きく増加したが、PGRN過剰発現による影響は認

められなかった。次に、PGRNの過剰発現が、神経変

性疾患で蓄積する TDP-43 凝集体のコア領域を含む

C末端側のTDP-43にGFPが融合したハイブリッドタ

ンパク質162C（aa: 162-414）の蓄積に与える影響

をイムノブロットで調べた。ATG16L1陽性のHeLa細

胞では、PGRNの過剰発現によって、162Cの蓄積が増

加した。一方で、ATG16L1 陰性のオートファジー欠

損HeLa細胞では、162Cの蓄積がATG16L1陽性のHeLa

細胞と比較して大きく増加したが、PGRN過剰発現に

よる影響は認められなかった。さらに、SH-SY5Y 細

胞においてPGRN過剰発現が162Cの凝集に与える影

響を調べた。PGRNの過剰発現によって、162Cの凝集

は1.5倍程度増加した。一連の結果から、PGRNを過

剰発現すると、オートリソソーム形成が抑制され、

神経変性疾患で蓄積する病的なタンパク質の蓄積が

増加することが示唆された。本研究成果は、国際誌

Biochemical Biophysical Research Communication

に掲載された。 

PGRN のオートリソソーム形成における役割を調べ

るために、CDK4/6を阻害するAbemaciclib（Abe）、

PIKfyve阻害するVacuolin-1（Vac）がオートリソソ

ーム様の空胞を形成することに着目した。まず、Abe

と Vacによって生じる空胞がどの膜成分に由来する

かを調べるために、初期エンドソームマーカーRab5、

後期エンドソームマーカー（オートリソソームにも

局在）Rab7、リソソームマーカーLAMP1 を安定発現

する Neuro-2a 細胞をそれぞれ作製した。Abe 及び

Vac によって形成された空胞におけるそれぞれのマ

ーカーの局在を調べたところ、Rab５は空胞に局在し

なかったが、Rab7と LAMP1は空胞に局在した。さら

に、mRFP-GFP-LC3プローブを用いて、空胞がオート

リソソームであるかを検証した。mRFP-GFP-LC3がオ

ートファゴソームに局在する場合は、赤（RFP）と緑

（GFP）の蛍光を発するが、リソソームと融合してオ

ートリソソームとなると、pH低下によってGFPが消

光するために、赤(RFP)の蛍光のみを発する。この性

質を利用して、mRFP-GFP-LC3 を安定発現する HeLa

細胞にAbeと Vacを添加し、形成される空胞がオー

トリソソームであるかを調べた。空胞中には、RFP陽

性のシグナルは確認できたが、GFP 陽性のシグナル

はほとんど確認できなかった。したがって、Abe と

Vac によって誘導される空胞はオートリソソームの

膜成分をもつことが示された。次にAbeと Vacによ

って誘導される空胞がオートリソソーム様の性質を

持つかどうか調べた。オートリソソームは栄養飢餓

条件下では速やかに消失することが知られている。

HeLa細胞においてAbeとVacによって空胞形成を誘

導した後、HBSS で 18 時間培養したところ、ほとん

どの空胞が消失した。したがって、Abe と Vac によ

って誘導される空胞はオートリソソーム様の性質を

持つことが示唆された。次にAbeと Vacによって形

成される空胞がオートファジーに依存しているかど

うかを調べた。ATG16L1 陽性の HeLa 細胞では、Abe

と Vac によって空胞形成が誘導されたが、ATG16L1

陰性のオートファジー欠損 HeLa 細胞では、同濃度

のAbeと Vacを添加しても空胞形成が誘導できなか

った。さらに、ATG16L1 陰性の HeLa 細胞に FLAG タ

グ付きの ATG16L1 を発現させた後、Vac を添加する

と、空胞形成が部分的に回復した。したがって、Abe

とVacによる空胞形成はATG16L1（オートファジー）

依存的であることが示された。次に、オートファゴ

ソームとリソソームの融合を促進あるいは抑制する

因子がAbeと Vacによる空胞形成に与える影響を調

べた。オートファゴソームとリソソームの融合を促

進するラパマイシン及びBeclin1の過剰発現は、い

ずれもAbeと Vacによる空胞形成を促進した。一方

で、オートファゴソームとリソソームの融合を抑制

するBafは、AbeとVacによる空胞形成を抑制した。

したがって、Abe と Vac による空胞形成はオートリ
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ソソーム形成を評価する指標となると考えられた。

そこで、PGRNの過剰発現や発現抑制がAbeとVacに

よる空胞形成に与える影響を調べた。PGRNの過剰発

現は、Abe と Vac による空胞形成を促進した。一方

で、PGRNの発現抑制は、AbeとVacによる空胞形成

を抑制した。したがって、PGRNによるオートリソソ

ーム形成は、CDK4/6や PIKfyveの機能と関係してい

るものと推察された。本研究成果は、国際誌に論文

投稿中である。今後は、本研究で得られた成果をさ

らに発展させ、PGRNによるオートリソソーム形成機

構の解明、及びその機構に基づいた認知症の予防法・

治療法の開発を進めていく。 
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自然由来メゾスコーピック構造体を用いた神経変性疾患関連因子の分解技術の開発 

 

岡山理科大学獣医学部獣医学科食品衛生講座 

作道 章一 

 

（概要）私たちは、植物やサンゴ由来の炭酸水素カルシウムを含むミネラル水に高電圧を持続的に印加して作

製した CAC-717 と名付けたメゾスコーピック構造体を含有する消毒薬が細菌やウイルスなどの病原体に対して

強力な殺菌効果を持つことを明らかにしてきた。これらの結果を発展させ、神経変性疾患で蓄積する蛋白質へ

の作用について検討することとした。本研究では、アルツハイマー病の原因蛋白質であるアミロイドβに対す

るCAC-717 の効果を調べた。アミロイドβは37℃でインキュベートすることで凝集体を形成したが、インキュ

ベート時に CAC-717 を添加すると、凝集体の形成量が有意に減少した。さらに、蒸留水で希釈した CAC-717 を

インキュベート時に添加すると、CAC-717の濃度依存的にアミロイドβ凝集体の形成量が減少していた。これら

のことから、CAC-717はアミロイドβの凝集体形成を濃度依存的に阻害することが示唆された。 

                                                  

1.背景                    

プリオン病やアルツハイマー病をはじめとする神

経変性疾患では、異常な蛋白質の凝集体が神経細胞

に蓄積することによって神経細胞死が引き起こされ

る[1]。プリオン病ではプリオン病原体が増殖するこ

とが知られているが、近年は、他の神経変性疾患の

原因蛋白質もプリオン様の挙動を示すことからプリ

オンの一種であると考えられるようになった[2,3]。

例えば、アルツハイマー病のアミロイドβはアミロ

イドβプリオンと呼ばれている。また、これらのプ

リオンは伝播し、二次感染を引き起こすことが示さ

れつつある。  

植物の成長点やサンゴの骨格には天然の炭酸水素

カルシウムからなるメゾスコーピック構造体（50～

500nm 程度の微粒子構造）が豊富に含まれている。

菊、バラ、タケノコの皮などの植物やサンゴを粉砕

混和して得られた炭酸水素カルシウムをゆっくりバ

ラバラにして分離したのち、超音波振動（50 kHz、

振幅1.5 / 1000mm）をかけながら直流高電圧（8300 

V、100 mA）を印加した後に6〜14 µmの波長の遠赤

外線を照射するとメゾスコーピック構造体（図１）

が再形成されることを私たちは発見し、このメゾス

コーピック構造体結晶を水の中に入れて作製した懸

濁液（CAC-717）が細菌やウイルスなどの病原体に対

して殺菌効果を持つことを報告してきた[4-9]。さら

に、最強の病原体とされるプリオンに対してもCAC-

717は不活化効果を持つことを報告してきた[3]。 

そこで、それらの結果を発展させ、本研究では

CAC-717 を神経変性疾患関連因子の制御に用いるた

めの基礎研究を行うことを目的に、CAC-717 による

アミロイドβへの作用を調べた。 

 

 

図 1. 電子顕微鏡で観察されたCAC-717のメゾスコ

ーピック構造体  

CAC-717 を四酸化オスミウム処理後に走査型電子顕

微鏡で観察を行った（JSM-7500F, JEOL). スケール

バー:100 nm. Sakudo et al.,2020 [5]より引用。 
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2.材料と方法 

 

2.1試薬とアミロイドβの凝集体形成 

Amyloid β-Protein (Human, 1-42)（ペプチド研

究所）を10μMに調整し、アミロイドβサンプルと

して用いた。そこに、蒸留水（大塚製薬）や原液も

しくは希釈した CAC-717 を等量添加し、37℃で 24h

インキュベートすることで、アミロイドβの凝集体

を形成させた。なお、インキュベート後に HEPES 

bufferを加えることで、CAC-717の反応をストップ

させた。 

 

2.2凝集体の蛍光検出 

ブラックプレート（Thermo Fisher Scientific-

Nunclon 96 Flat Black）のwell中に入れたアミロ

イドβサンプルに終濃度 200μM となるように蛍光

色素チオフラビンTを添加後に、蛍光プレートリー

ダーSpark Control(テカンジャパン)を用いて蛍光

測定を行った(Excitation：450nm; Emission：570nm)。 

 

2.3統計解析 

GraphPad Prism 7.02(GraphPad Software)を用いて

統計解析を行った。P<0.05を有意差ありと判定した。 

 

 

3.結果と考察 

アミロイドβ1-42 を 37℃でインキュベートする

ことで凝集体が形成されることが知られているが、

その凝集体をアミロイド反応蛍光試薬チオフラビン

Tで検出することができる。そこで、CAC-717による

アミロイドβ1-42 に対する阻害効果を見るために、

アミロイドβ1-42と蒸留水もしくはCAC-717の共存

下で凝集体を形成させ、その後にチオフラビンTで

検出をおこなった。その結果、蒸留水共存下でアミ

ロイドβ1-42 を凝集体形成させたものに比較して、

CAC-717 を共存させたものは有意に蛍光強度の低下

が観察された（図2）。 

 

 

図 2. CAC-717によるアミロイドβ1-42の凝集阻害

効果  

アミロイドβ1-42 は 37℃インキュベートすること

で凝集体を形成する。その凝集体はチオフラビン T

に反応し、蛍光強度を上昇させる。この凝集体形成

時にCAC-717と共存させることで阻害が起こるかに

ついて調べた。Abeta1-42 + water: アミロイドβ

1-42 を蒸留水共存下でインキュベート；Abeta1-42 

+ water: アミロイドβ1-42をCAC-717（原液）共存

下でインキュベート。*p<0.05; Mann–Whitney test. 

 

 

さらに、この阻害効果がCAC-717の濃度依存的に

みられるのかについて調べるために、CAC-717 を蒸

留水で希釈したものをアミロイドβ1-42 と共存さ

せ、その効果をチオフラビンTの蛍光強度を指標に

比較を行った。その結果、原液(1 CAC-717)や 2倍希

釈液(1/2 CAC-717)は蒸留水を共存させたアミロイ

ドβ1-42 と比較して有意な蛍光強度の低下が見ら

れたが、4倍希釈液(1/4 CAC-717)や 8倍希釈液(1/8 

CAC-717)では有意な違いが見られなかった（図 3）。

これらのことから、CAC-717 によるアミロイドβ1-

42の凝集体形成阻害効果は、濃度依存的に起こるこ

とが示唆された。 
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図 3. 様々な濃度のCAC-717によるAβの凝集阻害  

アミロイドβ1-42 をインキュベートし凝集体を形

成させる際に様々な濃度のCAC-717と共存させるこ

とで、その阻害効果をチオフラビンTを用いた蛍光

検出により調べた。1 CAC-717: CAC-717原液; 1/2 

CAC-717: 2倍希釈のCAC-717; 1/4 CAC-717: 4倍希

釈のCAC-717; 1/8 CAC-717: 8倍希釈のCAC-717。

**p<0.01; One-way ANOVA followed with 

Bonferroni's multiple comparisons test. 

NS: not significant difference. 

 

 

「ポストコロナ」時代は社会秩序の大きな変化（ニ

ューノーマル）が迫られることで、持続可能な社会

づくりのための SDGs（Sustainable Development 

Goals：持続可能な開発目標） の実現が急速に加速

するものと期待される。私たちは生物機能をSDGsに

活用する研究を長年行っており、植物の成長点やサ

ンゴの骨格に見られるメゾスコーピック構造体に着

目して様々な研究をおこなっている。本研究では、

メゾスコーピック構造体CAC-717に関する研究を行

った。 

人々の環境意識の着実な高まりもあいまって、こ

れからのウィズコロナ時代は環境負荷が少なく持続

可能なかたちでの消毒薬の開発が求められるものと

考えられる。CAC-717 は、ウイルスや細菌およびプ

リオンに対する消毒薬として使用できるため、特に

医療分野や衛生分野への社会貢献できるものと考え

られる。さらに今回、アミロイドβの凝集体形成阻

害効果もみられたことから、アルツハイマー病など

の神経変性疾患の治療薬としての利用も期待される。

今後、消毒薬や治療薬としての有効性の検討を進め

ていくとともに、作用メカニズムの解明などを通じ

てメゾスコーピック構造体の学理探求への寄与も期

待できる。 

 

 

4.まとめ 

近年、社会の環境意識の着実な高まりもあいまっ

て、自然界の物質を利用し、かつ環境負荷が少ない

持続可能な社会を目指すための研究開発が求められ

ている。本研究では、そのような SDGs 時代を見据

え、メゾスコーピック構造体CAC-717の研究に取り

組んだ。その結果、CAC-717 懸濁液はアミロイドβ

1-42 の凝集体形成を濃度依存的に阻害することが

明らかとなり、消毒薬や治療薬などの産業利用への

発展が期待される。 
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モンゴル国南ゴビ県南東部シャルツァフにおける小型獣脚類の集団行動解析 

 

岡山理科大学 古生物学・年代学研究センター 

 

石垣 忍 

 

モンゴル国ゴビ砂漠に分布する上部白亜系から産出する恐竜足跡化石は，これまでに二万個以上が発見され

て来た．足跡化石が特に多数産出するのは南ゴビ県東部のシャルツァフ（43°34′N，107°46′E 地点周辺） 

である．同産地から産出する足跡化石のほとんどは獣脚類恐竜の印跡によるもので，さらにそのほとんどは足

印長 30㎝以下の足跡化石である．このような産出状況から同地は中―小型獣脚類の古生態研究に非常に適した

産地であるといえる（Ishigaki et.al 2009）．先行研究でこれら足印長 30㎝以下の小型獣脚類足跡化石は，し

ばしば第三指の方向，すなわち印跡動物の進行方向がそろうことが見られ，集団行動の証拠を示すと考えられ

てきた（Ishigaki et al. 2004）．本研究では，シャルツァフの足跡化石を含む地層面が広く露出している中央

露出地南部の南端において，2001 年の林原自然科学博物館―モンゴル科学アカデミー古生物学センター共同古

生物学調査隊（以下 HMNS-MPC-JPEとよぶ）の発掘調査の際に撮影された銀塩フィルム画像をもとに，足跡化石

印跡面の集成画像を作成し，印跡動物の集団行動解析を行うことを試みた．その結果，Avimimus とみられる印

跡動物の 2つの群れの集団行動が復元できた．                                        

                                                  

1. はじめに 

 モンゴル国ゴビ砂漠は，1992年から始まるアメリ

カ自然史博物館の中央アジア調査隊によって本格的

な古生物学的調査が行われ，それ以来，ソ連隊，ポ

ーランド―モンゴル共同調査隊，ソ連―モンゴル共

同調査隊などの精力的な調査によって 1990 年頃ま

でに多数の恐竜骨化石が発見されてきた．その一方

で恐竜足跡化石の正確な情報は得られていなかった．

1995 年に HMNS-MPC-JPE が南ゴビ県南東部シャルツ

ァフの上部白亜系河川性堆積層において，大量の足

跡化石を発見し，1996年に同隊による大規模な発掘

が，さらに 2001 年に同隊による追加の小規模発掘

が行われた．その結果，発見された足跡化石は 1万

8千個を超えた（Ishigaki et al. 2009）． 

これらの足跡化石群は，主に 2001 年に銀塩カメ

ラによるフィルム撮影や，１m 四方の木枠に水糸を

張って 10 ㎝グリッドを作り，それを通して行うハ

ンドスケッチによって記録された．記録された地域

は広大な産地のごく一部であるが，その記録解析か

ら以下のことが判明した（Ishigaki et al. 2004）． 

1）足印長 35㎝以上の足印からなる行跡には，平

行する行跡群など，集団行動を示唆するものは全く

見られないこと． 

2）足印長 35 ㎝未満 18 ㎝以上の足印からなる行

跡では，小さい足印からなる行跡ほど，平行する行

跡の割合が多くなること．これら平行行跡群を集団

行動の結果と仮定した場合，その集団を構成する個

体の数は 2 個体から 21 個体で，集団構成個体数に

顕著な特徴は無いこと． 

3）足印長 18㎝未満の足印群では，単位面積あた

りに印跡される足印の数が多くなり，その足印群の

第三指が示す進行方向は，統計の結果，一方向に集

積する傾向があること．これを仮に印跡動物の集団

行動の結果と仮定した場合，集団を構成する個体の

数は 10頭前後から多い場合は 100頭にも及ぶこと． 

現在（2022年），2001年調査から 21年が過ぎ，そ

の間に，水平な露頭における 3D デジタル記録技術

は格段に進歩した．2001年の段階では全体の広大な

露頭の一部しか調査できなかったが，現在の技術を

使えば広範な範囲の調査が可能となり，より精密な

獣脚類の集団行動を解明できることが予想される． 

本研究では 2001 年までの銀塩フィルムデータの

中から，未処理であった中央露出地南部の南端地域

について，当時に比して，より簡易にできるように

なったデジタル画像技術を用いて小型獣脚類の集団

行動の解析を試みた． 

- 161 -



2．対象と方法 

シャルツァフの足跡化石集積地域は東西約 1ｋｍ，

南北約 500ｍにわたる広大な露頭露出地である．そ

の中で特に足跡化石の印跡が著しい中央露出地の南

部には足印長 10-12㎝程度の涙滴型の小型獣脚類足

印の多数の印跡が見られる．また中央露出地南部の

露頭面の，南西方にも同様の集積が見られる． 

2001年の発掘調査の際に，現場で手持ちカメラに

よる，1ｍグリッドごとに撮影された銀塩フィルム

が残されている．これらは砂漠の過酷な環境下で，

しかも地層面に足跡の印影が現れる，日の出直後ま

たは日没直前の太陽光下で撮影されたものである．

手持ち撮影であるがゆえにフィルム面と地層面と

が平行でない状態の写真がほとんどである． 

今回はこれらのカラーネガフィルム資料を獣脚

類の行動解析に供するために，スキャナーで読み込

んでデジタル化し，Photoshop®を使用して露頭面の

画像集成を行った．地層面には 1ｍグリッドで釘を

打ってあり，1ｍごとの指標として用いた．この指標

に合わせる作業は自動化できず，手作業で行った．

そのうえで小型足印群の移動方向解析を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：シャルツァフ足跡化石集積地域東部の地形図．

スケールバーは 50ｍ．黒枠で囲んだ部分が中央露出

地南部で，この長方形の南端が「南端露頭」である． 

（原図は Watabe et al. 2010 による） 

今回調査を行ったシャルツァフの足跡化石中央露

出地南部は幅15m長さ63ｍにわたって地層面の露出

がある．足跡の印跡のある面は白色細粒砂岩からな

る．地層面は浸食により虫食い状に分布する．この

露出地最南端に位置する「南端露頭」は，北西-南東

方向に，幅 4m，長さ 15mにわたって細長い分布を示

す露頭である（図 2）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：中央露出地南部の露頭面分布図．スケールバ

ーは 10ｍ．楕円形枠が今回分析を行った南端露頭． 
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この露頭の画像集成を行い，地層面上に分布する，

足印長 10-12ｃｍの小型獣脚類の足印化石に着目し，

その第三指が突出する方向について記録をとり，

Georose®によってローズダイアグラムにプロットし

て移動方向の傾向を解析した． 

また，調査の際に得られた凸型足印標本（足跡の

窪みに堆積した粗粒砂が膠結し，硬い砂岩の「足型」

となったもの）を観察したうえでデジタル写真を多

方向から撮影し，Metashape®に取り込んで 3Dモデル

を作成した．またそのデータを Cloudcompare®によ

って三次元表示を行った． 

 

3．結果と考察 

3-1 足印の特徴と印跡動物の推定 

シャルツァフの足跡化石集積地域の中央露出地南

部に見られる涙滴型の小型獣脚類足印化石は，印跡

される支持基体（地層面）の状態によって形態が大

きく変わる．最も基本的な形は図 3Ａ（写真），3Ｂ

（スケッチ）に示すような，特に第三指が突出した

特徴を持つ三指性の足印である．本足印の形状は図

4 の右から左への変化が示すように，支持基体との

関係によって三指性から類滴型へと変化する．足印

の深さは 0.5cmから 6㎝まで多様に変化する． 

図 3：第三指が突出した三指性小型獣脚類足印（ス

ケールバーは 10 ㎝）．Ａ（写真），Ｂ（スケッチ）． 

 

図 4：右から左へと三指性から涙滴型へと形状が変

化する例．（スケールバーは 10㎝）． 

シャルツァフ西部からは Avimimus の化石が発見

されている．その全身骨格を図 5に，その足部の骨

格を図 6に，シャルツァフの中央露出地南部で採集

された凸型足印を図 7にその三次元処理画像を図 8

に示す．図 3,7，8に見られる足印の形態的特徴と，

図 5，6，に見られる Avimimus骨格の特徴は，第三

指の突出，足部の着地部分の前後長が約 10 ㎝，前

後方向に伸長し，幅の狭い着地部分という点で一致 

図 5（上）：シャルツァフで

発見された Avimimus 骨格

の非交連全身骨格（モンゴ

ル古生物学研究所蔵）． 

 

図6（左）：足部の拡大写真． 

 

 

 

 

図 7（左）：シャルツァフ産の小型獣脚類凸型足印化 

石（スケールバーは 10㎝） 

図 8（右）：図 7の凸型足印 Eの深度表示画像 

A B 
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する．このためこれらの小型獣脚類足印の印跡動物

は Avimimus である可能性が高い． 

3-2 足印群の画像集成と移動方向の解析結果 

シャルツァフの足跡化石集積地域の中央露出地南

部の南端露頭の画像集成結果を図 10 に示す．この

画像に現れた涙滴型の小型獣脚類足印の第三指の指

し示す方向（≒移動方向）を測定しローズダイアグ

ラムにした．その結果，移動方向に二つの集中が見

られることとその集中方向が，露頭の南東端と，北 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9：中央露出地南部の南端露頭の集成画像．黄色 

点は 1ｍメッシュ．図において上が北である。  

西端で異なることが判明した． 

この結果からは，小型獣脚類の集団は少なくとも

二つの集団が推定され，そのうちの一つの集団は，

露頭の南東端から中央部分に向けて，北北東から北

北西へと進路を変えながら北進し，その一方で，南

へ向かった集団はやや南東から南南西へと方向を変

えた可能性が考えられるが露頭が狭く，確たること

は言えない．集団を構成する個体数等は移動速度を

示す証拠がないため推定できない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右上のローズダイアグラムは，露頭北西部の，同じ

く左下は露頭南東部の集積結果を示す． 
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4. 結論 

現生鳥類の集団行動は頻繁に観察される現象であ

り，そこには多様な社会的行動が見られる．それら

は，①自己組織化としての行動，②①とは別に祖先

である非鳥類型恐竜の段階で過去に獲得し受け継が

れた行動，③①及び②とは別に鳥類の系統で独自に

獲得した行動，があるはずである．鳥類を含む恐竜

を，生物として総合的に理解するには，「恐竜から鳥

類へ進化する過程の，どの段階でどんな行動を獲得

してきたのか？」という問いに答えることが望まれ

る． 

シャルツァフに分布する地層は上部白亜系である

が、地層の年代は 7000万年前という説と 9000万年

前という説がある．したがって，そこに見られる涙

滴型で小型の足跡をつけたと考えられるアヴィミム

スは，非鳥類型恐竜から鳥類の系統が分かれてから

6～8千万年が経過した段階の獣脚類である．その行

動と現在の鳥類の行動を比較することはこの問いに

答える手掛かりとなる． 

シャルツァフでは広大な露頭が分布しており，ド

ローンや 3D レーザースキャナーのような新技術を

もって足跡化石のデジタルデータを取得したうえで，

本研究のような作業を行えば，上記の基本的な問い

に答えるためのデータを充実させることができるで

あろう． 

コロナ禍により滞っていた現地調査が 2022 年度

より遂行可能になり，今後はデータの取得が進むこ

とが期待される．また，モンゴルだけでなくモロッ

コのジュラ系における同様の調査も異なる時代のデ

ータが得られると期待される． 
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ビスシリル置換ピリジンの白金錯体触媒反応 

 

倉敷芸術科学大学 生命科学部 

仲 章伸 

 

（概要）これまで、遷移金属錯体触媒存在下、ヒドロシランを利用することにより、様々な含ケイ素化合物が

合成されてきている。その中で、白金錯体触媒存在下、脱水素ビスシリル化反応を利用したケイ素化合物の

合成が報告されている。本研究では、ジシリル置換ピリジン誘導体の合成法を確立し、アルキン存在下、それ

らの白金錯体触媒反応を行った。その結果、高収率で六員環化合物であるピリジノジシラシクロヘキセン誘

導体を得ることに成功した。生成した化合物の光学的性質を明らかにし、発光材料やセンサー、導電材料な

ど、新規機能性材料開発につなげていきたいと考えている。 

 

 

はじめに 

これまで、遷移金属錯体存在下、ヒドロシランを

利用することにより、様々な含ケイ素化合物が合成

され、その機能について報告されてきている[1]。そ

の中で、白金錯体触媒存在下、脱水素ビスシリル化

反応も報告されている。例えば、1,2-ビス(ヒドロシ

リル)ベンゼンを白金錯体触媒存在下、アルキン、ア

ルケン、ジエン、ニトリルと反応させることにより、

様々な含ケイ素化合物が得られることが見出されて

きている[2-8]。当研究室でも、2,3-ビス(ジエチル

シリル)チオフェン、2,3-ビス(ジイソプロピルシリ

ル)チオフェン、3,4-ビス(ジメチルシリル)チオフェ

ン、2,3,4,5-テトラキス(ジメチルシリル)チオフェ

ン、2,3-ビス(ジエチルシリル)フランの白金錯体触

媒存在下、アルキン、アルケンとの反応を行い、様々

な含ケイ素化合物が合成できることを報告してきた

[9-12]。また最近、ピリジンを含有した化合物が、

それらの光学的、物理的特異性により注目を集めて

きている[13]。例えば、ピリジンを含むドナー-アク

セプター型π-共役色素を使用した色素増感太陽電

池が評価されている。電子求引性であるピリジンが

アンカーユニットとなり、電極である酸化チタンの

ルイス酸サイトに接着することが報告されている

[14]。本研究では、機能性材料を指向し、含ケイ素

ピリジン誘導体の合成ルートを確立することを目的

とした。今回、2,3-ビス(ジメチルシリル)ピリジン

の白金錯体触媒存在下、モノ置換アセチレン、ジ置

換アセチレンの反応を行ったので、報告する。 

 

 

 

結果と考察 

 まず、原料である2,3-ビス(ジメチルシリル)ピリ

ジン(1)の合成を行った。2,3-ジブロモピリジンと

イソプロピルマグネシウムクロライドを室温で反応

させ、その後クロロジメチルシランを滴下し、2-ブ

ロモ-3-ジメチルシリルピリジンを71%で得た。合成

した2-ブロモ-3-ジメチルシリルピリジンを n-ブチ

ルリチウムと反応させリチオ化し、トルエン中、ク

ロロジメチルシランと反応させ、2,3-ビス(ジメチル

シリル)ピリジン(1)を 66％で得ることに成功した。 

(Scheme 1) 

 白金錯体に対する化合物1の化学的挙動を見るた

めに、化合物 1 を触媒量のテトラキス(トリフェニ

ルホスフィン)白金(0)を室温で反応させた。GLC に

よる反応追跡により、原料 1 が徐々に消失し、1 時
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間後には多くの揮発性生成物に変換されることが分

かった。 

 

Scheme 1 

 

 

 そこで、化合物1とジフェニルアセチレンとの反

応を行った。触媒量のテトラキス(トリフェニルホス

フィン)白金(0)存在下、化合物1とジフェニルアセ

チレンを室温で反応させたところ、化合物 2 が 94%

の収率で得られた。化合物2の構造は、質量分析お

よびNMR測定によって決定した。(Scheme 2) 

 

Scheme 2 

 

 

次に、同条件下、化合物 1 を 3－ヘキシンと反応

させたところ、化合物 3 が 27%の収率で得られた。

GLC 分析により、多くの揮発性生成物の存在が確認

出来た(Scheme 2)。 

 化合物1とフェニルトリメチルシリルアセチレン

の反応を同条件下で行ったところ、化合物2や3の

ような環状化合物は得ることが出来なかった。 

 次に、化合物1とモノ置換アセチレンとの反応を

検討した。触媒量のテトラキス(トリフェニルホスフ

ィン)白金(0)存在下、化合物1と t-ブチルアセチレ

ンの反応を行ったところ、化合物 4a および 4b を

6.3:1の比率で83％の収率で得ることが出来た。化

合物4aと 4bの分離は、カラムクロマトグラフィー

により行った。化合物4aおよび4bの構造は、質量

分析および各種NMRにより決定した。また、それら

の置換基の位置は、NOE 差スペクトルにより決定す

ることが出来た(Scheme 3)。 

 同条件下、化合物1と1-ヘキシンとの反応を行う

と、化合物5aおよび5bを5.2:1の比率で83％の収

率で得ることが出来た。化合物5aは、カラムクロマ

トグラフィーにより単離することが出来た。化合物

5bは、単離することが出来ず、混合物のNMRにより

その構造を決定した。 

 

Scheme 3 
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 化合物1をフェニルアセチレンと、同条件下、反

応させると、化合物6aおよび6bが4.6:1の比率で

93％の収率で得られた。化合物6aおよび6bはそれ

ぞれ単離することが出来なかったが、混合物の NMR

によりそれらの構造を決定した。 

 白金-ケイ素錯体のケイ素原子上の電子求引性置

換基が、白金-ケイ素結合を強くする事が報告されて

いる[15,16]。Pt-Si-C-N 側の白金-ケイ素結合が、

Pt-Si-C-C 側の白金-ケイ素結合よりも強いと考え

られる。そのことにより、化合物4a-6aと化合物4b-

6b の生成比に違いが出てきたものと予想している。 

 化合物1をトリメチルシリルアセチレンとの反応

は、化合物4-6のような生成物は与えなかった。反

応後、多くの揮発性生成物が得られていることが、

GLC分析により明らかとなった。 

 反応中間体を明らかにする目的で、化合物1とテ

トラキス(トリフェニルホスフィン)白金(0)錯体の

当量反応を行った。その結果、プラチナジシラシク

ロペンテン誘導体7が生成していることを見出した。 

プラチナジシラシクロペンテン誘導体7は、室温で

徐々に分解していくことも明らかとなった。 

 以上の結果より、化合物1とモノ置換アセチレン

との反応での化合物4a-6aと化合物4b-6bの位置選

択的生成は、Scheme 4のように説明できる。(1) 化

合物1とテトラキス(トリフェニルホスフィン)白金

(0)錯体が反応することにより、脱水素反応が起こり、
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プラチナジシラシクロペンテン誘導体7が生成する。

(2) 白金-ケイ素結合にアセチレン類の炭素-炭素三

重結合が挿入し、白金錯体8aおよび8bが生成する。

(3) 白金錯体8aおよび8bからの白金種の脱離によ

り、化合物 4a-6a および化合物 4b-6b が生成する。

白金-ケイ素結合の炭素-炭素三重結合への選択的付

加は、白金錯体 8a を優先的に与えるものと考えて

いる。 

 

Scheme 4 
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まとめと今後の展望 

以上述べてきたように、本研究では、2,3-ビス(ジ

メチルシリル)ピリジン 1 の合成とアセチレン類と

の白金錯体触媒反応を行った。化合物1とジ置換ア

セチレンであるジフェニルアセチレンおよび 3-ヘ

キシンの反応は、脱水素ビスシリル化反応が進行し、

おのおの六員環生成物を与えた。化合物1とモノ置

換アセチレンである t-ブチルアセチレン、1－ヘキ

シン、フェニルアセチレンとの反応では、環状位置

異性体の混合物が得られた。これらの反応は、プラ

チナジシラシクロペンテン誘導体7を経由して進行

していることが明らかとなった。これらの結果によ

り、ピリジンユニットを持つジシラシクロヘキサジ

エン誘導体を効率よく合成するルートを確立できた。 

 今後は、生成した化合物の光学的性質を詳細に検

討し、発光材料やセンサー、導線材料など新規機能

性材料開発につなげていく必要があると考えている。 
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ママカリの資源回復と食文化の保護・継承のための分子遺伝学的研究 

 

倉敷芸術科学大学 生命科学部生命科学科 

山野ひとみ 

 

概要 サッパは日本の沿岸から中国の沿岸に分布し，河口近くの砂泥底に生息するニシン科の魚類である．瀬

戸内海，特に岡山ではママカリと呼ばれ郷土料理や名産品として知られているが，岡山県における漁獲量は以

前の半分以下に減少している．そこで，資源の管理や保全に有用な情報として，ミトコンドリア DNAの塩基配

列を基に，日本周辺における本種の集団構造を明らかにした．また，瀬戸内海を重点的に調べ，岡山県産ママカ

リがもつ遺伝的特殊性についても検討した．本種には進化史が異なる大きく分化した 4 つの系統が存在し，各

系統の出現頻度は海域により異なった．そのうちの 1 系統は日本では有明海と瀬戸内海にしかみられず，大陸

沿岸性遺存系統と考えられた．日本周辺のサッパは (1) 有明海を含む九州沿岸および瀬戸内海を含む伊豆半島

以南の太平洋沿岸、(2) 伊豆半島以北の太平洋沿岸、および (3) 本州の日本海沿岸の 3 つの管理単位に分か

れることが示唆された．また，大陸沿岸性遺存系統は岡山県の笠岡と寄島で他の地点よりも高頻度で出現した

ことから，この系統の存在はママカリが岡山県で名産品になったことと何らかの関係があると考えられた．                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

背景 

サッパ Sardinella zunasi（図 1）は，瀬戸内海や

有明海を含む北海道南部から九州南部沿岸，東シナ

海，朝鮮半島南岸，渤海，黄海，杭州湾以北の中国

沿岸，および台湾に分布するニシン科の魚類である．

湾内の河口近くの砂泥底に通常群れで生息し，動物

プランクトンを摂食する．平均 1 年で成熟し春か

ら夏に浅海域で浮性卵を産むが，冬には深場へ移動

する 1, 2, 3)．                  

 本種は中国や韓国では水産上の価値が高いが，近

年，乱獲により漁獲量が減少している 1, 4, 5)．日本

では一般的な価値は高くないものの，瀬戸内海，特

に岡山県ではママカリと呼ばれ郷土料理や名産品と

して知られている．岡山県における本種の年間の漁

獲量は，1956 年から 1989 年には 118－287 t（1981 

年の 653 t を除くと平均 185 t）で推移していた

が，1990－1994 年には約半分まで減少した 6)．近年，

主な産地である備讃瀬戸の漁獲量は市場に出回る量

の 3 割にも満たず，岡山で買われる贈呈用のママ

カリの多くは県外産，あるいは厳重な加工規格を満

たした東南アジアからの輸入品であると言われてい

る 7)． 

 ママカリ資源を回復するためには，資源の変動単

位である時間的・空間的に均一な集団を明らかにし，

それぞれの集団に適した管理や保全の対策を考える

必要がある．本種の遺伝的集団構造については，こ

れまでにいくつかの研究があり，本種には大きく分

化した 3 つの系統が存在することや，黄海，東シナ

海，および日本近海の集団間に遺伝的分化があるこ

と，愛知と香川の集団間には遺伝的差異があること

などが示唆されている 2, 8, 9)．しかし，それらの研

究には，日本からは愛知と香川の地理的集団しか含

まれておらず，日本周辺における集団構造について

はほとんど分かっていない． 

そこで，資源の管理や保全に有用な情報を得るた

めに，日本の各地からサッパの標本を採集し，ミト

図 1 サッパ Sardinella zunasi 
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コンドリア DNA 調節領域 (mtCR) の全塩基配列を

基に，本種の遺伝的集団構造を明らかにした．また，

管理すべき単位を設定するための重要な情報となる，

本種の進化史を明らかにした．さらに，岡山県産マ

マカリがもつ遺伝的特殊性を明らかにするため，瀬

戸内海で重点的に採集を行い，瀬戸内海の各地点に

おける各系統の出現頻度の違いを調べた．なお，こ

れらの研究成果は学術雑誌 a) に掲載されたほか，新

聞 b) でも紹介された． 

 

材料と方法 

標本の採集は，主に釣りにより行った．日本周辺に

おける集団構造の推定では，日本海の 3 地点（伊万 

里：30 個体，鳥取：25 個体，京都：25 個体），太

平洋の 3 地点（愛知：25 個体，静岡：26 個体，神

奈川：26 個体），有明海の 1 地点（佐賀：26 個体），

および瀬戸内海の 2 地点【岡山：24 個体（笠岡：

18 個体，寄島：6 個体），兵庫：31 個体（芦屋）】

の 9 地点から合計 238 個体を採集した（図 2）．

また，岡山県産ママカリの遺伝的特殊性を明らかに

するために瀬戸内海でさらに採集を行い，大分（中

津：32 個体），愛媛（伊予：10 個体），広島（福山：

32 個体），岡山（笠岡：14 個体，寄島：26 個体，

岡山港：32 個体），および兵庫（芦屋：1 個体）の 

7 地点から合計 147 個体を採集した（図 3）． 

 mtCR を含む約 690 塩基対 (bp) を本種専用のプ

ライマー2) を用いて PCR により増幅し，増幅産物

の塩基配列を DNA シーケンサーを用いて決定した． 

日本周辺における集団構造の推定 Wang et al.2) 

により決定された本種の塩基配列は，産地や個体数

が不明であったため，集団構造の解析には用いなか

った．遺伝的多様性の指標としてハプロタイプ多様

度 (h) および塩基多様度 (π) を算出した．ハプ

ロタイプの系統樹およびネットワーク樹を推定し，

系統間の分岐年代を，系統間の塩基置換率を基に，

変異率 10%/100 万年を用いて算出した．遺伝的分

化の指標である各地点間の ΦST 値を算出して多次

元尺度構成法 (MDS) により視覚化し，階層的分子

分散分析 (AMOVA)により，地点の最適なグループ化

を行った．ベイジアンスカイラインプロットにより，

過去から現在に至る有効集団サイズの変化を推定し

た． 

 岡山県産ママカリの遺伝的特殊性の解明 瀬戸内

海各地点から採集した標本の塩基配列に，集団構造

の推定で用いた瀬戸内海産（笠岡，寄島，芦屋）標

本の塩基配列を加え，瀬戸内海の各地点における各

系統の出現頻度の違いを調べた． 

 

結果 

日本周辺における集団構造の推定 日本の 9 地点

から採集した 238 個体から，mtCR の全塩基配列で

ある相同な 647 bp が得られ，合計 146 のハプロ

図 2 サッパの集団構造の推定に用いた標本の採

集地点とミトコンドリア DNA の系統の地理的分

布．青島と舟山における系統の頻度は，Wang et 

al.2) から引用 

図 3 岡山県産ママカリの遺伝的特殊性の解明に

用いた標本の採集地点とミトコンドリア DNA の系

統の地理的分布． 
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タイプが認められた． 

 系統樹（図 4）では大きく分化した 4 つの系統

が見られた．系統 A と C は Wang et al.2) と一致

した．系統 B と D は，Wang et al.2) では 1 つの

系統（系統 B）として扱われていたが，これらは十

分に分化しているため別々の系統として扱った．

Wang et al.2) の系統樹では，系統 D に相当する系

統には黄海の青島からの 4 つのハプロタイプが含

まれていた．各系統間の塩基置換率は 3.1－4.1% で，

各系統の分化は 15.5－20.5 万年前に起こったと推

定された． 

 ネットワーク樹（図 5）では，系統樹と同様に 4 

つの系統に分かれ，系統 A－C には 9 地点すべて

が含まれたが，系統 D には有明海（佐賀）と瀬戸内

海（岡山，兵庫）のみが含まれた． 

遺伝的多様性は，どの系統でも h が高く π は低

かった (h = 0.8952－0.9524, π = 0.0040－

0.0055)．日本の 9 地点，および黄海の青島と東シ

ナ海の舟山 2) における各系統の出現頻度を図 2 に

示した．系統 A の頻度は太平洋沿岸（愛知，静岡，

神奈川），瀬戸内海（岡山，兵庫），および九州の日

本海沿岸（伊万里）で高く，系統 B の頻度は本州の

日本海沿岸（鳥取，京都），有明海（佐賀），および

黄海（青島）で高かった．系統 C の頻度は，日本の

すべての地点で系統 A と B よりも低かったが，東

シナ海（舟山）で極めて高かった．系統 D の頻度は，

瀬戸内海（岡山，兵庫）と有明海（佐賀）よりも黄

海（青島）で高かった． 

系統 A の標本のみを用いた MDS（図 6）では，伊

万里・佐賀・岡山の 3 地点，鳥取・京都の 2 地点，

および愛知・静岡・兵庫の 3 地点がそれぞれ別のグ

ループを形成する傾向があり，神奈川は他の地点か

ら大きく離れた．系統 B の標本のみを用いた MDS 

では，愛知・佐賀の 2 地点および静岡・岡山・兵庫

図 6 サッパのミトコンドリア DNA 調節領域

の塩基配列から算出した地点間の ΦST 値を基に

作成した，(a) 系統 Aと (b) 系統 B におけ

る多次元尺度構成法による 9 地点のプロット． 

図 5 ミトコンドリア DNA 調節領域の塩基配

列を基に作成した，サッパにおけるハプロタイ

プのネットワーク樹．それぞれの円は，ハプロ

タイプを示す 

図 4 ミトコンドリア DNA 調節領域の塩基配列を

基に作成した，サッパにおけるハプロタイプの系統

樹 
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の 3 地点がそれぞれ別のグループを形成する傾向

があり，伊万里と神奈川は中程度に鳥取と京都は大

きく他の地点から離れた． 

系統 A のみの標本および系統 B のみの標本を用

いた AMOVA では，いずれも日本の 9 地点を伊万

里・愛知・静岡・佐賀・岡山・兵庫，鳥取・京都，

および神奈川の 3 つのグループに分けるのが最適

であることが示された． 

ベイジアンスカイラインプロット（図 7）により，

系統 A－C の有効集団サイズは 1.5－2.0 万年前に

著しく増加した一方，系統 D は徐々に少しだけし

か増加しなかったことが示唆された． 

岡山県産ママカリの遺伝的特殊性の解明 瀬戸内

海の 7 地点から採集した 147 個体に集団構造の推

定で用いた岡山（笠岡，寄島）および兵庫（芦屋）

の 55 個体を加えた合計 202 個体から，mtCR の全

塩基配列である相同な 647 bp が得られ，合計 134 

のハプロタイプが認められた． 

系統 A の頻度は，中津，福山，笠岡，寄島，岡山

港，および芦屋で高かった．系統 B の頻度は，伊予

を除く 6 地点で系統 A の次に高かったが，伊予で

は系統 A と同頻度だった．系統 C の頻度は，伊予

を除く 6 地点では低かったが，伊予では他の系統

よりも高かった．系統 D は，中津と伊予を除く 5 

地点で見られたが，笠岡と寄島では福山，岡山港，

および芦屋よりも高かった（図 2）． 

 

考察 

日本周辺における集団構造の推定 日本周辺のサッ

パは遺伝的に，伊万里・愛知・静岡・佐賀・岡山・

兵庫，鳥取・京都，および神奈川の 3 つのグループ

に分けるのが最適であることが示された．しかし，

サッパと近縁のコノシロでは，日本周辺における集

団の分化は認められていない 10)．瀬戸内海における

卵・仔魚の出現時期と分布域の調査 11) により，サ

ッパの卵・仔魚はコノシロよりも沿岸に分布し分散

しにくいことが示されており，サッパにおける地理

的構造の存在は，生活史初期の分散が少ないことを

反映していると考えられる．日本海側で，伊万里と

鳥取・京都の間に遺伝的分化が見られたのは，卵・

仔魚の分散の少なさに加え伊万里と鳥取の間にサッ

パの生息に適した大きな内湾がないことも関係して

いると思われる．太平洋で，神奈川が他の地点と遺

伝的に異なるのは，ウミタナゴやハゼ類で知られて

いる系統の分離 12, 13) と同様に，伊豆半島が分散の

障壁になっているためと考えられる． 

 系統 A の標本のみを用いた MDS（図 6）で，兵庫

は岡山よりも愛知と静岡に近い位置にあった．一方，

岡山は伊万里と佐賀に近かったことから，兵庫と愛

知間と同様に岡山と伊万里間には，岡山と兵庫間よ

りも頻繁な交流があることが示唆され，瀬戸内海内

にも，ある程度の地理的構造が存在すると考えられ

た． 

サッパに見られた 4 つの系統が分化した 15.5－

20.5 万年前は，リス氷期（12.5－20.0 万年前）に

あたる．氷期の海面は現在よりも 115－130 m 低く，

東シナ海は日本と大陸を結ぶ陸橋により半閉鎖的と

なり，日本海は狭く浅くなった対馬海海峡によりほ

ぼ孤立した 14, 15)．系統 A の頻度は太平洋沿岸に多

く，系統 B は本州の日本海沿岸に多い(図 2)こと

から，それぞれ氷期に太平洋と日本海で分化したと

考えられる．系統 C と D は東シナ海において，氷

図 7 ミトコンドリア DNA 調節領域の塩基配列を

基にした，サッパにおける (a) 系統 A，(b) 系統 

B，(c) 系統 C，および (d) 系統 D のベイジアン

スカイラインプロット 
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期における沿岸の産卵場や成育場の減少により分断

された別々の逃避場所で，それぞれ分化したと考え

られた． 

 系統 A－C における集団サイズの拡大（図 7）が

最終氷期（1.9－2.65 万年前）後に起こったのは，

氷期が終わり北太平洋の多くの沿岸域が沿岸性魚類

の生息に適した環境になった 16) ためと考えられる． 

 現在のサッパの分布パターンは， それぞれ進化史

の異なる 4 つの系統の 2 次的接触により形成され

たと考えられる．4 系統のうち系統 D は，黄海（青

島）に加え，日本では有明海（佐賀）と瀬戸内海（岡

山，兵庫）にしか分布せず（図 2），他の 3 系統と

は異なり集団の急速な拡大が見られない（図 7）点

が特徴的である．魚類や甲殻類，二枚貝類，多毛類

を含む海洋生物には，現在の分布が有明海のみ，あ

るいは有明海と瀬戸内海に限られる種がいくつか知

られている．それらの種では，同種（あるいは近縁

種）が韓国から中国の大陸沿岸に分布している．海

面は最終氷期における最低の水準から，現在の水準

まで変動しながら急激に上昇した．日本では約 1.5 

万年前から始まったこの最終氷期後の海進は，縄文

海進とよばれている．有明海と瀬戸内海は，縄文海

進により約 8 千年前までに形成されており，その

ような種は，縄文海進により大陸の集団から隔離さ

れた大陸沿岸性遺存種と考えられている 17)．日本に

おけるサッパの系統 D は，大陸沿岸性遺存種と同

様な歴史的過程を経た系統で，河口の干潟と泥環境

に深く関係していると考えられる． 

 mtDNA の解析結果から，日本周辺におけるサッパ

は (1) 有明海を含む九州沿岸および瀬戸内海を含

む伊豆半島以南の太平洋沿岸、(2) 伊豆半島以北の

太平洋沿岸、および (3) 本州の日本海沿岸の 3 つ

の管理単位に分かれることが示唆された．本種の大

陸沿岸性遺存と考えられる系統は他の系統より美味

なのか，あるいは過去には岡山県にこの系統が現在

よりも多く生息していたのかは分からない．しかし，

日本では岡山県でこの系統の出現頻度が特に高いこ

とから，この系統の存在は，ママカリが岡山県にお

いて名産品になったことと何らかの関係があると考

えられる．大陸沿岸性遺存種のうちいくつかの種は，

かつては日本沿岸に広く分布していたものの，沿岸

開発で生息地が失われたことにより，他の海域の集

団がすべて絶滅した 17)．サッパの大陸沿岸性遺存系

統において，現時点では遺伝的多様性の減少はみら

れないが，ママカリ資源の回復と伝統的な食文化を

継承するためにも，種としてのサッパと同様にこの

系統を護っていく必要がある． 

岡山県産ママカリの遺伝的特殊性の解明 大陸沿

岸性遺存系統である系統 D は，福山や芦屋でもわ

ずかながら出現したものの岡山県の笠岡と寄島で他

の地点よりも高頻度で出現し，また，伊予では系統 

C が他の地点よりも極めて高頻度で出現した．（図 

3）．これらのことから，瀬戸内海には，ある程度の

地理的構造が存在すると考えられるが，伊予では分

析個体数が少ないため，今後個体数を増やす必要が

ある．また，瀬戸内海の中で，より多くの地点から

標本を採集して解析に加える必要がある． 

笠岡周辺には，環境汚染や埋め立てでその数を激

減させているカブトガニが未だ繁殖できるような大

きな干潟が残っている．笠岡や寄島に系統 D が他

の地点よりも高頻度で出現したのは，そのような干

潟の環境と関係があると考えられる．一方，大分県

の中津にも大きな干潟が残っておりカブトガニが生

息しているが，系統 D は出現しなかった．系統 D 

が生息できる環境要因は，干潟という環境以外にも

あると考えられるが，現在のところ不明である． 

今後，山口県，香川県，大阪府，および和歌山県

などからも標本を採集して詳しく解析することによ

り，瀬戸内海における遺伝的集団構造を明らかにし

たい．また，瀬戸内海における地史、海流、および

各地点の環境の違いなどの情報を基に、地点間にお

ける各系統の出現頻度の違いや現在の遺伝的集団構

造が形成された過程を明らかにし，岡山県産ママカ

リがもつ遺伝的特殊性およびその要因を解明したい． 

 

研究成果 

a) Yagishita N, Kumashiro M, Matsumoto M, 

Yamano H (2021) Genetic population 

structure of Japanese sardinella Sardinella 

zunasi around Japan. Fish Sci 87:80–5816 
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b) 信定佑紀（2021）倉敷芸科大の山野准教授，ママ

カリ 秘密に迫る 名産の裏に特殊な遺伝子？ 

山陽新聞，倉敷・総社圏版，ホットタウン 2021 

倉敷市連島地区（2021 年 12 月 15 日） 
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内向き整流性 K⁺チャネル遮断ペプチドの探索と作用の解明： 

抗うつ作用の機序の解明 

倉敷芸術科学大学生命科学部 

岡田誠剛 

 

（概要）マウスに慢性予測不能軽微ストレスを負荷すると、うつ様行動が認められるが、個体差がありストレ

ス感受性にうつ様行動を示すマウス(Stress-S)とストレス抵抗性にうつ様行動を示さないマウス(Stress-R)に

分けられた。このマウスの個体差に着目し、興奮性のマーカーである c-Fos 免疫染色の反応性を指標にして、

Stress-Sと Stress-Rマウス間で興奮性が異なる神経核を検討した。視床室傍核、青斑核、縫線核は、Stress-

Sと Stress-Rの間に c-Fos免疫反応性には差は見られなかったが、帯状皮質では Stress-Rでのみ、外側中隔腹

側部には Stress-Sのみで c-Fos陽性細胞が認められ、うつ様行動への関与が示唆された。慢性ストレスは特定

の神経核の興奮性を変化させることで、うつ様行動をきたすという可能性について議論する。 

 

 

緒言 

慢性のストレスは、うつ病を始めとする精神疾患発

症のきっかけとなる。マウスでも類似の現象をおこす

ことができ、慢性予測不能軽微ストレス(CUMS)を数

週間負荷すると、行動実験でうつ様行動(学習性無気

力)を示し、うつ病のモデルとして有用である。しかし、

慢性ストレスがどの神経核のどの分子を変化させて、

行動を変えるかは未解明である。一方、難治性のうつ

病患者に、電気けいれん療法、脳深部刺激、経頭蓋磁

気刺激などの神経刺激(ニューロモデュレーション)を

加えると、寛解する例がある。これらを考え合わせると、

慢性のストレスは特定の神経核の興奮性を変化させ、

この興奮性の異常がうつ様行動をきたしたのかもしれ

ない。そして、ニューロモデュレーションはこの異常を

正常化して効果を発揮したと考えられる。しかし、どの

神経核の興奮性のモデュレーションが寛解に関与した

かは様々な報告があり、未解決の問題として残されて

いる。 

本研究は「慢性ストレスは特定の神経核の興奮性を

変化させることで、うつ様行動をきたす」という仮説に

基づき、マウスへの CUMS 負荷への感受性/抵抗性

の個体差に着目し、興奮性のマーカーである c-Fos

免疫染色の反応性を指標にして、ストレス反応性にう

つ様行動を示すマウスと、ストレス抵抗性にうつ様行

動を示さないマウスの間で興奮性に差がある神経核

を明らかにすることを目的とする。 

材料および方法 

１）実験動物： 雄性 ICR マウス(5 週齢)対照マウス 5

匹、ストレス負荷 12匹。 

２）慢性予測不能軽微ストレス(CUMS)： 短時間の拘

束、照明の昼夜逆転、ストロボ照明、夜間の照明、床敷

の水浸、ケージの振動または傾斜、強制水泳、絶食 12

時間を疑似ランダム化した順に毎日 2 つずつ 5 週間

負荷した。対照マウスは体重測定のみでストレスは負

荷しなかった。 

３）うつ様行動試験： 飼育最終日前日にストレス負荷

マウスの自発的な運動量をアクティビティホイール試

験(AWT)で検討した。最終日に対照マウス、ストレス

負荷マウスに尾懸垂試験(TST)を行った。それぞれ回

転数が少ない事と無動時間が長い事をうつ様行動と

みなした。 

４）c-Fos 免疫染色： 尾懸垂試験30分後に４％PFA

でかん流固定し、薄切後抗 c-Fos 抗体で免疫染色し

た（ABC ペルオキシダーゼ）。ストレス、うつ、不安様

行動に関連する神経核(帯状皮質、視床室傍核、外側

手綱核、海馬歯状回、扁桃体中心核、扁桃体基底外側

核、視床下部室傍核、外側中隔、青斑核、縫線核)の

c-Fos 免疫反応性を検討した。 

 

結果 

 CUMS 負荷後に尾懸垂試験によりうつ様行動の指

標となる無動時間を測定し、ストレス未負荷の対照マ
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ウスと比較すると、無動時間の延長傾向（p=0.053）

が認められ(図１)、CUMS 負荷がうつ様行動をきたし

たと考えられる。 

 次に、この CUMS 負荷群の各個体の無動時間をア

クティビティホイール試験での回転数とプロットすると

(図２)、有意な負の相関が認められ(R=-0.64)、この

2 つのうつ様行動試験の結果から各マウスの感受性/

抵抗性を分類できると考えた。具体的には、TST の無

動時間が 40 秒未満で AWT での回転数が 40 以上

の個体を Stress-R に、逆に無動時間が 40 秒以上、

回転数が 40 未満の個体を Stress-S に分類した。こ

の分類に従ってこれ以降の実験を行った。 

 

 

 
図 2. CUMS負荷群の、Stress-Rと Stress-Sの分類。 

 

 次に、うつ様行動、不安様行動、ストレスに関与する

以下の神経核の興奮性を神経活動マーカーである c-

Fos の免疫染色によって検討した。その結果、ストレス

に敏感に反応する視床室傍核各では、対照を含めす

べての個体で c-Fos 陽性細胞が見られた(図 3)。こ

れは対照マウスにも TST を行ったので、そのストレス

の結果だと考えられる。 

 

図 3. 視床室傍核 

 

 次に、抗うつ薬の作用点であるノルアドレナリン神経

系の起始核である青斑核（図４）、セロトニン神経系の

起始核である縫線核(図5)の c-Fos免疫反応性を検

討すると、いずれも顕著な免疫反応性は認められず、

ストレス負荷による変化は認められなかった。 

 

図 4. 青斑核 

 

 

図 5. 縫線核 

 

 興味深いことに、内側前頭皮質は対照、Stress-Sに

はほとんど c-Fos 陽性細胞が見られなかったが、

Stress-Rでのみ陽性細胞が認められた(図6)。 

 

図 6. 内側前頭皮質(帯状皮質) 

 

最後に、ストレス情報を中継する役割をはたすと考

えられている外側中隔腹側部では、対照、Stress-R

にはほとんど c-Fos 陽性細胞が見られなかったが、う

つ症状を示した Stress-S でのみ陽性細胞が認めら

(図7)、症状と興奮性の間に正の相関が認められた。 

 

図 7. 外側中隔腹側部 

 

図 1. CUMS負荷によ
る尾懸垂試験(TST)
での無動時間の延長
傾向(p=0.053) 

- 177 -



 

表. うつ様行動と c-Fos反応性のまとめ 

 

考察 

本研究で、CUMS 負荷後の Stress-S/R で、ｃ-

Fos 免疫染色で興奮性に違いがある神経核を検討す

ると、うつ様行動と外側中隔腹側部との間に正の相関

がみられた(図 7、表)。逆に、内側前頭皮質(帯状皮

質)では、Stress-R マウスにのみ c-Fos 陽性細胞が

認められた(図 6)。これらの２つ神経核の活動が慢性

ストレスによるうつ様行動に関与していることが示唆さ

れた。外側中隔の興奮性の上昇が慢性ストレスによる

うつ様行動に関与しているのかもしれない。外側中隔

はストレス情報を中継し、不安様行動に関与すること

が報告されているが、うつ様行動については報告がな

く、今後因果関係を解明する必要がある。 

本研究では、これらの神経核で興奮性の変化をもた

らした分子は検討していないが、K⁺チャネルの関与が

推測される。本研究の実験手順では、5 週間にわたり

ストレスを負荷しているが、うつ様行動試験自体はス

トレス負荷と別のタイミングで行っている。したがって、

ストレス情報がシナプス伝達を介して即時性に興奮性

を変化させているとは考えにくく、慢性のストレスが特

定の神経核のニューロンの内在性興奮性を変化させ

ている可能性がより高い。内在性興奮性は主に K⁺チ

ャネルによって制御されており、CUMSによってK⁺チ

ャネル発現が変化し、うつ様行動をきたした可能性が

推測される。事実、我々と米、仏の研究グループは、う

つ様行動への K⁺チャネルの関与を見出している。例

えば米のグループはKCNQ遮断薬が、仏のグループ

は TREK-1 遮断薬が抗うつ作用を持つことを、我々

は TREK-1 活性薬[4]と ROMK 遮断薬[2]が抗う

つ作用を示すことを見出している。さらに我々は、その

作用機序はとして、K⁺チャネル遮断薬/活性化薬が外

側中隔ニューロンの興奮性を抑制することであること

を示唆しており、本研究の結果とも合致する(図７)。 

本研究で、既存の抗うつ薬の作用点であるセロトニ

ン、ノルアドレナリン系神経の起始核である青斑核・縫

線核にはStress-S/-Rの間に差は認められなかった

(図 4、5)。これは慢性ストレスによるうつ様行動の出

現にはセロトニン、ノルアドレナリン神経伝達が関与し

ていないことを示唆している。この結果は、既存の抗う

つ薬(セロトニン、ノルアドレナリン再取込阻害薬)が

1/3 の患者に無効であることの鏡像なのかもしれない。 

このように、マウスに慢性予測不能軽微ストレスを

負荷し、感受性の個体差から Stress-S/-R に分ける

方策は有効であると考えられる。しかし、本研究では

例数が不足しており、統計的な有意差が取れていない。

本研究の継続し、ストレスによってうつ様行動をきたす

原因となる神経核を解明するだけでなく、その興奮性

の変化をおこす分子(K⁺チャネル？)を解明することで、

慢性ストレスによりうつ病を発症しする機序が解明さ

れるだけでなく、新たな治療薬の標的が見出されるこ

とが期待される。 
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スポーツ現場で筋音図・筋電図を筋コンディショニングに活用する 

 

倉敷芸術科学大学 

枝松千尋 

 

（概要）アスリートのパフォーマンスには不確定な部分が多く、大事な試合に向けてコンディションを整える

ことは必要不可欠であるが難しい。そこで、平成 30年度・令和元年度にウエスコ学術振興財団の助成を受けて

研究を行った。その結果、アスリートの筋コンディションを筋音図・筋電図（Measee システム）を用いて評価

できる可能性を示した。本研究では、スポーツ現場における日々の練習の中で筋コンディションを即時に定量

し評価できるかを検討することを目的とした。被験者は陸上短距離選手 5名であった。対象筋は半腱様筋（HAM）

とした。筋音図・筋電図の測定には、同時測定が可能な Measeeシステムを用いた。最大等尺性収縮中の筋音図・

筋電図を週 1回、冬季トレーニング期間に測定した。その結果、今回の研究では Measeeシステムを用いて筋コ

ンディションを評価するには至らなかった。スポーツ現場での測定スケジュールの検討や Measeeシステムの改

良の必要性が明らかとなった。 

 

Ⅰ. 緒言 

一般的に、アスリートのパフォーマンスには不確

定な部分が多く、大事な試合に向けてコンディショ

ンを整えることは必要不可欠だが、難しいと言われ

る。そこで、我々は平成 30年度・令和元年度にウ

エスコ学術振興財団の助成を受けて研究 1,2)を行っ

た。その結果、アスリートの筋コンディションを筋

音図・筋電図（MMG/EMG ハイブリットセンサ：

Measeeシステム）を用いて評価できる可能性を示

した。筋音図には、変位型、加速度型といった２種

類がある。変位型は、レーザー光で対象筋との距離

を測る方法である 3）。ノイズが入りにくく、強縮に

見られるような筋の持続的な拡大変形を観察でき、

筋の収縮特性を調べるのに有益とされている 3) 。

我々の先行研究でもこの変位型MMG/EMG ハイブ

リットセンサを用いて時系列データを 1000Hz で

取得し、実験室において解析を行った。しかしなが

ら、スポーツ現場では評価を即時フィードバックす

ることが求められる。そこで本研究では 1000Hz

で取得した信号を 10Hz でパソコンにBluetooth 転

送する新Measee システムを用いて、スポーツの現

場での利用を想定した実験を行った。具体的には、

陸上競技選手に対して、筋音図・筋電図の測定値と

練習量や主観的な調子との関係を検討することで、

筋コンディションをスポーツ現場において定量でき

るかを明らかにすることを目的とした。 

 

Ⅱ. 方法 

1. 被験者 

被験者は陸上短距離選手 5名（年齢 19.6±0.8歳、

身長 169.0±3.3㎝、体重 63.2±3.9㎏）であった。 

2. 測定方法 

被験者からの聞き取りによってハリ、疲れ、故障

が多いと共に、パフォーマンスに強く影響する方の

脚を被験肢とした。2 名が左脚、3 名が右脚であっ

た。被験肢のハムストリングスの最も発達している

部位（全被験者ともに半腱様筋筋腹中央）に新

MeaseeシステムのMMG/EMGハイブリットセンサ

をメジャー付きの専用のバンドで固定した。測定部

位はノートに記録しておき、毎回同じ部位を測定す

るようにした。また、バンドの締め付け具合も周囲

径より 2センチ締め付けるようにし、毎回同じにな

るようにした。 

半腱様筋（HAM）の最大等尺性収縮中の筋音図・筋

電図を測定した。測定はうつ伏せの状態で膝関節 90

度屈曲位、足関節 90度位の状態を保持し、徒手抵抗

を加え、膝関節屈曲の最大等尺性収縮を行わせた。

1 回の測定につき最大努力の収縮と弛緩を各 1 秒で

繰り返す力発揮を 5～7 回行わせた。この測定を週

に一度、日曜のレスト日の翌日の月曜に行った。 
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測定日の HAMのハリ・疲労感、走りの調子を含め

た全体的な調子の 2項目について、主観的コンディ

ションを 10段階で評価させた。さらに、測定期間中

の練習内容を 1日ずつ質的強度、主観的な質的強度、

量的強度を 10 段階で評価させた。質的強度×量的

強度を算出し、その値の測定日前一週間の和を算出

し、これを練習量として評価した。測定日は令和 3

年 12月 6日～2月 17日であった。 

3. 解析 

新 Measee システムは、センサ内回路において

EMG 信号の全波整流およびスムージングした後に

MMG 信号と共に 10Hz にてBluetooth でパソコン

またはタブレットに転送する 4)。したがって、パソ

コン内で全波整流等の解析処理を行う必要はない。

本研究ではパソコン側に表示された時系列データグ

ラフから、筋音図・筋電図の数値を目視により読み

取った。測定値としては、5～7回の最大等尺性収縮

のうち安定している 5回分の力発揮を対象とし、そ

の平均値を用いた。 

統計処理は回帰分析を行った。有意水準は 5％と

した。 

 

Ⅲ. 結果と考察 

令和元年度の研究では、被験者 3 名について図 1

で示すように練習量とハムストリングスの筋音振れ

幅には関係性がみられた。長距離選手である被験者

A は練習量が多いと HAM 筋音振れ幅が有意に小さく

なった。それに対して、短距離選手である被験者 B・

C については、練習量が多いと HAM 筋音振れ幅が大

きくなった。このことについて、先行研究 5-8)より長

距離選手の練習は持久的トレーニングが中心である

から、ST線維の肥大や結合組織が肥大したと考えら

れ、そのためスティフネスが高くなり HAM筋音振れ

幅が小さくなったと考えられ、短距離選手はハイパ

ワーなトレーニングが多く、FT線維が動員されやす

く、そのために筋音振れ幅が大きくなったと考えら

れた。 

しかしながら、今回の研究では 5名の被験者に練

習量と HAM筋音振れ幅には関係性がみられなかった

（図 2）。さらに HAM 筋電図や HAMのハリ・疲労感、

走りの調子にも練習量との関係性はみられなかった。

この原因として考えられることとしては、１．新型

コロナ蔓延の影響や年末年始を挟んだため十分な練

習ができていないこと。２．測定日をレスト日の翌

日にしたこと。３．新 Measeeシステムを用いて計測

したことが考えられる。 

１．新型コロナ蔓延の影響や年末年始を挟んだた

め十分な練習ができていないことについては、令和

元年度の研究では測定日が 10 月～11 月のシーズン

中だったのに対して、今回の研究では新型コロナ蔓

延の影響によりシーズンオフである12月～2月の時

期に行った。さらに年末年始のオフ期間及び 1月 21

日からのまん延防止等重点措置を受けて大学での練

習ができなくなったこともあり、令和元年度の研究
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の時とは練習に取り組むモチベーションと練習強度

も異なったと考えられる。被験者 Cは令和元年度と

今回の研究の被験者であるが、練習量を見ると令和

元年度は 50～120の間でばらついているのに対し、

今回はほとんどが 70～100付近に集中していた。ま

た、練習量は練習の質と量を主観的に評価したもの

を掛け合わせたものであり、その質と量の評価も今

回のように充実した練習ができていない状況では相

対的に高く見積もっているようであった。 

２．測定日をレスト日の翌日にしたことについて

は、令和元年度の測定が主に木曜日に測定していた

のに対し、今回は月曜に測定した。陸上部の練習は

月曜～土曜に実施し日曜をオフ日としている。今回

の研究では週の初めに測定することで、前週の練習

による筋コンディションの変化を捉えたいと考えた

わけだが、ただでさえ練習量が少ないと考えられる

うえに日曜のレストによって筋の疲労が完全に抜け

たと考えられた。そのため練習量と筋音振れ幅に関

係がみられなかった可能性も考えられた。今後もこ

の測定を継続していく予定であるが、シーズンに入

ることもあり測定日を木曜にし、週半ばでの筋コン

ディションを測定し週末に開催される試合の記録と

の関係性も調査する予定である。 

３．新 Measeeシステムを用いて計測したことにつ

いては、令和元年度の解析は 1000Hz でデータ取得

した EMGおよび MMG信号から最大値や RMS値を算出

したのに対し、今回は 10Hz で転送されパソコン上

に表示されたグラフから最大値を目視で読み取った。

10Hz で転送する新 Measee システムのデータの信頼

性は先行研究 4)によって報告されているが、今回は

表示されたグラフから目視でデータを読み取ったた

め多少の誤差が生じたと考えられた。このことにつ

いては新 Measee システムにおいてタブレットや PC

上で簡便に選択部分の最大値や RMS値が算出できる

ように改良が望まれる。 

 

Ⅴ. 結論 

本研究では、スポーツ現場における日々の練習の

中で、Measeeシステムを用いて筋コンディションを

定量できるかを明らかにすることを目的とした。そ

の結果、今回の研究では筋コンディションを評価す

るには至らなかった。スポーツ現場での測定スケジ

ュールの検討や Measee システムの改良の必要性が

明らかとなった。 
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避難行動促進におけるメカニズムの解明-生理心理学的アプローチを用いて- 
1)吉備国際大学心理学部・2)広島文化学園大学看護学部・3)吉備国際大学心理・発達総合研究センター 

橋本翠 1)・森井康幸 1)・金澤寛 2)・小西賢三 3) 
 
（概要）                                              

本研究は，昨今の想定を上回る大規模な自然災害に対する防災及び減災に焦点を当て，危険だとわかっ

ていても「なぜヒトは逃げないのか?」さらに，「どうすれば避難行動を促進できるのか？」という素朴な

疑問について認知レベルと行動レベルの両側面から心理生理学的な実験手法を用いて探索的に検証する

ことを目的としている。応募者は，2018 年の西日本豪雨災害で被災し，改めて「正常性バイアス」の認識

の重要性と認知的メカニズムの解明が重要であることについて身を持って体験した。「なぜヒトは危険だ

と分かっていても逃げないのか？」その時の脳内の認知活動はどのようになっているのか？さらに，どの

ようにすれば認知レベルと行動レベルが結びつき(行動のパッケージ化)，早急な避難行動へと繋がるのか

を解明することはとても重要であると考える。 
 そこで本研究では，「正常性バイアス」が働いている時の認知レベルと行動レベルとの関連性について心

理生理学的手法を用いて検討を行うことを目的とした。 
 
本研究は，危険だとわかっていても「なぜヒトは

逃げないのか?」さらに，「どうすれば避難行動を促

進できるのか？」という素朴な疑問について認知レ

ベルと行動レベルの両側面から心理生理学的な実験

手法を用いて探索的に検証することを目的として，

研究を遂行する予定であった。2020 年度に続き，

2021 年度も新型コロナウイルス感染拡大防止によ

り，対面実験を予定通り実施することができず，研

究目的を達成することができなかった。2022 年度に

入り，漸く対面実験が可能となったが，再び感染拡

大により実験を中止することとなった。感染拡大状

況を見ながら引き続き実験を継続していく。 

具体的な研究計画は，①危険だとわかっていても

「大丈夫」「逃げない，逃げなくても良い」と判断し

ている時の脳活動はどのようになっているのか？

②どのような危機的状況になれば，いち早く「危険

だ」と判断し，避難行動へと繋がっていくのか？③

危機的状況と行動をパッケージ化することによって

避難行動が促進されるのか？の 3 点について脳活動

から探索していくことであった。 

具体的な研究方法としては，[研究 1]  災害場面

のVR を作成する (災害場面は phase5 に分類し，

官公庁が出す避難指示レベルと合わせる)。 

[研究 2] 作成した VR を用いて phase ごとの

ERP を測定・分析する。指標は P300 を用いて，

注意の定位により脳活動を捉える。 
[研究 3]  phase ごとに避難行動をパッケージ化

させ，学習させ，[研究 2]と同様の手続きで ERP
を測定・分析する。 

[研究 4]  [研究 2]と[研究 3]の条件を within 計

画で実施し，ERP を測定分析する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の 4 つの研究の遂行を想定していた。 

しかし，[研究 2]から[研究 4]の実験遂行が出来な

かったため，[研究 1]の災害場面のVR の作成を実施

した。 

 実際に VR ソフトによる作成を試みたが，既存の

災害 VR 動画のような刺激を作成することは非常に

難しく，専門的知識を有する者でなければ困難であ

ることが分かった。 
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 そこで，既存の VR 動画(内閣府 TEAM 防災ジャ

パン)からいくつかの場面を静止画像として保存し，

刺激を作成した（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.標準刺激(上)，逸脱刺激(中)，標的刺激(下) 

 

 図 2 に示した 3 種類の刺激(標準刺激/逸脱刺激/標

的刺激)の視覚オドボール課題を作成する。 

 3 種類の刺激の割合は，標準刺激(70%)，逸脱刺激

(15%)，標的刺激(15%)とし，参加者は，標的刺激に

対しボタン押しで反応し，その時の事象関連電位

(ERP)を測定分析し，注意を反映するとされる P300

を指標とする。 

 [手続き] 

 1ブロックは 120 試行からなり，計 6ブロック実

施する。 

 その後，参加者は，図 3 の 5段階の警戒レベルを

しっかり記憶したのち，再び，同様の課題を計 6ブ

ロック実施する。 

2021 年度も継続研究として採択されたが，新型コ

ロナウイルス感染拡大に伴い，対面実験を実施する

ことができなかった。2022年1月に，防災訓練VR(田

中電気株式会社製)をレンタルできたため，現在，実

験で使用する図 2 のような実験刺激を作成している。 

引き続き，実験を継続し，避難行動促進における

メカニズムの解明へとつなげていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 5段階の警戒レベル 

 
引用文献 

内閣 TEAM 防災ジャパン：https://bosaijapan.jp/library/ 
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硫化チタンを介した熱分解反応によるチタン製造プロセスの検証 
Efficiency of Production Process of Metallic Titanium by Thermal-Decomposition via Titanium-Sulfide 

 

津山高専 
National Institute of Technology, Tsuyama college. 

関 一郎 
Ichiro Seki 

 
（概要）  チタン鉱石として一般に産出されるチタンは酸化物の状態であり，これは非常に高い熱力学的安

定性を有しているため，これを分離して金属チタンにすることは容易ではない．しかしながら，酸化物以外の

チタン化合物の結合エネルギーは酸化物である場合に比較して一般的に低く，現行プロセスのクロール法も含

めて中間化合物を介して金属チタンを製造プロセスが一般的である．本研究ではこれまでに硫化チタンの熱分

解温度が比較的低いことに注目し，炭硫化反応を用いた硫化チタンの製造プロセスの検証および市販のアーク

溶解炉を用いた硫化チタンの熱分解反応により金属チタンが実際に得られることを明らかにしてきた．本年度

は，さらにここから昨今，顕著化している環境問題に鑑み，硫化チタン製造の際に利用してきた炭素熱還元法

に替わる還元反応として水素を用いた反応の有効性についてもも検証したのでその結果も報告する（詳細は現

在論文を専門誌に投稿中であり，その紙面上にて報告する）． 

                                                  

【緒言 Introduction】  

チタンおよびチタン合金は，特に高い化学的安定性

と強度を有した信頼性の高い金属材料として熱交換

器設備や航空機，生体医療用インプラント，スポー

ツ用品に至るまでの比較的高付加価値を必要とした

用途を中心にその需要が増加してきている．特に高

い信頼性を必要とする用途に対しては現行のクロー

ル法により製造した高純度のチタン原料を用いるこ

とが現在は確定的であり，チタン製造各社の増産体

制により高い需要に応えようとする動きはあるもの

の，その価格は鉄鋼材料の 10倍に及ぶため，鉄鋼材

料の置換目的の需要には応えらない現状がある．一

方でチタンおよびその合金中に不純物として酸素等

が溶解することで高強度化が実現できることが知ら

れており，構造材については必ずしも極低酸素濃度

を必要としないため，コスト面からも高品位で高価

なチタン材よりも安価で適切な性能を有した中品位

のチタン材の供給の方が市場からは求められること

は大いに予想できる．また，この様な中品位のチタ

ン材を供給するためにリサイクル材を利用する方法

も有効ではあるものの，チタンは鉄鋼材料に比較し

て高い化学的安定性を有するが故にライフタイムが

長く，チタン材がリサイクル材として回ってくるこ

とを待つよりは適切な品位のものを鉱石から製造し

た方が現実的である．この様な中程度の品位を有し

たチタン材の製造を目指した研究も少なからず報告

がなされており，私共の研究グループで過去に報告

した窒化チタンを熱分解して金属チタンを製造する

方法もそのひとつである．本報は，窒化チタンと同

程度に比較的低い熱分解温度を有する硫化チタンに

ついても窒化チタンと同様の熱分解によるチタン製

造プロセスが実現可能であるか否かを実証するとと

もに熱力学的な検討を行った．さらに昨今，顕著化し

ている環境問題に鑑み，硫化チタン製造の際の炭素熱

還元法に替わる還元反応として水素を用いた場合の反

応機構の検証およびチタン製造プロセスとしての有効

性について検証したので報告する． 

 

【実験方法 Experimental procedure】 

二か所の温度制御部を設けた横型の電気抵抗炉内に

石英管を設置し，その中央部に炭素熱還元プロセス

の場合には適量の黒鉛粉末を混合した酸化チタン粉

末，水素還元プロセスの場合には酸化チタン粉末を

入れたアルミナボートを設置した．実験では石英管
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内部をロータリーポンプによる真空引きの後に炭素

熱還元プロセスでは Ar ガス置換するとともに上流

側の電気炉内で硫黄粉末を適宜加熱することで下流

側の試料粉末に硫黄とアルゴンの混合気流が供給さ

れる様にし，水素ガス還元の場合にはAr-4%H2混合

ガスで置換，必要に応じて硫黄の蒸気も供給される

様にし，所定時間の保持の後に試料を室温にまで空

冷し，実験前後の試料粉末は生成相の同定を行った．

ここで作製した硫化チタン粉末は市販のアーク溶解

炉を用いてアーク炎等によって適宜加熱を行い，実

験前後の酸化チタンおよび硫化チタン粉末，熱分解

反応後に得られたの金属塊はエックス線回折法によ

る生成相の同定を行った．  

 

【結果Results】 

硫化後の酸化チタン粉末の表面性状は薄く黄色み

がかかった様に変化しており，エックス線回折法によ

る相同定では硫化チタン(TiS2)であることが判った．ま

た，ここで得られた粉末をアーク炎により加熱すると

視覚的には粉末状から金属光沢を有した塊状に変化す

るとともに相同定の結果から回折ピークとして金属チ

タンが存在することが判った．このような生成相の変

化について熱力学的文献値を用いて描くことのできる

図 1（a,b）に示す Ti-O-S系相安定図に照らし合わせて

反応時の酸素および硫黄分圧を推定すると，炭素熱還

元法による硫化チタン生成の場合(a)には酸素分圧が

10-15atm以下，硫黄分圧は 10-5atm以上であり，炭材混

合により期待される Boudoir 反応で規定される酸素分

圧(PO2=10-17atm at 1500K)より十分に大きく，熱力学的

にも合理的であることが示されている．また，熱分解

により金属チタンにまで還元する場合には，TiS2を介

すことにより，10-5atm程度の比較的高い酸素分圧下で

も金属チタンを容易に得ることができることが熱力学

的にも現実的にも可能なことが分かった＜[1] I. Seki, 

Mater. Trans., 62 (2021) 1533-1540.＞． 

他方，中間化合物の製造プロセスにおいて水素還元を

行った場合には，実験前には白色に見える酸化チタン

粉末ではあるが，実験後には上流側の炉を用いて硫黄

粉末を加熱して硫化させたものについては僅かに黄色

みがかかった性状に変化しており，硫黄を用いなかっ

た試料については黒色に性状が変化していた．詳細は

現在論文を専門誌に投稿準備中であり，その紙面上に

て報告する予定である．（一部日本金属学会・2021年春

季講演大会において報告済み） 

 

謝辞：本研究は公益財団法人・ウエスコ学術振興財

団・令和３年度学術研究活動費助成研究，一般財団

法人・向科学技術振興財団・令和２年度助成研究，

東北大学金属材料研究所附属新素材共同研究開発セ

ンターの共同利用研究(課題番号 202011-CRKEQ-

0003)として実施した． 

 

Fig.1. Ti-O-S phase diagram at 1500 K and 4000 K[1] 
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双方向可変剛性機構によるロボット義足に関する研究 

 

津山工業高等専門学校 総合理工学科 機械システム系 

野中 摂護 

 

近年，下肢切断者の活動支援のため，義足の研究や技術向上が行われている．しかし，従来義足は，単一方向

にしか剛性を設計できないことや装具装着後に剛性を変化させることができないといった問題点が挙げられる．

そこで本研究では，圧縮ばねと引張ばねを二重構造に組み合わせた機構を構築することで解決を試みている．

この機構を用いて，人の歩行時における身体運動と，これに対する足部と脚部の動きに着目した脚部の反力剛

性の制御を目指している．これまで提案した機構では，剛性の可変において動力伝達部とその方式に課題があ

った．そこでまず機構部の設計を見直すこととしたが，動力伝達部の局所的な応力集中を克服する中で，可変

剛性機構部の根本的な見直しと計画変更を余儀なくされた．この新たな設計では，伝達部を外骨格的な構造で

カバーし，剛性を可変することとした．そこでまずこれらの機能が再現可能か，設計を調整し検証した．その後

剛性可変に影響ない動力伝達部を考案した．提案機構を 3Dプリンターで造形し試作機を完成させ，実験検証に

よりその有効性を検討した． 

 

1. はじめに                    

近年下肢切断者の活動レベル向上のため，義足の

研究や技術向上が行われている[1][2]．従来の義足

では，一般的に弾性体として空圧や油圧などが用い

られている．しかしこれらの弾性体では事前に設定

された単一方向の剛性設計しか行えない． 

そこで先行研究にて，二重ばね構造を用いて双方

向への可変剛性機構を提案し（図１），この構造を基

に設計・試作と歩行実験を行った[3][4]．これによ

り先行提案義足での，剛性の可変と弾性の活用が確

認されている．しかし問題点として，重量化・大型

化，重心の偏りなどが挙げられた．改善のためには，

圧縮の動力伝達部のスペースを抑える必要があり，

また同時にばね部のスペース確保が必要となった． 

そこで，本テーマではこれらを解決する新たな義

足機構の開発を目的として，図２，図３のような螺

旋型ばね締緩機構を提案する．本機構は螺旋状のカ

バーでばねを圧縮させることで圧縮距離を固定しな

がら回転により効率的な可変ができる．また動力伝

達部により常に反力を得ることができる．外骨格的

な構造にすることで，ばね部のスペース確保も期待

できるものと考えた．製作した機構を用いて実験を

行い，可変剛性に必要なトルクを計測することで機

構の有効性を確認する． 

 

図１ 先行提案義足の機構 

     

図２ ばね緩締装置  図３ 3D設計モデル 

 

2. 機構の提案 

2.1. 従来義足の問題点 

先行研究で提案された従来機構（図４）では実用

化が難しい．その理由は大きく分けて３つある．１

つ目は重量である．従来機構ではばねの固定や軸に

ステンレス素材を使用している．またチェーンの使
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図４ 先行研究提案義足 

 

用や安定性を考慮したため，全体的に金属を多く使

用している．他にも必要なトルクが大きいため，出

力トルクが大きいモーターや減衰機を使用すること

で重量化に繋がったと考えられる．２つめの理由と

しては，重心の分散化が挙げられる．重量が重たい

モーターや減衰機を縦横の向きを統一していないこ

とや，配置が適切な場所ではないことから原因だと

考えた．３つ目としては，動力伝達の不具合が起こ

りやすいことである．従来機構はチェーンの使用や

スライダ機構を使用しているため，動作が不十分な

場合がある．そのため課題として，軽量化・重心の

安定化・効率の上昇が挙げられる． 

 

2.2. 提案義足の概要 

コイルばねを用いた機構は，空気圧や油圧などに

比べて装置の小型化・構造の簡易化が実現しやすい

という利点がある．それに対し，従来機構はコイル

ばねを用いたにもかかわらず，各々の機構が大きく

複雑に作られており．これらの利点が得られていな

い．この問題を解決するため，螺旋状での剛性変化

が可能な螺旋型ばね締緩機構を提案した．本機構は

雌ねじや雄ねじの役割をするばねカバーを製作し，

提案機構の影響を受けずにばねからの力を受けられ

る動力伝達部品を図５のようなハンコ型の形状で製

作し，装置の概要である図２，図３の上部に示すよ

うな形で配置した．また回転方向のねじり方向へ力

を加えることで，ばねの剛性変化が起こり，動力伝

達部に出力するような機構を提案する．また提案機

構では，右方向への力を加えるとばねが硬くなり，

左方向への力が働くとばねが柔らかくなる．本稿で

はこの機構を螺旋型ばね締緩機構と呼称する． 

 

図５ 動力伝達部 

  

図６ 上部ばねカバー   図７ 下部ばねカバー 

  

図８ 上部の断面図   図９ 下部の断面図 

 

2.3. 機構部の試作 

ばねカバーの上部を図６，下部を図７にその断面

図をそれぞれ図８，９に示す．構造としては筒状の

カバーを上部と下部に分けて作り，上部をめねじ，

下部がおねじの役割を持ち，ねじることで剛性の変

化が可能であるものとした．螺旋型ばね締緩装置は

従来機構に比べて装置の小型化・構造の簡易化が期

待できる．従来機構では圧縮ばね上部の板にめねじ

を切り，スライダ機構に用いているねじをモーター

によって回転させることで圧縮ばねにたわみを与え

ていた．そのため横方向からモーターを回転させる

必要があり，横にはみ出るため装置自体が大きくな

る．それに対し提案機構ではカバーがそれぞれおね

じ・めねじの役割があり，直接モーターからをカバ

ーの下部に出力することが可能になる．そのためモ

ーターがカバーの中に収まることができ，小型化・

構造の簡易化が図れると考えた． 
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3. 提案機構の動作検証 

3.1. 動作検証方法 

製作した螺旋型ばね締緩装置の有効性を検討するた

め，動力伝達部におもりを載せ，動力伝達部での変

位量で剛性の変化を確認する検証を行った．本実験

では，動力伝達部の変化量を見るため，特徴点をマ

ーキングして行った．その後動画による運動解析を

行うことで，可変剛性機構が機能しているか検証を

した．また，ばねカバーの上部と下部のそれぞれの

ねじの始点に印をつけ開始地点がわかるようにし，

自然長とばねカバーをねじり 1周，2周,3周，4周，

5周の計6回行う．動画解析にはkinovea Ver.0.8.15 

を使用する．検討は図１０の様に正面の定点からの

撮影と解析によって行った． 

 

3.2. 動作検証条件 

機構の最大高さ 203 [mm]から最小高さ 181 [mm] 

と変動するのに対し，カメラの設置高さ 170 [mm] 

の点に固定することとした．おもりは 20 [kg]のも

のを使用する．変位量を確認する際のばねの硬さは，

回転数で設定し，それぞれピッチより求めると，1周

4.5 [mm]，2周 9.0 [mm]，3周 13.5 [mm]，4周 18 

[mm]，5周 22.5 [mm]の圧縮距離として設定した． 

また変位量の計測のため，1 [mm] 当たりのピク

セル数を求め，ピクセルの単位からメートル単位に

戻す．上部ばねカバーの 𝑦 軸方向のサイズは 715 

[pix]であり，実際の寸法は 90 [mm] である．これ

を用いて 1 [mm] 当たりのピクセル数は約 8 [pix] 

だということが確認される．それぞれの点での変位

の様子を図１１に示す． 

 

3.3. 動作検証結果 

回転数による圧縮距離とばねの変位量の関係を表

１に示す．これをグラフにしたものを図１２に示す．

これらの結果から，圧縮距離と変位量は比例関係に

あり，剛性が高まる程に変位量が小さくなっている

ことが確認できる．このとき，各圧縮距離に対する

変位の時間変化を図１３に示す．これらの結果から

可変剛性が実現していることが確認できる． 

 

図１０ Kinoveaによる動画解析の様子 

 

図１１ 各圧縮距離に対するばねの縮み比較 

表１ 各圧縮距離における変位量の測定結果 

 

図１２ 各圧縮距離における変位量の関係 
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図１３ 各圧縮距離に対する y方向変位の応答 

 

図１４ デジタルトルクレンチ 

表２ デジタルトルクレンチの仕様 

 

4. 提案機構のばね緩締トルク検証 

4.1. 垂直変位における仕事との比較 

提案機構の有用性を調べるため，提案機構にかか

るトルクを測定した．使用したデジタルトルクレン

チを図１４に，その仕様を表２に示す．またトルク

を測定するために，図１５のような出力部分がない

トルクレンチ用の穴が開いた上部ばねカバーを新た

 

図１５ 測定用カバーパーツ 

 

 

図１６ トルク測定実験の様子 

 

に 3D プリンターで作成した．これを用いて図１６

のように，下部のばねカバーを固定し．製作した上

部ばねカバーを一周ごとにトルクの最大値を測定し

た．  

測定値を仕事変換するには仕事とは距離と力をか

けたものであるため，1周当たりの 2π[rad]を距離

とし，トルクの測定値にカバーの半径より求めた 𝑇

を，上部ばねカバーにかかるトルクとし 

𝑊 = 2𝜋𝑇 (1) 

と計算した．ばねにかかる力は図 6.1より弾性力は

ばね定数と変位量の積で求めることができる．この

式をもとにたわみ量を𝑥としグラフで表したものを

図 6.6 に示す．図 6.6 より，の面積が仕事となる

ため, 三角形と捉え 

W =
1

2
𝑘𝑥2 (2) 

により求めた．ただし𝑘はばね定数，𝑥をたわみ量と

する．これらの式から仕事に変換し垂直方向の仕事

と比較を行った．  
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表３ 巻き数に対するトルクの測定結果 

 

 

図１７ 巻き数とトルクの関係 

 

 

図１８ 計測したトルクと垂直変位の仕事比較 

 

 

 

 

 

4.2. 比較検証結果 

巻き数による各点での提案機構にかかったトルク

の変化を表３に示す．この関係を示す図１７より，

徐々にトルク数が上がっていっていることがわかる．

これはばねが固くなるにつれ反力が大きくなり，回

す力のトルクが大きくなっているからだと考えられ

る．またおおよそ一定の傾きであることから比例関

係であるといえる．この理由としては，測定値のた

め，多少の誤差は生じているがもともとのトルクの

式が距離と力の関係である 一次関数であるからだ

と考えた．また巻き数 8回では比例関係と比べ少し

大きく傾いている．これはトルクの最大値をとって

いるため，回す力にばらつきがあり余分なトルクを

出力してしまったためだと考えられる． 

 

4.3. 考察 

式（１），（２） から垂直方向のばねにかかる仕事

の理論値と提案機構にかかる仕事を導出した．その

関係を図１８に示す．これをみると，巻き数 5回未

満では垂直方向にかかる仕事のほうが低くなってい

るが，一方で 5回以降では提案機構の方が低くなっ

ている．これは式（１）と式（２）から 1 次関数と

二次関数の関係からだと考えた．提案機構では一次

関数の傾きとなっており，比例関係である．また，

垂直方向の仕事では二次関数の放物線を描き上昇し

ている．そのため垂直方向の仕事は提案機構と比べ

傾きが大きく, 波がある．一方提案機構では，垂直

方向の仕事と比べ傾きが一定でありあまり変化して

いないことがわかる．また最大仕事量の減少が確認

でき，変位する距離が大きくなるほど提案機構の仕

事量が垂直方向の仕事より有用性があることがわか

った．これによりモーターの定格出力の低下や減速

機の減速比が減少できる．また，最大仕事量の減少

の理由として，提案機構ではばねの剛性を固定する

ことができるため，弾性力を抑制する省エネルギー

化のためだと考えた．これらのことからロボット義

足の小型化や軽量化につながることから有用性を確

認できた． 
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5. おわりに 

本研究では，先行研究での双方向可変剛性機構を

用いた義足機構の改善のために，新たな可変剛性機

構の設計・試作・検証を行った．試作した装置を用

いた動作検証の結果から可変剛性が可能の有効性を

確認できた．また，トルク検証の結果から最大仕事

量の減少を実現した．これによってロボット義足の

小型化や軽量化が可能であると考えられる．今後こ

の機構を組込むたの検討を進めたい． 
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放線菌における Sec系分泌促進因子の探索 

 

岡山県農林水産総合センター生物科学研究所・酵素機能研究グループ 

楊 霊麗 

 

（概要）放線菌 Streptomyces属は、環境へ適応や養分の獲得のため、細胞外へ多様な加水分解酵素を分泌する。

これらの加水分解酵素は、食品加工分野でよく使われている。生産性向上及び新種有用酵素の開発には、分泌

量の増強方法を検討する必要がある。放線菌におけるタンパク質の分泌は、多くの場合は Sec 経路を通る。本

研究は、Streptomyces発現系における分泌酵素の生産性増強のために、分泌酵素の大量発現に対する Sec経路

に関する分泌因子の影響について検討した。昨年度は、デュアル発現ベクターを構築し、分泌酵素と分泌因子

の同時発現を実現した。S. mobaraensis由来のトランスグルタミナーゼ（SMTG）を分泌酵素の対象として、宿

主 (S. lividans) 由来５種類の分泌因子（FtsY, SecA, CssS, CssRと SPase）を選択し、スクリーニングを行

った。その結果、CssRの大量発現は、SMTG分泌を増強した。一方、FtsY、SecA及び CssSは、分泌を抑制した。

今年度は、分泌量の少ないアミノペプチダーゼ M1-TH2 について、CssR の応用を検討した。その結果、CssR の

大量発現は培地中のアミノ酸濃度を増加したが、M1-TH2の安定性が低いため、培地中に殆ど保持できなかった。 

 

1. はじめに 

放線菌、特に Streptomycesは、抗生物質の生産者

として知られているが、環境へ適応や養分の獲得の

ため、細胞外へ多様な加水分解酵素も分泌する。こ

れらの加水分解酵素は、工業や食品加工などにもよ

く使われている。ゲノム解析を行い、遺伝子情報か

ら新たな酵素も次々と報告されており、申請者が所

属する研究グループが見出したアミノペプチダーゼ

(Wan et al. 2019)及びカルボキシペプチダーゼ

(Wan et al. 2016)は、それぞれの基質特異性や適

応条件があるため、食品中のアレルギー源や苦味の

減少に効果が期待される。しかしながら、これら遺

伝子情報を元に大量発現させた酵素は、微量にしか

分泌されない場合が多い。このように、新種有用酵

素の開発において、分泌量の増強が重要である。 

放線菌におけるタンパク質の分泌メカニズムにつ

いて、近年理解が進み、大腸菌と同様に、多くの場

合は Sec 経路を通る。Sec 経路は、リボソーム合成

中および合成したタンパク質を認識し、細胞膜内在

チャンネル複合体 SecYEG を通らせ、細胞膜外へ輸

送する。この過程は、細胞内タンパク質の認識因子

(SRP、trigger factorなど)、細胞膜への導き因子

(FtsY、SecA)、細胞膜貫通の助力因子(SecA)、細胞

膜から分泌タンパク質を切り出す因子(SPases)など

いくつかのタンパク質因子に作用される（図 1）。そ

して、細胞外に分泌されたタンパク質のミスフォー

ルディングが大量に起こし、生育に影響を与えた場

合の分泌ストレス感知と除去因子(CssSと CssR)も、

タンパク質の分泌に重要である（図 1）。 

分泌タンパク質の大量生産に連れて、これらの分

泌因子が律速になる可能性があると考えられる。放

線菌 と同じ グ ラム陽性菌 である Bacillus 

Megaterium を宿主とする発現系について、SPase 

(SipM)の大量発現により、酵素 dextransucraseの分

泌量約 3.5倍が増強した(Malten et al. 2005)。更

に、異種由来組み換えタンパク質について、分泌タ

ンパク質に対する分泌因子の特異性も分泌量と関わ

図１ 放線菌 Sec 分泌系に関わる因子 
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るとされる。SecA の C-末端は、分泌タンパク質を

proof readingする役割があると言われ、C-末端を

削った SecAを用いて、Bacillus subtilisを宿主と

した、異種由来のタンパク質の分泌量を増強した報

告がある(Kakeshita et al., 2010)。しかしながら、

放線菌 Streptomyces 発現系におけるこれらの研究

は殆ど知られていない。そこで本研究は、

Streptomyces 発現系における分泌タンパク質の生

産量を増強できる分泌因子をスクリーニングし、そ

れらの応用性について検討した。 

2. 昨年度のまとめ 

（１）宿主 Streptomyces lividansにおけるデュア

ル発現ベクターpTSKrを構築し（図２）、二種の遺伝

子の共発現を達成した。 

（２）デュアル発現ベクターpTSKr を用いて、安定

性の高い分泌酵素トランスグルタミナーゼ SMTG と

５種の分泌因子（図１）とそれぞれ共発現し、スク

リーニングした。SMTGの生産量に対して、増強因子

CssR（分泌ストレス除去因子）を見出した（図３）。 

3. 今年度の進捗状況 

昨年度見出した分泌増強因子 CssR 及び無抑制の

因子 sipY と、培地中に微量しか分泌されない酵素

アミノペプチダーゼ M1-TH２をそれぞれ共発現し、

M1-TH2分泌量への影響を検討した。 

因子 CssRと分泌酵素 M1-TH2と共に大量発現させ

た S.lividans の増殖は、M1-TH2 のみ大量発現され

たものより、対数増殖期に若干速まった（図 4（A）、

16時間と 24時間）。それと対応し、24時間と 32時

間培養後、培地中タンパク質濃度の減少と、16時間

際に培地中アミノ酸濃度の急増とその後（24 時間）

の急減であった。CssRは、本来細胞外アミノ酸濃度

の低い環境下で CssS によりリン酸化され、細胞外

ミスフォーディングや安定性の低いタンパク質を分

解する膜タンパク質の遺伝子を誘導する働きをもつ。

16時間にM1-TH2のみ大量発現させた S.lividansの

培養液に高い M1-TH2活性値を示し（図 4(B)）、SDS-

PAGE に M1-TH2 の分子量と相当するバンドも確認で

きた。一方、CssR と共発現された培養液には、M1-

図 2．デュアル発現ベクターpTSKr duet。 

図 3．培地中に分泌された SMTG 活性に対する分泌

因子の影響。異なるアルファベットは有意差を示し

ている（ANOVA, n=3, エラーバーは標準偏差）。72 

時間培養時点での比較。 

図 4. 分泌因子 sipY もしくはCssRと分泌酵素M1-

TH2 との共発現。A：成長曲線、B：培地中M1-TH2

活性の経時変化、C：培地中のタンパク質濃度の経時

変化、D：培地中のアミノ酸濃度の経時変化(n=3±標

準偏差)。E：SDS-PAGE。三角はM1-TH2（52.4kDa）

のバンドを指す。両側のバンドは分子量マーカーの

50 kDa と 37 kDa を表し、それぞれの数字で示して

いる。 
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TH2の活性もSDS-PAGEに対応するバンドも殆ど検出

されなかった（図 4（B&E））。その原因として、M1-

TH2の安定性が非常に低いため、CssRとの共発現に

より、細胞外に分泌された M1-TH2 は素早く分解さ

れ、培地中に殆ど保持できなかったと考えられる。

72 時間以降 M1-TH2 活性の増加と相当するバンドは

SDS-PAGEで確認できなかった（図 4（B＆E））ことか

ら、検出された活性は培地中にある他のアミノペプ

チダーゼの働きと考えている。 

SipYとの共発現により、静止期に入る前（図 4（A））

に培地中のタンパク質濃度を増加した（図 4（C））

が、M1-TH2の活性（図 4（B））と SDS-PAGE上で M1-

TH2のバンドは減少した。この結果から、sipYの共

発現により、M1-TH2の分泌は促進しなかったものの、

宿主である S.lividans の他のタンパク質の分泌を

促進したと示唆された。M1-TH2の分泌が促進されな

かった一つの理由として、S.lividans 由来の sipY

は S.cinnamonues 由来の M1-TH2 に対する特異性の

低さがあるものと推察している。 

昨年度 SMTGと共発現した結果とまとめて言うと、

因子 CssR は培地中のアミノ酸量を増やす効果があ

るため、安定性の高い分泌酵素 SMTG などの生産に

は増強効果がある一方、安定性の低い分泌酵素の生

産には応用できなかった。因子 sipY は異種由来分

泌酵素に対する特異性が低いため、分泌増強効果が

なかった。 
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⽇日本の伝統⾷食材サトイモを疫病から守る！  
RNAseqによる防御マーカーの作製と免疫⼒力の向上による防除技術の開発  

  
岡⼭山県農林⽔水産総合センター⽣生物科学研究所  

鳴坂   真理、鳴坂   義弘  
  
Phytophthora  colocasiae を病原菌とするサトイモ疫病は、2014 年頃から多発するようになり、サトイモの国
内主要⽣生産地に甚⼤大な被害をもたらしている。サトイモの⽇日本への渡来は古く、縄⽂文時代から⾷食されていたと
の説もあり、稲作よりも歴史のある作物である。また、サトイモは伝統的な和⾷食の⾷食材としてだけではなく、近
年では介護⾷食、離乳⾷食としても活⽤用されている。しかしながら、疫病の急激な蔓延により、国産サトイモが⼤大き
く減産し、⽣生産農家の離農、栽培地の荒廃が懸念されている。本研究では、疫病を防除するため、サトイモの免
疫⼒力を⾼高める  次世代型の農薬である“プラントアクチベーター（抵抗性誘導剤）”を選抜･評価した。その結果、
独⾃自に開発したサトイモの防御マーカー遺伝⼦子を⽤用いた選抜･評価により、サトイモの免疫を活性化するプラン
トアクチベーター候補剤アシベンゾラルS-‑メチルを得た。さらに、本剤をサトイモに処理することで、疫病菌
の感染を抑制することに成功した。今後、サトイモにおける本剤の作⽤用機作および、疫病菌の感染抑制機構を
解明することで、本剤の社会実装の実現をめざす。  
  
  
1.  はじめに                                                           
サトイモ疫病（Taro  leaf  blight）は、Phytophthora  
colocasiaeを病原菌とする病害で、海外のサトイモ
類の栽培地では以前から広く発⽣生している。本菌は、
卵菌類に属し、鞭⽑毛を持つ遊⾛走⼦子が⽔水中を泳ぎ、サ
トイモ属にのみ感染する。また、本菌は、10〜～35℃
で⽣生育し、発病（感染）の⾄至適温度は27〜～30℃であ
る。国内では、以前（1971年）から発⽣生の報告があ
るものの、経済的に重⼤大な被害をもたらすことはな
かった1-‑3)。ところが、2014年に宮崎県で多発し40％
以上の減収になった4）。その後は、⿅鹿児島県（九州）、
愛媛県（四国）、千葉県、埼⽟玉県（関東）に蔓延し、
その被害は全国のサトイモ（Colocasia  esculenta  
(L.)  Schott）の主要産地に拡⼤大している（図1）。サ
トイモは、⽐比較的栽培が容易であり、発⽣生する病害
⾍虫の種類も少なく、殺菌剤の散布を必要とする病害
の被害がなかった。しかしながら、急激に疫病が蔓
延したため防除対策は進んでおらず、疫病の防除の
ために殺菌剤の計画的かつ連続散布が必要となり、
⽣生産農家の離農および栽培地の荒廃が既に始まって
いる4-‑6)。また、サトイモの葉はロータス効果(Lotus  
effect）により撥⽔水性が⾮非常に⾼高く、散布した農薬の

付着が困難であることから、農薬処理法についても
検討が必要である。このままでは産地が崩壊し、⽇日
本産のサトイモは⽇日本の⾷食卓から消える可能性があ

図1.  サトイモ疫病が発⽣生した圃場（⿅鹿児島県） 
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る。サトイモは伝統的な和⾷食の⾷食材としてだけでは
なく、近年では介護⾷食、離乳⾷食として活⽤用されたり、
ぬめりに含まれる⽔水溶性⾷食物繊維のガラクタンおよ
びグルコマンナンは便秘の予防改善をするのと同時
に、⾎血糖値やコレステロール値を下げる働きがある
といわれ、⽣生活習慣病の予防が期待されている。  
   近年、ヒトの免疫と同様に、植物も類似した免疫
機構を有することが明らかになってきており、植物
⾃自⾝身が備えている病気に対する“抵抗⼒力”を強化する
ことで病気にかかりにくくなり、病害防除による⽣生
産量損失の抑制と、従来の農薬の使⽤用量を⼤大幅に削
減することが期待されている。これにより、環境へ
の負荷を軽減しつつ、植物を通した循環型社会の構
築が期待できる。  
この植物⾃自⾝身が持つ防御システムを活性化して病
害を防除する環境低負荷型の病害防除法として、プ
ラントアクチベーター（plant  activator、抵抗性誘導
剤）が知られている7)。プラントアクチベーターは、
それ⾃自⾝身には殺菌作⽤用はなく、植物の免疫⼒力を活性
化することで病気の感染を防ぐ農薬であり、環境へ
の影響は⼩小さいと考えられている。  
本研究では、疫病を防除するプラントアクチベータ
ーを選抜・評価し、疫病の防除法を確⽴立することを
⽬目的とする。  
  
2.  研究⽅方針  
現在、サトイモ疫病を防除するために農薬登録され
た農薬はアミスター20フロアブル、ジーファイン⽔水
和剤、ダイナモ顆粒⽔水和剤、MICペンコゼブ⽔水和剤、
ランマンフロアブルのみであり、これらでローテー
ションをするしかない。このようにサトイモ疫病を
防除する殺菌性の農薬は限られており、新剤の開発
には 10 年以上の期間を要するため、早期に市場に
投⼊入できる資材の開発が求められている。サトイモ
疫病の防除は喫緊に解決すべき課題であり、当⾯面の
課題の解決のためには、栽培環境の改善などにより
疫病の防除対策を⾏行うしかないが、今後の戦略とし
ては、  
・既存の農薬の登録拡⼤大による防除に使⽤用できる農
薬の種類を増やす  

・プラントアクチベーターなどにより、疫病に対す
る抵抗⼒力（免疫⼒力）の向上によるサトイモの健全化  
・疫病に対する抵抗性品種の開発  
が考えられる。抵抗性品種の育種には少なくとも数
年以上を要するため、本研究では、サトイモが本来
備えている病気に対する免疫⼒力を向上させることで
疫病を防除することをめざし、病原菌に対する作物
の病害抵抗性を誘導する“プラントアクチベーター”
を開発する。  
  
3.  サトイモへの薬剤散布法の検討  
   サトイモやハスの葉は、その微細構造と表⾯面の化
学的特性により、葉の表⾯面についた⽔水は表⾯面張⼒力に
よって、丸まって⽔水滴になり、転がり落ちる。この
撥⽔水現象をロータス効果という（図2）。  

   サトイモの葉はロータス効果により濡れが悪く、
散布した農薬が葉に付着しにくいため、散布時に展
着剤の加⽤用を必要とする。しかし、展着剤の種類に
よっては薬害を⽣生じることが報告されており、注意
を要する8)。  
   本研究において、薬剤の処理⽅方法について検討し
た。数種類の展着剤について検討した結果、いずれ
においても葉が薬液をはじいてしまった。また、撥
⽔水性は新葉（上位葉）は強く､古い葉（下位葉）は弱
い傾向が認められた。疫病は、上位葉に⽐比べて下位
葉において発病しやすいことが報告されており 9）、
ロータス効果の強弱が感染に影響していることが⽰示
唆された。  

図2.  サトイモ葉のロータス効果  
⽮矢印は葉の上の⽔水  
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   既存のプラントアクチベーター（アシベンゾラル
S-‑メチル、プロベナゾール、チアジニルなど）は、
薬剤の⼟土壌混和により根から有効成分を吸収させて
植物⾃自⾝身が持つ病害抵抗性を活性化することで病害
を防ぐ。そこで、本課題では、ポット植えのサトイ
モにプラントアクチベーター溶液を潅注処理するこ
とにより病害抵抗性を誘導することを考えた。  
  
4.  サトイモの RNAseq 解析による防御マーカーの
開発  
   2020 年 8 ⽉月にサトイモのドラフトゲノム（ゲノ
ムサイズは約 2.4Gbp、推定遺伝⼦子数 28,695。参考
としてイネのゲノムサイズの6倍に相当）が発表さ
れた10)。しかしながら、遺伝⼦子の機能情報などの詳
細な解析はなされていない。そこで、前年度に、サ
トイモの免疫活性化を評価するための防御マーカー
を作製するため、サトイモのRNAseq解析を実施し
て発現遺伝⼦子の情報を得、防御マーカー候補遺伝⼦子
の取得を試みた。  
   プラントアクチベーターであるアシベンゾラル
S-‑メチルの 0.5mM 溶液をポット植えのサトイモに
潅注処理し､経時的にサンプリングした。本試料から
前年度に報告した⽅方法で RNA を抽出し、次世代シ
ーケンサーによるRNAseq解析（150  bp  paired-‑end、
5G）（DNBSEQ、MGI社）に供した。その結果、ア
シベンゾラル S-‑メチル処理により 5 倍以上発現誘
導された遺伝⼦子は353個であり、そのうちBLASTX
解析により推定防御関連遺伝⼦子は 26 遺伝⼦子であっ
た。また、リアルタイムPCR法により、アシベンゾ
ラル S-‑メチルを処理したサトイモ葉において
CePR1 および CeLRK91（L-‑type   lectin-‑domain  
containing  receptor  kinase  IX.1）遺伝⼦子の発現が認
められ、防御（抵抗性誘導）マーカーとして活⽤用で
きることが⽰示唆された。⽤用いたプライマーはCePR1
（Forward: AGA  ACC  TCT  TCT  GGG  GCA  GC、
Reverse: TTG  GCG  CCG  TAG  TCG  TAG  TC）およ
び、CeLRK91  (Forward: GGC  TGA  TGG  TGG  TGG  
GTT  TG、Reverse: CAT  CTC  GGC  TGG  CAG  TTT  
CG）、鋳型RNAの補正にハウスキーピング遺伝⼦子
として CeEF1α（Forward: CGT  GAG  CGT  GGT  

ATC  ACC  ATT  G、   Reverse: GCC  TGA  GAA  GTC  
CCG  GTA  ATC  A）を⽤用いた。  
  
5.  サトイモの病害抵抗性誘導処理  
   前述の通り、サトイモ葉に薬剤処理してもロータ
ス効果により全てはじかれてしまう。⼀一⽅方で、農薬
の付着を向上させるため展着剤を加⽤用するとサトイ
モ葉が褐変するなどの薬害を⽣生じた。そこで、薬害
を避けるため、潅注処理による薬剤処理を実施した。
前年度に報告した⽅方法により⼈人⼯工気象器で育成した
サトイモ（品種：⼟土垂、本葉2〜～3枚）に0.5mMア
シベンゾラルS-‑メチルを潅注処理した（容量300ml
のポットに対して30mlの薬液）（図3）。  

   処理して2⽇日間後にサトイモ葉をサンプリングし
てRNAを抽出し、遺伝⼦子発現解析に供した。本処理
により、サトイモに薬害は⽣生じなかった。また、処
理 2 ⽇日後のサトイモ葉から 2cm ⾓角の葉⽚片を切り取
り、DWを⼗十分に含ませ2重にしたプロワイプ（ソ
フトマイクロワイパーS220、エリエール）を敷いた
直径4cmシャーレ中に置いた。次いで、V8 平板培
地で培養した疫病菌をコルクポーラーで寒天ごと打
ち抜いて、菌そうをサトイモ葉に置床することで接
種した。その後、24℃、16 時間明下/8 時間暗下、
湿室下の⼈人⼯工気象器内に静置し、5 ⽇日後に病徴を検
定した。発病指数は、0：発病無し、1：菌そう直下
のみが褐変、2：葉⽚片の25％未満が褐変、3：葉⽚片の
25％以上〜～50％未満が褐変、4：葉⽚片の50％以上が
褐変の5段階とした。発病度は、Σ（発病指数別箇

図3.  サトイモとその葉位  
展開した新葉から順番に第1葉〜～第3葉とした。  

�
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所数×発病指数）÷（全調査箇所数×4）×100によ
り算出した。  
   サトイモへのアシベンゾラル S-‑メチルの潅注処
理により、防御応答遺伝⼦子CePR1およびCeLRK91
の発現が認められ、サトイモの免疫が活性化してい
ることが明らかになった（図4）。  

   また、アシベンゾラルS-‑メチルを潅注処理したサ
トイモ葉は疫病の感染が有意に抑制された（図 5、
表 1）。さらに、その葉位により、発病度が異なる
ことが明らかになった。  

   アシベンゾラル S-‑メチルは植物の主要な防御応
答経路であるサリチル酸シグナル伝達経路を活性化
して抵抗反応を誘導することで病害を防除すること
が知られている。今後、サトイモの防御応答機構を
明らかにすることで、疫病の防除に貢献することが
期待される。  
  
6.  おわりに  
   本研究において、世界で初めてサトイモの防御応
答遺伝⼦子を明らかにし、さらに、これを防御マーカ
ーとして、サトイモの抵抗性誘導を解析することが
可能となった。また、サトイモの重要病害である疫
病を防除するプラントアクチベーターの取得に成功
した。  
   ⽇日本において、サトイモは伝統的な⾷食材として和
⾷食を中⼼心に⾷食されており、また、加⼯工、業務⽤用野菜
として多く利⽤用されている。さらに、最近では、健
康機能野菜として注⽬目されている。⼀一⽅方で、国産サ
トイモは作付⾯面積（10,700ha、2020 年）、⽣生産量
（139,500トン、2020年）ともに年々減少しており、
価格の安い輸⼊入サトイモが多く流通している。2017
年の冷凍サトイモの輸⼊入量は 31,191 トンで、⽇日本
の供給量に占める割合は17％であり、そのほとんど
が中国産である。輸⼊入冷凍⾷食品の農薬混⼊入事件以来、
国⺠民の⾷食の安全、安⼼心に対する意識の向上から、国
産野菜の供給に対する要望が⾼高いが、全国的なサト
イモ疫病の蔓延により、国内主要⽣生産地の⽣生産量が
⼀一時40％以上も減じ、国産サトイモの⽣生産が危機的
状況にある。本研究により、サトイモの免疫⼒力を⾼高
める次世代型の農薬である“プラントアクチベータ
ー”を⽤用いて疫病の発⽣生を抑制できる可能性が⽰示唆
された。今後、サトイモにおけるプラントアクチベ

図5.  疫病菌を接種して5⽇日後の病徴  
サトイモに DW またはアシベンゾラル S-‑メチル
（ASM）を前処理して 2 ⽇日後に、サトイモ葉⽚片に
疫病菌を接種した。接種5⽇日後に病徴を検定した。  

図 4.  抵抗性誘導剤を処理したサトイモにおける防
御応答遺伝⼦子の発現解析  
サトイモにDWまたはアシベンゾラルS-‑メチルを
潅注処理し、48 時間後に第1葉および第2葉から
RNAを抽出してリアルタイムPCR法により防御応
答遺伝⼦子CePR1 およびCeLRK91 の発現を解析し
た。  
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ーターの作⽤用機作および、疫病菌の感染抑制機構を
解明することで、本剤の社会実装を実現し、サトイ
モの⽣生産量を回復・増産することで、産地の荒廃を
防ぎ、安全な国産のサトイモを国⺠民の⾷食卓に届ける
ことが可能となる。消費者にとっては､良質な⾷食料の
安定供給と合理的な価格での⼊入⼿手が達成される。以
上により、縄⽂文時代後期から続く⽇日本古来の⾷食⽂文化
を守ることが可能となる。  
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ナス病原性に重要な青枯病菌エフェクターの同定と耐病性母本選抜 

 

岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 

向原隆文 

 

 ナスは phylotype IV 青枯病菌が持つ HopBF1 エフェクターを認識して強い病害抵抗反応を惹起する。青枯病

菌 HopBF1 は植物の分子シャペロン HSP90 を標的として壊死病斑形成を誘導することが知られている

Pseudomonas syringae の HopBF1 と高いアミノ酸相同性（38% identity, 79% similarity）を示した。青枯病菌 HopBF1

には HSP90 リン酸化に重要とされるアミノ酸残基が全て保存されており、タバコ本葉で一過的に発現させると

これら残基依存的に壊死病班の形成を誘導した。ナスの HopBF1 認識もこれら残基に依存することから、ナス

は HopBF1 のプロテインキナーゼ活性を何らかの機構で検出して病害抵抗反応を惹起すると考えられる。一方、

phylotype IV 青枯病菌のΔhopBF1 変異株はナス内である程度増殖が可能となり、ごく弱くではあるがナス病原

性を示すようになった。また、アジア・アフリカに分布する phylotype I 及び phylotype III のナス青枯病菌は共

通に同一の hopBF1 null 変異を持っていた。以上の結果から、青枯病菌の病原性進化において hopBF1 変異はナ

ス病原性獲得の「はじめの第一歩」であったと考えられる。 

 

はじめに 

 ジャガイモはイモ類で最大の栽培面積を誇る重要

作物であり、国内の年間生産量は 250 万トンに達す

る。ジャガイモ栽培で最も大きな被害の出る病害の

一つが植物病原細菌Ralstonia solanacearumによって

引き起こされる「青枯病」である。青枯病菌の宿主

範囲は非常に広く、ナス科を中心に 50 科 200 種以上

の植物を加害することが知られている（Hayward, 

1991）。本菌は土壌中に生息しており、植物の根や傷

口から植物体内に侵入すると維管束内で増殖して植

物全身に広がり、最終的に植物を枯死させる（Genin 

and Denny, 2012）。本病の抑制には土壌消毒が有効で

あるが、強力な化学殺菌剤が環境への配慮から使用

禁止になったことや地球温暖化による地温の上昇で

青枯病が頻発する状況となっている。特に、東南ア

ジアから侵入した phylotype IV 青枯病菌が定着して

いる九州・沖縄では、日本産青枯病菌（phylotype I）

を対象に育種された既存のジャガイモ品種が

phylotype IV に弱いため、毎年大きな被害が発生し

ている（菅ら, 2013）。このため phylotype IV 抵抗性

ジャガイモ新品種の開発が急務となっているが

phylotype IV 抵抗性遺伝子に関する知見はない。 

 近年の研究から、植物が持つ病害抵抗性（R）遺

伝子の産物は病原菌が感染時にタイプ III 分泌系を

介して植物細胞内に注入する病原タンパク質（エフ

ェクター）を認識する細胞内レセプター（NBS-LRR

抵抗性タンパク質）であることが明らかとなってい

る（Jones and Dangl, 2006）。植物は百種類以上の抵

抗性タンパク質を持っており、これを介して多様な

病原菌を認識し、病害抵抗反応を誘導することで身

を守っている。この図式は青枯病菌とナス科植物の

相互作用においても成り立つ。 

 わが国に分布する phylotype IV 青枯病菌は同じナ

ス科作物のジャガイモに強い病原性を示すにも関わ

らず、ナスを発病させることができない（菅ら, 2013）。

このことは、ナスは phylotype IV 青枯病菌が持つ何

らかのエフェクターを認識し、病害抵抗反応を惹起

していることを強く示唆する。 

 筆者は昨年度の本研究でナスが phylotype IV 青枯

病菌の HopBF1 エフェクターを認識して強力な病害

抵抗反応を惹起することを見出した。今年度、ナス

がどのように青枯病菌 HopBF1 を認識するのかにつ

いて詳細な分子機構の解析を行なった。また、青枯

病菌がどのようにしてナス病原性を獲得したかを知

る目的で phylotype IV青枯病菌のΔhopBF1変異株を

作出してナス病原性を調べると共に世界に分布する

青枯病菌で hopBF1 遺伝子分布を調査した。
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結果と考察 

1. 青枯病菌 HopBF1 のアミノ酸相同性解析 

 phylotype IV 青枯病菌の HopBF1 エフェクターは

植物病原細菌 Pseudomonas syringae の HopBF1 と高

い相同性（38% identity, 79% similarity）を示した。P. 

syringae のHopBF1については 2019 年に病原因子と

しての機能が報告されており、（1）プロテインキナ

ーゼとして宿主植物の HSP90 をリン酸化し、シャペ

ロン機能（ATPase 活性）を失わせること、（2）それ

により植物細胞にダメージを与え、壊死病班を形成

させること等が明らかになっている（Lopez et al., 

2019）。HopBF1 は多くの動物及び植物病原細菌で保

存されており、真核生物が共通に持ち、植物の

NBS-LRR 抵抗性遺伝子や転写因子の活性維持を担

う分子シャペロン HPS90 を標的とすることから大

きく注目された。青枯病菌 HopBF1 には P. syringae 

HopBF1 でHSP90 のリン酸化に重要とされるアミノ

酸残基（Gly-rich loop, K72, E91, D166 及び D184）が

全て保存されていた（図 1a）。青枯病菌 HopBF1 を

アグロバクテリウムを用いた一過的発現系を利用し

てタバコ本葉で高発現させると特徴的な壊死病班が

誘導された（図 1b）。また、HSP90 に対するリン酸

化活性に重要とされる 2 つのアミノ酸残基 D166 及

びD184（phylotype IV青枯病菌ではD209及びD224）

を変異させたHopBF1 D209A及びHopBF1 D224Aで

は壊死病班の誘導能が消失した。以上の結果から、

青枯病菌 HopBF1 も P. syringae HopBF1 と同様、宿

主 HSP90 を標的とするプロテインキナーゼである

可能性が高いと考えられる。 

 

２. HopBF1 の認識は植物に強い青枯病抵抗性を惹

起する 

 ナスは phylotype IV 青枯病菌の HopBF1 を認識し

て強い HR を誘導する。ナスに適応し、強い病原性

を示すナス青枯病菌RS1002株に野生型hopBF1遺伝

子（hopBF1+）を導入すると、hopBF1+導入菌株はナ

ス本葉に対して強い HR を誘導するようになり（図

2a）、同時にナスに対する病原性が完全に消失した

（図 2b 及び 2c）。hopBF1+導入株はナスの維管束組

織内で全く増殖できなくなること（図 2d）から、

HopBF1 を認識して惹起されるナスの病害抵抗反応

は非常に強力であることが明らかになった。興味深

いことに、HopBF1 の HSP90 リン酸化活性に重要と

されるアミノ酸残基を変異させた HopBF1（HopBF1 

D209A 及び HopBF1 D224A）遺伝子を導入した

RS1002 株ではナスに対する HR 誘導能と病害抵抗

性誘導能は全く観察されなかった（図 2）。以上の結

果はナスがHopBF1のHSP90リン酸化活性を何らか

の機構で検出して病害抵抗反応を惹起していること

を強く示唆しており、ナスは自身の細胞機能に重要

な HSP90 を病原菌の攻撃から守る機構を発達させ

ていると考えられる。 

図 1．HopBF1 のアミノ酸配列比較及び植物本葉に対する壊死病班の誘導 

(a) Phylotype IV 青枯病菌（Rsi）由来HopBF1 とP. syringae（Ps）由来HopBF1 のアミノ酸配列の部分比

較。両端の数字はアミノ酸位置を示し、赤字はプロテインキナーゼ活性に重要なアミノ酸残基を示す。

(b) HopBF1 を一過的発現したタバコ本葉で観察される壊死病班。写真は接種 6 日後。 
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3. phylotype IV 青枯病菌の ΔhopBF1 変異株はナスに

弱い病原性を示すようになる 

 これまでの結果から、phylotype IV 青枯病菌は

hopBF1 遺伝子を持つためにナスを発病させること

ができない可能性が考えられた。これを検証する目

的で phylotype IV 青枯病菌の遺伝子破壊を行い、

ΔhopBF1 変異株を作出した。phylotype IV 青枯病菌

のΔhopBF1変異株はナス本葉に対するHR誘導能を

完全に消失した（図 3a）。この結果から、HopBF1

はナスに認識される主要 Avr エフェクターと考えら

れる。ΔhopBF1 変異株をナス本葉に切断接種したと

ころ、ナスを発病（萎凋）させることはできなかっ

たが、接種部位から本葉維管束内に侵入し、部分的

に拡がったと考えられるV字型病班の形成が観察さ

れた（図 3b 及び 3c）。本葉接種部位から 1cm 内側の

主葉脈を回収し、病原菌の増殖を調べたところ、

phylotype IV 青枯病菌の野生株は接種後に本葉内で

日を追って菌数が減少して排除されるのに対して、

ΔhopBF1 変異株は菌数が接種 4 日後では約 10 倍、

接種 7 日後では約 1,000 倍も増加することが明らか

となった（図 3d）。ナス青枯病菌では接種 4 日後で

約 1,000 倍以上も菌数が増加する（図 2d）ため、ナ

スを発病（萎凋）させる能力は植物内での増殖能力

に依存すると考えられる。ΔhopBF1 変異株に野生型

hopBF1 遺伝子（hopBF1+）を導入すると HR 誘導能

と病原菌の増殖抑制能が復帰するが、HopBF1 

D209A 及び HopBF1 D224A では相補性は観察され

なかった。この結果も、ナスが HopBF1 のプロテイ

ンキナーゼ活性を検出して抵抗反応を惹起している

可能性を強く示唆する。 

 

おわりに 

 本年度の研究から、青枯病菌の HopBF1 が宿主

HSP90を標的とする病原性因子である可能性とナス

が HopBF1 のプロテインキナーゼ活性を検出して抵

抗反応を惹起することが明らかとなった。この結果

から、植物（ナス）が重要な分子シャペロンである

HSP90を病原菌の攻撃から防御する仕組みを発達さ

せていることを示しており、大変興味深い。ナスが

持つ phylotype IV 青枯病抵抗性はエフェクター認識

を介して惹起されるため、ナスは HopBF1 を特異的

に認識する NBS-LRR 抵抗性タンパク質遺伝子

（R-BF1）を持つと考えられる。将来、R-BF1 遺伝

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
is

ea
se

 in
de

x

Days after inoculation

(d)

(a) (b)

Vector

hopBF1+

hopBF1 
D209A

hopBF1 
D224A

RS1002/ RS1002/
Vector

RS1002/
hopBF1+

RS1002/
hopBF1
D209A

RS1002/
hopBF1
D224A

(c)
1 dpi 4 dpi

Vector

hopBF1+

hopBF1 D209A

hopBF1 D224A

***

Vir Avr Vir Vir

図 2．HopBF1 及びその変異体

を発現するナス青枯病菌

RS1002 株のナス病原性 

(a) ナス本葉に対する HR 誘導

能。写真は接種 1 日後。(b) ナス

に対する病原性。植物の本葉を

青枯病菌に浸漬したハサミで切

断して接種。写真は接種７日後。

(c) ナスに対する病徴の継時変

化。病徴は index 0（無病徴）か

ら index 4（枯死）の 5 段階で評

価。(d) 接種 1 日後（1 dpi）及び

4 日後（4 dpi）の本葉維管束組

織内での病原菌増殖。 
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子を同定することで phylotype IV 青枯病菌に対する

抵抗性育種と HSP90 を守る分子メカニズムの解明

が期待できる。また、R-BF1 が誘導する青枯病抵抗

性は病原菌の増殖を完全に抑制するほど強力である

ため、ゲノム編集技術を利用して青枯病抵抗性植物

をデザインできる可能性がある。一方、phylotype IV

青枯病菌 ΔhopBF1 変異株はナスに対してごく弱く

ではあるが病原性（植物内増殖）を示すようになっ

た。ΔhopBF1 変異単独では効率良くナス内で増殖で

きないが、さらに病原性を上昇させるような適応変

異（pathoadaptation）が生じることでナス青枯病菌が

出現したと推察される。最近、我々はアジア・アフ

リカに分布する青枯病菌（phylotype I 及び phylotype 

III）は共通のΔhopBF1 変異をゲノムに持つことを明

らかにした（データ示さず）。この結果は、病原性因

子として HopBF1 を利用していた青枯病菌祖先株の

中に ΔhopBF1 変異を持つ菌株が出現してナス病原

性を獲得し、ナスが世界的に分布を拡大するととも

に青枯病菌も世界に拡がったという仮説を導き出す。

青枯病菌は hopBF1 が変異して初めてナス内で増殖

可能になることから、phylotype I 及び phylotype III

のゲノムに痕跡が残る hopBF1 変異はナス病原性獲

得の「はじめの第一歩」であったと考えられる。 
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に対する病原性。植物の本葉を

青枯病菌に浸漬したハサミで切

断して接種。写真は接種７日後。

(c) ナスに対する病徴の継時変
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日後（4 dpi）及び 7 日後（7 dpi）
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多様な白花のモモが生まれた遺伝的要因の解明 

 

岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 

小田賢司 

 

3月末から4月初め、岡山県内ではモモの花が各地できれいに咲き誇る。モモは果実を楽しむ果樹であるだけで

なく、花を愛でる花木でもある。モモの花は、食用品種で馴染みのあるピンク色の他、赤や白の花色の品種も存

在する。しかし、多様な花色を生み出す遺伝的背景については未だ不明の点が多い。そこで、本研究はモモの多

様な花色を分子レベルで理解する一歩として白花に着目し、花色が白くなる遺伝的原因の解明を試みた。白花

をつける 17 の品種、実生等を解析した結果、解析対象のすべてにおいて同じ GST 遺伝子に変異が見出された。

GST 遺伝子は赤色色素アントシアニンの液胞輸送に関わるとされる。変異は長い挿入変異やフレームシフト変

異の 4 種類があり、これらにより遺伝子の機能が失われていると推察された。以上のことから、白花のモモが

生まれた遺伝的要因は複数あるが、いずれも GST遺伝子の機能欠損と考えられる。 

 

 

１．はじめに  

 モモ（Prunus persica）は甘くて美味しい人気の

果物である。特に、岡山のモモは、果皮が白く上品

で果肉が柔らかく瑞々しいのが特徴で、市場からも

高い評価を受ける県の代表的ブランド農作物である。

一方、モモは食用だけでなく、春に咲き誇る花も美

しく、観賞用としても日本人に広く親しまれている。

モモの花を愛でる風習は古くに中国から伝わったと

言われ、万葉集にもモモの花の歌が詠われている。 

現在、食用として栽培されている品種の花弁はほ

ぼすべてピンク色の似た花をつけるが、観賞用の花

モモは江戸時代以降、多様な品種が育成されてきた。

例えば、形に関して言えば、花弁の多い八重のもの

や花弁が細い菊咲きのものなどがある。花弁の色に

着目すると、赤色、ピンク色、白色のものがあり、

さらに、白地に部分的に赤が入る絞り咲き（源平咲

き）の品種も作り出されている（図１）。このような

花色の違いは容易に目につき、注目を集めやすい。

実際、山に自生する野生のモモにも白花や絞り咲き

の樹が見出されている（苅田、未発表）。また、台木

に用いられている品種の中にも白花のものがあるが、

このような台木は花色を指標にすれば接木の成否を
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簡便に判別できるという利点がある。 

一方、多様な花色のモモが生まれる遺伝的背景に

ついては解析が進んでおらず、不明な点が多い。そ

こで、本研究では、特に白花に焦点を当て、花弁が

白くなる遺伝的原因を明らかにすることを目指す。 

 

２．結果 

 モモ花弁の着色は赤色色素アントシアニンの蓄積

による。白花のモモは花弁が白いだけでなく、萼や

花糸も赤味が一切ない。さらには、成葉や枝、果実

といった花以外の組織も赤味がなく、アントシアニ

ンが全く合成できないアントシアニン欠損変異体で

あると考えられた。アントシアニンは、植物体内に

おいてアミノ酸のフェニルアラニンを初発物質とし

て、フェニルプロパノイド経路およびフラボノイド

経路と呼ばれる多段階反応を経て生合成される（図

2）。白花モモがアントシアン生合成経路のどの部分

に異常があるかを明らかにするため、岡山県農林水

産総合センター農業研究所のジーンバンクの台木白 

 

 

図 2．アントシアニンの生合成経路 

花から収穫した果実のポリフェノールを定量した。

モモ果実にはクロロゲン酸や、カテキン、エピカテ

キン、プロアントシアニジンといったフラボノイド

系のポリフェノールが多く含まれているが、台木白

花の果肉からもこれらのポリフェノールが少なから

ず検出された（データ非掲載）。このことは、台木白

花のアントシアン生合成における異常は合成経路の

終盤、フラボノイド系ポリフェノール合成経路との

分岐以降にあると推察された。そこで、ANSや UFGT

遺伝子の塩基配列を調べたが、これらの遺伝子には

変異が一切見出されなかった。アントシアニンの欠

損変異については、モデル植物であるシロイヌナズ

ナを用いた解析がよく進んでいる。それによると、

アントシアニンの液胞への輸送に関わると推察され

る GST（Glutathione S-transferase）遺伝子に異常

を持つ変異体 tt19 （transparent testa 19 ）もア

ントシアニンを欠く（Sun et al. 2012）。そこで、

台木白花の GST遺伝子を調べたところ、第3エクソ

ンに5塩基の欠失変異を有することが明らかとなっ

た（図3）。この変異によりフレームシフトが起こり

GST 活性を失うことで台木白花が白色化していると

考えられる。 

 

 

図 3．白花モモに見出された GST 遺伝子の 4 種類の

変異の模式図 

▲は変異の検出に用いたプライマーの位置 

 

 白花をつける花モモの寒白、照手白、寿星桃白花

八重についてもアントシアニンの合成異常が生じる

原因を調べたところ、興味深いことに、いずれも同

じ GST遺伝子に異なる変異を有することが分かった。
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すなわち、寒白は第 1 イントロンに 10kb 以上の長

い挿入変異を、照手白は第 3 エクソンに 10kb 以上

の長い挿入変異を、寿星桃白花八重は第3エクソン

に C が TA に変化する変異を有していた。これらの

変異により GST遺伝子は機能を喪失していると推察

される。 

次に、これらの変異を特異的に検出するDNAマー

カーの開発を行った。図4のパネルAは、台木白花

の変異（変異型Ⅰ）の検出の様子で、PCRの後、制限

酵素処理を行っている。PCR 産物は制限酵素で切断

されて2本のバンドに分かれるが、変異があると認

識部位が失われて切断されず、サイズの大きなバン

ドが一つだけ検出される。照手白はPCRの領域内に

長い挿入変異をもつためPCRでDNAが増幅できず、

シグナルが検出されない。パネルB、Cは、寒白の変

異（変異型Ⅱ）および照手白の変異（変異型Ⅲ）の

検出の様子である。変異の有無によってバンドサイ

ズが異なっている。パネルDは寿星桃白花八重の変

異（変異型Ⅳ）の検出の様子で、変異箇所がCに特

異的なPCRの結果（上）とTAに特異的なPCRの結果

（下）である。照手白はPCRの領域内に長い挿入変

異をもつためPCRで DNAが増幅できず、シグナルが

検出されない。 

   開発したこれらの DNA マーカーを用い、他の

白花の品種や実生の変異を調査した。その結果を表

1に示す。実験に供した17の品種、実生等は本研究

で見出したⅠ～Ⅳのいずれかの変異をホモに有して

いた。 

 

３．考察 

 本研究では、多様な白花のモモが生まれる遺伝的

要因について解析した。白花モモはアントシアニン

欠損変異と考えられた。しかし、詳細な解析を行っ

た台木白花ではアントシアン生合成経路に異常は認
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められず、GST 遺伝子に変異が見出された。この結

果は、GST がアントシアニンの液胞輸送に関わると

のこれまでの知見を支持している。 

 アントシアニンは、図2に示すように、多くの生

合成酵素が作用する多段階反応を経て作られる。生

合成酵素の中には複数の遺伝子によってコードされ

るものがある。例えば、フラボノイド経路の初発酵

素遺伝子 CHSの場合、モモゲノムには3コピーの遺

伝子が存在する。また、UFGTの場合、花弁のアント

シアニンは配糖化の様式が異なる複数の分子が知ら

れていて、それぞれの合成に異なる UFGT 遺伝子が

関わると考えられている。このように複数遺伝子が

関わる合成段階は冗長性があり、変異による反応停

止が起こりにくい。これに対し、例えば CHI、F3H、

DFR、ANS、GST 遺伝子は、ゲノム中に 1 コピーしか

存在しないと考えられ、どれかの遺伝子に重大な変

異が起こるとアントシアニンが合成できなくなる。

その中で、モモの白花の変異は GST遺伝子に集中し

て見つかった。このことから、GST 以外の遺伝子は

アントシアニン合成と異なる重要な生理機能を有す

る可能性が考えられる。アントシアニンと合成経路

がほぼ重なるフラボノイド系のポリフェノールにモ

モの生存に必須の機能があるのかも知れない。 

 本研究の解析により、モモには4種類の異なるGST

変異が存在することが明らかになった。一方、本研

究を進めていく過程で、モモのアントシアン欠損に

関する論文が発表された（Lu et al. 2021）。その報

告は、やはり GST遺伝子の変異が原因とするもので

あったが、報告された2つの変異は本研究で見出さ

れたものとは異なっており、モモには全部で6種の

変異が存在することになる。 

本研究で見出された変異のうち、変異型Ⅲで見出

された長い挿入配列は、両端に同方向の繰り返し配

列を有することや、似た配列がゲノムのあちこちに

見つかることなどから、トランスポゾンと考えられ

る。トランスポゾンはゲノム内を移動できるDNAで

あり、ゲノムの別のところから GST遺伝子に移動し

てくることでⅢ型の変異が生じたと推察される。逆

に、トランスポゾンは抜け出ていくこともある。そ

の際、挿入されていた場所に数塩基の挿入/欠失など

の変異を生じることがあり、これをフットプリント

と呼ぶ。Ⅳ型変異の存在場所は、Ⅲ型変異のトラン

スポゾンの挿入部位にあたる。このことから、Ⅳ型

変異はトランスポゾンが抜けてできたフットプリン

トなのかも知れない。また、中国の論文で見出され

た2つの変異のうちの一つもやはりⅢ型変異のトラ

ンスポゾンの挿入部位に2塩基の挿入変異をもつも

のであった。この変異もⅢ型変異のトランスポゾン

のフットプリントに起因することが考えられる。そ

うであれば、モモの白花変異は元来4種類であり、

そのうちの一つから別の2つが派生したと言える。  

近年、ゲノム解析が盛んにおこなわれるようにな

り、モモについても多くの品種のデータが公開され

ている。中国のモモ類縁種である山桃（Prunus 

davidiana）の白花品種Bai Hua Shan Bi Tao（白花

山碧桃）についてもゲノムデータが公開されており、

それを解析してみると GST遺伝子にⅢ型と思われる

変異を有することが分かった。Ⅲ型変異は広く存在

する変異なのかもしれない。 

 アントシアニン欠損変異は、これまで観賞用花モ

モに白花のバリエーションを生み出すという形で主

に利用されてきた。しかし、全組織に赤味を帯びな

いという表現形には、別の有用性も考えられる。例

えば、果肉の黄色い黄肉モモにアントシアニン欠損

の形質を付与すれば、果皮や果肉に赤味が差さず、

きれいな黄色の黄肉果実ができると期待される。こ

のようなことを狙ってアントシアニン欠損形質をモ

モ育種に取り入れていく場合、本研究で開発した

DNA マーカーは育種を効率化する選抜マーカーとし

て利用可能と期待できる。 
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DAMPsネットワークによる炎症性疾患の制御メカニズムの解明 

 

就実大学 薬学部 

渡邊 政博，豊村 隆男，森 秀治 

 

これまでに我々は，生体内において生成・蓄積する終末糖化産物（Advanced glycation end products, AGEs）

が，特定の生体分子と複合体を形成し，その結果として生体分子の作用が変化する現象を見出し，解析を進め

てきた．その中で，新たに複数の AGEs結合分子を見出した．これらの分子について検討を進める中で，分子の

ひとつである Ribosomal protein L9（RPL9）は，内在性の起炎分子であるダメージ関連分子パターン（Damage-

associated molecular patterns, DAMPs）に特徴的な分子挙動を示しながら，既存の DAMPsの作用を阻害する

分子であることが示唆された．本研究では，DAMPs関連分子としての RPL9の作用を検討するためのツールとし

てリコンビナント RPL9分子の大量調製法の構築を試みた．  

 

 

1. 背景と目的 

炎症反応の制御不全が原因となる可能性が指摘さ

れている疾患として，メタボリックシンドロームや，

新型コロナウイルス感染症の重症化に関与すること

が示唆されているサイトカインストーム等が存在す

る．これらの炎症性疾患の新たな治療標的として，

近年新たな起炎分子として同定されたダメージ関連

分子パターン（ Damage-associated molecular 

patterns, DAMPs）と総称される内在性分子に注目が

集まっている．通常，細胞内に局在している DAMPs

は，細胞が傷害された際に細胞外に放出され，

Receptor for AGEs（RAGE）等の細胞表面受容体を刺

激して炎症反応を誘導する． 

 これまでに我々は，加齢や高血糖に伴い生体内に

蓄積する終末糖化産物（ Advanced glycation 

endproducts, AGEs）の作用メカニズムの解析を行っ

てきた．AGEsは，DAMPsと同様のメカニズムにより

慢性炎症に寄与することが示唆されている．これに

加えて，申請者らは，AGEsが内在性の機能性分子と

直接的相互作用することにより，生理機能に干渉す

る作用を有する可能性を見出している [1–3]．また，

AGEsとDAMPsの相互作用が炎症反応の増悪化を導く

ことを見出した [4]． 

この新規メカニズムに焦点を当てた解析を行う中

で，AGEsと細胞内に局在する分子である Ribosomal 

protein L9（RPL9）が相互作用することを見出した 

[5]．リボソーム構成分子である RPL9は，多くの細

胞に恒常的に発現しており，細胞内において機能す

る分子である．さらに我々は，RPL9が既知の DAMPs

と同様に，細胞が破壊された際や炎症性疾患モデル

動物の血液中に放出されることを見出した [5]．こ

れらの特徴は，DAMPs の属性と一致していることか

ら，RPL9 は新規 DAMPs である可能性が考えられた．

一方で，興味深いことに，RPL9を代表的な DAMPsで

ある High mobility group box-1（HMGB1）と同時に

細胞に与えると，HMGB1 による炎症反応を抑制する

ことが示された [5]．また，この現象はRPL9とHMGB1

との間の相互作用を介して生じている可能性を見出

した [5]．これらの知見は，RPL9は，これまでに報

告されたことがない抑制性 DAMPsである可能性を強

く示唆している． 

 続いて，RPL9以外のリボソーム構成分子について

同様の検討を行ったところ，一部の分子が抑制性

DAMPs として機能することを見出した．これらの知

見は，既知の DAMPsと抑制性 DAMPsが対となって炎

症反応を制御する未知のメカニズム【DAMPs ネット

ワーク】が存在する可能性を示唆している．そこで

現在我々は，この可能性を実証することを目的とし

た検討を進めている． 

 検討を進める上では，抑制性 DAMPsの大量発現系

が必要となると考えられた．これまでの RPL9 を対

象とした検討では，バキュロウイルスを用いたタグ
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配列を付加したリコンビナント RPL9 を，昆虫細胞

Sf9 において発現させ，タグ配列を用いて精製する

ことにより調製した RPL9 を用いてきた．RPL9 にお

いてこの方法を用いることは，LPS を含まないリコ

ンビナント分子を調製することが可能であるという

利点をもつ一方で，分子の発現量もしくは精製量が

少ないという問題点が存在していた．今後，実験動

物レベルでの検討を進める上で，これまでよりも多

くリコンビナント RPL9 を調製できる手法を構築す

ることが必要と考えられた． 

 そこで本研究では，この課題を解決するために，

新たな RPL9の大量発現系の構築を試みた． 

 

2. 方法 

従来の発現・精製手法を改良すべき点として，タ

グ配列の変更と，Sf9 細胞の樹立元であるツマジロ

クサヨトウ（Spodoptera frugiperda）におけるKozak

配列 [6] の付加を検討した． 

従来のタグ配列は，6×His（HHHHHH）タグであり

RPL9のN末端側に付加している．このタグと同様に，

コバルトレジンで精製可能なタグ配列として，6×

HN（HNHNHNHNHNHN）タグや Histidine Affinity Tag

（HAT）（KDHLIHNVHKEEHAHAHNK）が知られている．こ

れらのタグは 6×His タグよりもタンパク質表面に

露出されやすく，精製効率を向上させることができ

る可能性が示唆されている．そこで，6×Hisタグを

6×HN タグもしくは HAT に入れ替えた転移ベクター

を構築し，6×Hisタグを付加した RPL9（His-RPL9）

との精製効率を比較した． 

組換えバキュロウイルスの調製，リコンビナント

分子の精製は，過去に報告した方法により行った [4, 

5]． 

また，リコンビナント分子の細胞への作用は，過

去に報告した方法により評価した [4, 5]． 

ツマジロクサヨトウにおける Kozak配列の探索は，

次の手順により行った．① ヒトにおけるハウスキー

ピング遺伝子として報告されている 575遺伝子 [7] 

のうち，対応するツマジロクサヨトウの Refseq 配

列が報告されていた 32 遺伝子，および ② タンパ

ク質発現量データベース PaxDB [8] を用いて選定

したキイロショウジョウバエにおいて発現量の多い

上位 200遺伝子のうち，対応するツマジロクサヨト

ウの mRNA 配列が Genebank に登録されていた 54 遺

伝子の開始コドン周囲の塩基配列を抽出した．配列

の抽出には独自に作成した Python プログラムを用

いた．ツマジロクサヨトウにおける Kozak配列は，

Cavener’s 50/75 rule [9] に基づいて決定した． 

 

統計解析は R version 3.6.3 The R Foundation 

for statistical computing）を用い Dunnettの検

定により行った．有意水準は 1%および 0.1%とした．

全てのデータは平均値 ± 標準誤差にて表記した． 

 

3. 結果と考察 

6×HNタグおよび HATを付加した RPL9（HN-RPL9，

HAT-RPL9）のバキュロウイルス発現系を構築し，His-

RPL9と同条件の下，Sf9への感染，リコンビナント

RPL9の精製を行った．その結果，タグの変更により

ある程度精製されるリコンビナント RPL9 量が増加

する可能性が示唆された（図 1）． 

そこで，これらの分子の細胞への作用が His-RPL9

と同等であるか否かを検討した．その結果，等量の

分子を作用させたとき，HN-RPL9 と HAT-RPL9 は，

His-RPL9よりも作用が弱いことが示唆された（図 2）．

この現象は，6×HNタグと HATが 6×Hisタグよりも

分子サイズが大きいことが原因となって生じた可能

性が考えられる．今後，タグの C末端側への付け替

えや，プロテアーゼを用いたタグ配列領域の切断等

を検討する予定である． 

このように RPL9 については，タグの変更により

精製量が多くなる可能性が示唆されるものの，その

程度は，大きくないと考えられた．一方で，他のタ

ンパク質についてはタグの変更により精製量が大幅

に増加する事例を見出している（データは示さない）．

従って，適切なタグ配列はタンパク質によって異

なっており，複数のタグを比較検討することが最終

的な精製量の増加につながると考えられた． 

 さらに本研究では，ツマジロクサヨトウにおける

Kozak配列を検討した．Kozak配列とは，開始コドン

近傍にみられる共通配列であり，翻訳の開始に関わ
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り，タンパク質発現量に影響することが示唆されて

いる．ツマジロクサヨトウにおける同様の検討は，

過去に報告されているものの，本研究による検討結

果とは完全に一致してない [10]（データは示さな

い）．解析対象とした遺伝子の根拠と解析規模の点か

ら，現時点では本研究による検討結果がより妥当な

ものであると考えている． 

 現在，His-RPL9 発現ウイルス作製用の転移ベク

ターに，本研究により見出したツマジロクサヨトウ

の Kozak配列を付加し，発現量の比較検討を行って

いる．他種では，Kozak 配列の有無によってタンパ

ク質発現量が大幅に変化する事例が報告されており，

ツマジロクサヨトウにおける Kozak配列の同定は，

この種由来の細胞を用いたタンパク質の大量発現系

の構築に大きく寄与すると考えられる． 

 以上より，本研究では RPL9 をはじめとする抑制

性 DAMPsの性状・機能・作用メカニズムを解析する

上で重要となるリコンビナント分子の調製法を改善

するための予備検討を行った．現在も検討中の部分

も含めて，今後の解析に資する知見が得られたと考

えている． 

 

 

 

 

 

図1 タグの変更によるリコンビナントRPL9の精製

量の変化．それぞれのリコンビナント RPL9 を発現

させた細胞を破砕し遠心分離した上清をコバルトレ

ジンと混合・洗浄し，レジンと結合したタンパク質

をイミダゾールにより溶出した（フラクション，Fr. 

1-5）．各 Fr.より一定量を分取し，SDS-PAGEに供し

た．ゲルの CBB染色像を示した． 

 

図2 タグの変更によるリコンビナントRPL9の細胞

への作用の比較．過去に報告したように [5]，RPL9

は代表的な DAMPsである High mobility group box-

1（HMGB1）と Lipopolysaccharide（LPS）による

RAW264.7 細胞における炎症性サイトカイン（tumor 

necrosis factor-, TNF-）の発現誘導を抑制する

作用を有する．共存させるRPL9をHis-RPL9からHN-

RPL9 および HAT-RPL9 に変更した場合に生じる変化

を検討した．200 pg/mLの LPS，100 ng/mLのリコン

ビナントタンパク質を使用した．***, P < 0.001 vs 

LPS+HMGB1 by Dunnett’s test（n = 3）． 
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⽶由来ペプチドの神経毒性軽減効果の検討 
 

就実⼤学 薬学部 

守⾕ 智恵 
 
我々は，これまでに⽶タンパク質を加⽔分解酵素であるウマミザイムで処理することで得られたペプチド成分

（⽶由来ペプチド）に，ヒト肝癌細胞株 HepG2 細胞において細胞内グルタチオン（GSH）量上昇作⽤や抗酸化
酵素の発現の誘導作⽤があることを⾒いだした．これらの作⽤により細胞の酸化ストレスに対する防御能を上
昇させることで，酸化ストレスが関与する疾患の予防や健康維持につながることが期待される．本研究では，
神経モデル細胞株として使⽤されるラット副腎褐⾊細胞腫 PC12 細胞を⽤いて，⽶由来ペプチドの細胞内 GSH
量上昇作⽤や神経細胞傷害に対する抑制効果を明らかにすることを⽬的とした．その結果，⽶由来ペプチドは
濃度依存的に PC12 細胞の GSH 量を上昇させた．更に，H2O2 による細胞傷害に対する抑制効果や細胞内活性
酸素の産⽣の抑制効果を⽰した．神経毒である 6-ヒドロキシドパミンによる細胞傷害に対しても，⽶由来ペプ
チドは細胞傷害を抑制した．以上の結果より，⽶由来ペプチドは細胞内グルタチオン量の上昇を介し，酸化ス
トレスに対して神経細胞保護効果を⽰すことが明らかとなった． 
 
 
1．背景と⽬的 
活性酸素種は，⽣体内のエネルギー代謝や病原微⽣

物の感染防御過程などにおいて発⽣する．このよう
に発⽣した活性酸素種は，抗酸化物質や抗酸化酵素
の働きにより除かれるが，⽣体内の酸化・抗酸化の
バランスがくずれ活性酸素種による障害が⼤きくな
ると，いわゆる酸化ストレスという状態になる．⼗
分に除くことのできなかった活性酸素種は，脂質，
核酸，タンパク質などの⽣体分⼦の酸化損傷を引き
起こし，⽼化，がん，動脈硬化，糖尿病などのさま
ざまな疾患の原因や増悪化に関与すると考えられて
いる．中でも神経細胞は酸化ストレスに対して脆弱
で，酸化ストレスが神経変性疾患の発症に関連する
ことが知られている 1, 2)． 
グルタチオン（GSH）は，グルタミン酸，システイ

ン，グリシンからなるトリペプチドで，活性酸素種
や脂質過酸化物を還元し，抗酸化作⽤を⽰す．また，
異物の解毒（GSH抱合）や細胞内の酸化還元状態の
調節において重要な役割を果たしている 3)．⼀⽅で，
神経変性疾患をはじめ，種々の病態において細胞内
GSH 量が低下することが知られている 4)．そのため
細胞内 GSH 量を上昇させ，細胞の酸化ストレスを
軽減することは，種々の疾病の予防や治療に有効で

ある可能性がある． 
我々はこれまでに，細胞内 GSH 上昇作⽤をもつ⾷
品成分の探索を⾏い，⽶タンパク質の加⽔分解物（⽶
由来ペプチド）がヒト肝癌細胞株 HepG2 細胞にお
いて細胞内 GSH 量を上昇させること，GSH合成の
律速酵素であるγ-グルタミルシステイン合成酵素
（γ-GCS），抗酸化作⽤をもつビリベルジンを産⽣
する酵素であるヘムオキシゲナーゼ-1（HO-1），解
毒 代 謝 酵 素 で あ る NAD(P)H quinone 
oxidoreductase 1 などの発現を誘導することも明ら
かにしてきた 5)． 
本研究では，⽶由来ペプチドの抗酸化効果を更に検
証するために，神経モデル細胞株として使⽤される
ラット副腎褐⾊細胞腫 PC12 細胞を⽤いて⽶由来ペ
プチドの細胞内 GSH 上昇作⽤，H2O2 や神経毒であ
る 6-ヒドロキシドパミン（6-OHDA）による細胞傷
害に対する抑制効果について検討した． 
 

2．⽅法 
⽶由来ペプチドの調製 
オリザプロテイン P-70（オリザ油化）をウマミザ

イム G（アマノエンザイム）により終夜消化した．
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加熱により酵素を失活させた後遠⼼し，得られた上
清を凍結乾燥したものを⽶由来ペプチドとした． 
GSH定量 
PC12 細胞を 5.0×105cells/2 ml/wellで 6⽳プレ

ートに播種し，48時間培養した．⽶由来ペプチドを
終濃度 0，2.5，5.0，7.5，10 mg/mlで添加し，24時
間培養後細胞を回収した．回収した細胞をホモジナ
イズし，上清を過塩素酸で除タンパクした後，DTNB
法を⽤いて GSH を定量した 6)． 
細胞⽣存率測定 
PC12 細胞を 1.5×104cells/0.1 ml/wellで 96⽳プ

レートに播き， 24 時間培養した．⽶由来ペプチド
を終濃度 0，2.5，5.0 mg/mlで添加して 24 時間培
養後，H2O2 または 6-OHDAを含む培地（⾎清なし）
に交換し，24時間処理した．その後， Cell Counting 
Kit-8（WAKO）を⽤いて細胞⽣存率を測定した． 
細胞内活性酸素の測定 
PC12 細胞を 5.0×104 cells/0.1 ml/wellで播種し，

24 時間培養後，⽶由来ペプチドを終濃度 0，1.25，
2.5，5 mg/mlで 24 時間処理を⾏った．PBS で洗
浄後， 2ʼ,7ʼ-dichlorodihydrofluorescin diacetate
（DCFH-DA）を細胞内に浸透させた．その後H2O2

を添加した培地（⾎清なし）に交換し，30 分間処理
しフローサイトメーターにより蛍光強度（励起波⻑ 
485 nm，蛍光波⻑ 530 nm）を測定した． 
 
3．結果と考察 
⽶由来ペプチド前処理により，細胞内 GSH 量は濃

度依存的に上昇した（図 1）．10 mg/ml 添加では⽶
由来ペプチド未処理と⽐較して，約 1.7 倍に有意に
上昇した（図 1）．細胞内グルタチオン量が上昇した
ことから，real-time PCR により GSH 合成の律速
酵素であるγ-GCSのmRNA発現量を測定したとこ
ろ，8 時間後に触媒サブユニットにおいては約 2.5
倍の，調節サブユニットにおいては約 2倍の上昇が
みられた．また，抗酸化に働く HO-1 においては約
8 倍の上昇がみられた．これらの酵素はいずれも酸
化ストレス防御に関わる Keap1-Nrf2 経路により制
御されている 7)．以上のことから，⽶由来ペプチド

図 1 ⽶由来ペプチドの PC12 細胞内 GSH 量へ
の影響． 
平均±S.D．(n=3)，**p<0.01，***p<0.001 vs. 0 
mg/ml． 

図 2 H2O2 による細胞傷害に対する⽶由来ペプチ
ドの保護効果． 
A：細胞⽣存率に対する影響．平均±S.D．(n=4)，
**p<0.01 vs. H2O2処理群． 
B：細胞内活性酸素レベル．平均±S.D．(n=3)，
**p<0.01，***p<0.001 vs. H2O2 処理群． 

A 

B 
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が Keap1-Nrf2 経路を誘導し，細胞内 GSH 量を上
昇させたことが⽰唆された． 
細胞内 GSH 量上昇作⽤や HO-1 の発現誘導が⾒ら

れたことから，細胞の抗酸化作⽤が⾼まっているこ
とが期待される．そこで H2O2 処理による細胞傷害
に対する抑制効果について検討した．H2O2 300 µΜ 
処理で細胞⽣存率が約 70％にまで低下したのに対
し，あらかじめ⽶由来ペプチドで処理することで⽣
存率はほぼ 100%となった．また H2O2 500 µΜ処
理時の⽣存率は 10%以下であったが，細胞⽣存率は
⽶由来ペプチド処理濃度依存的に回復し，傷害は有
意に抑制された（図 2A）．細胞傷害率の測定におい
ても，⽶由来ペプチドで前処理することで H2O2 に
よる細胞傷害を抑制することが明らかとなった．以
上の結果より，⽶由来ペプチド処理により細胞内の
活性酸素の産⽣が抑制されている可能性があること
から，細胞内活性酸素レベルを測定した．⽶由来ペ
プチドで前処理することにより濃度依存的に蛍光強
度が低下し，細胞内活性酸素の産⽣が抑制された（図
2B）． ⽶由来ペプチド処理によって細胞内 GSH 量
が上昇したことで，還元型GSH が GSH peroxidase
ともに H2O2 を還元し，無毒化したと予測された．
HO-1 の発現誘導によっても，細胞の酸化ストレス
が低減した可能性が考えられた．  
次に神経毒である 6-OHDAによる細胞傷害に対す

る傷害抑制効果について検討した．6-OHDA処理に
より 200 µΜ以上の添加で⽣存率が有意に低下した
（図3A）．この条件下で⽶由来ペプチドの効果を検
討したところ，⽶由来ペプチドを終濃度 2.5，5.0 
mg/mlで前処理することにより⽣存率は約45%，約
50%となり細胞傷害が有意に抑制された（図3B）． 
6-OHDA から様々な活性種が産⽣されるといわれ
ているが，中でもキノン体と H2O2 が神経細胞に傷
害を与えることが知られている．また，6-OHDAか
ら産⽣する物質のうち p-キノンは GSH と反応して
2-S-(glutathionyl)-6-OHDA を形成し，細胞内グル
タチオン量を減少させることが報告されている 9)．
今回の結果から，⽶由来ペプチド処理によって細胞
内 GSH 量が上昇したことで，GSH が p-キノンと抱
合体を形成することによって，細胞傷害を抑制した

可能性が⽰唆された． 
以上のことから，⽶由来ペプチドが GSH 量上昇を

介し神経細胞保護効果を⽰すことが明らかとなった．
今後，作⽤メカニズムの解析，活性成分の同定を進
める予定である． 
 
４．謝辞 
 本研究は公益財団法⼈ウエスコ学術振興財団学術
助成事業の助成を受けて実施しました．⼼より感謝
申し上げます． 
 
５．参考⽂献 
1)  Trachootham D, Alexandre J, Huang P: 
Targeting cancer cells by ROS-mediated 

図 3 6-OHDA による細胞傷害に対する⽶由来ペ
プチドの保護効果． 
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体力科学的観点から考える岡山県内「防災保育」ガイドラインの提案 

 

就実大学 教育学部 

飯田智行 

 

体力科学的観点からの「防災保育」ガイドライン作成のための基礎資料獲得を目指し，垂直避難時における

保育者の身体負担を明らかにすることを目的とした．健常な女子大学生 24 名を対象とした．本研究での避難想

定は，避難支援対象を 1 歳児，避難経路は建物の１階から 4 階，保育者一人当たり 1 歳児四人の避難支援する

こととし，子ども二人を両脇に抱え 2 往復する条件とした．子どものモデルとして，1 歳児の平均体重と同じ重

さである 10kg のバーベルプレートを用いた．測定項目は，避難行動時間，心拍数，主観的運動強度，疲労感と

した．本研究は，就実大学短期大学教育・研究倫理安全委員会の承認を得て実施した．その結果，１歳児四人を

抱えて 4 階まで避難させる際の避難支援者（保育者）の最大心拍数は 140 拍/分程度，%HRmax は 70%程度，

RPE は 18 程度であった．また，身体的疲労感は腕と足において高値を示した．これらのことから，子どもを

抱えての垂直避難の運動強度は中〜高強度であることが明らかになった． 
                                               
 

【はじめに】 

我が国は，地震災害によるリスクが高く，マグニ

チュード 6 以上の地震回数が世界の 20%を占めて

いる 1)．また，30 年以内に南海トラフにおけるマグ

ニチュード 8〜9 クラスの地震が発生する確率が 70
〜80％あることも示されている 2)．その南海トラフ

巨大地震によって発生する津波によって，10 万人以

上の死者が発生すると想定されている 3)．災害が発

生した際，自力避難が困難であり，安全な場所に避

難するための支援を必要とする高齢者・障害者・乳

幼児などは災害時避難行動要支援者（以下，要支援

者）と定義されている 4,5)．要支援者の中でも特に乳

幼児は，発達段階の途中であり，自己判断力が低く

大人への依存度が高い．つまり，発達段階の様々な

子どもが共に生活している保育現場では，要支援者

が多く，津波のような緊急避難を要する災害が発生

した場合，保育者等の大人の力が子どもの安全や命

を守る上で非常に重要になる．そのため，保育園に

勤務する職員には，防災に関する知識や園における

避難マニュアルを把握しておくことが求められる． 
しかしながら，災害時の避難経路を把握していな

い職員が２割いる報告もある 6).つまり，災害の際の

避難について，具体的なイメージを持っていない保

育者が一定数存在することを示している．このこと

は，乳幼児を災害から守るための「防災保育」の重

要な知見である．この知見を基に「防災保育」の観

点から，具体的な避難計画や避難方法を可能にする

基礎資料獲得を目指す必要があることが考えられる． 
災害の発生時には，「水平避難」と「垂直避難」の

２種類の方法があるが，東日本大震災による津波や

西日本豪雨のような水害を経験し，緊急避難を要す

る水害時の「垂直避難」の重要性が高まっている．

そこで我々は，津波リスクの低い岡山県と津波リス

クの高い高知県・神奈川県の保育者を対象に防災及

び避難行動に関する意識調査を実施した．その結果，

「防災への関心」，「災害時に子どもを連れての避難

に対する自信」及び「緊急避難場所までの避難訓練

回数」において岡山県が有意な低値を示した．また，

緊急避難を行う上で保育者自身及び子どもの体力的

な不安を感じる保育者がいることも明らかにした．

このことから，岡山県の保育者に対して，体力科学

的観点からの「防災保育」ガイドラインを提案する

ことによって，子どもの安全や命を守ることにつな

がるものと考える．垂直避難に関する先行研究にお

いて，高齢者の垂直搬送支援で女性被験者 6 名中 4
名が途中で実験中止になったこと 7)が明らかにされ

ており，避難支援者が女性の場合，要支援者を抱え

ての垂直避難は身体的負担が非常に高いと考えられ
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る．しかしながら，乳幼児を対象にした避難支援行

動の身体負担に関する科学的根拠は示されていない． 
そこで本研究では，「垂直避難」をする際の身体負

担に着目し，①垂直避難時における保育者の身体負

担，②幼児における垂直避難行動と体力の関係を明

らかにすることを目的とした．しかしながら，新型

コロナウィルス感染症の影響により，多数の対象者

の募集が難しかったこと，対外的な実験実施が不可

能となった．そのため，まず「①垂直避難時におけ

る保育者の身体負担」に関する実験を行っており，

その途中経過を報告する． 
 
【方法】 

（１）対象 

教育・保育職を目指し，現在運動習慣を持たない

健常な女子大学生 24 名（年齢：21 ± 1 歳，身長：

157.9 ± 5.5cm，体重：49.9 ± 5.4kg）を対象とした．

対象者（以下，避難支援者）には，研究の目的，方

法，実験に参加しないことによって不利益を生じな

いこと，体調異変の際には調査協力を中断できるこ

とを予め説明し，研究参加の同意を得た．尚，本研

究は，就実大学短期大学教育・研究倫理安全委員会

の承認（No.2020-5）を得て実施した． 
 

（２）避難支援行動シミュレーション 

①避難支援対象モデル 

多くの幼児が1歳3ヶ月でひとり歩きを始めてい

ること8)，1歳3ヶ月から2歳未満児はつかまらずに歩

けるようになること9)，18ヶ月から24ヶ月で走動作

を獲得すること10,11)などが報告されている．一方で，

2歳未満児は自力での階段移動が困難な場合が多く，

2011年東北地方太平洋沖地震の際には，2歳児以上

は自分で階段を上がり，0〜1歳児は保育者が抱えて

避難を行ったことが報告されている12)．以上のこと

から，本研究では歩行が自立しておらず，保育者の

支援を要する1歳児を避難支援対象として設定した．

また，本実験では子どものモデルとして，1歳児の平

均体重と同じ重さである10kg13)のバーベルプレー

トを用いた． 
 

②避難経路 

南海トラフ巨大地震により岡山県内でも 3.2m の

最大津波高が想定されている地域がある 14)．ま

た，浸水深が 3m 以上の場合，津波避難ビルは 4
階以上に設定されている 15)．そのため，本実験は

南海トラフ巨大地震の発生を想定し，建物の１階か

ら 4 階までの避難経路を設定した（図１）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１．避難経路図 

 

（３）測定条件 

児童福祉法の児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準第 33 条において，保育士一人当たり 1 歳児

は六人までと定められている．災害時には，他の保

育士などの援助を得ることができると考えられるた

め，本研究では，保育者一人当たり 1 歳児四人の避

難支援を行うことを想定とした．また，非常時には，

乳幼児を両脇に抱えて避難をしていた報告 12)もあ

ることから，子ども二人を両脇に抱え 2 往復する条

件とした．対象者には，自分自身及び子どもを速や

かに且つ安全に避難することのできる速さで行動す

るように指示した． 
 

（４）測定項目 

①垂直避難時間 

 避難補助者（測定者）の開始指示から避難行動を

開始し，全ての乳児の避難が完了するまでの時間を

垂直避難時間として，それぞれストップウォッチを

用いて測定した． 

1F

2F

3F

4F

踊り場:9m

24段

20段

20段
⾼さ:12m

全⻑:45m

１段:18cm
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②心拍数 
 避難支援者に光学式心拍センサーOH1（Polar 
OH1:Polar社，Finland）とスポーツ心拍計（Polar 
M400: Polar社，Finland）を装着させ，実験開始か

ら実験終了までの 1秒毎の心拍数を測定した．得ら

れた心拍数のデータから，垂直避難時の平均心拍数，

実験開始から終了までの最大心拍数を算出した．ま

た，垂直避難前及び垂直避難後に 5 分間の座位安静

を設け，それぞれの平均心拍数も算出し，前座位安

静時心拍数，後座位安静時心拍数とした．また，垂

直避難時の心拍数及び最大心拍数が予測最大心拍数

の何％に当たるかを％HR max = (最大心拍数 / 
(220−年齢）)×100 とし算出した． 
 

③主観的運動強度（RPE） 

垂直避難終了直後に Borg scale16)を用いて，6〜
20 の 15 段階で評価した． 
 

④身体的疲労感 

 Visual Analogue Scale（VAS）法を用いた疲労の

評価が有用である可能性が示されていること 17)か

ら，各垂直避難終了直後に 100mm スケールのVAS
法により，肩・腕・腰・足の 4ヶ所の疲労感を評価

した．0 を「全く疲労感がない」，100 を「とても疲

労感がある」として，1mm 単位で計測したものを

VAS 値（以下，疲労感）とした． 
 

（５）統計処理 

 得られた測定値は，全て平均値 ± 標準偏差で示

した．身体的疲労感の部位比較は，繰り返しのある

一元配置分散分析を行い，その後の検定として

Bonferroni法による多重比較検定を実施した．統計

処理は，IBM社製のSPSS Statistics ver.23 を用い

て行い，有意確率は 5％未満とした． 
 
【結果及び考察】 

対象者 24 名の内 1 名が途中で疲労困憊による実

験中止を申し出たため，対象データは 23 名分とし

た．対象者一例の心拍数の時系列変化を図２，垂直

避難時間，心拍数及びRPE の結果を表１に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．心拍数の時系列変化（対象者１例） 

 
 

表１．垂直避難時間及び心拍数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）避難行動時間 

 垂直避難時間は 158.0 ± 29.9秒であり，4F まで 4
人の１歳児を抱えた垂直避難が求められる場合，約

2 分 40秒かかることが明らかになった．しかし，実

際の災害時では，避難場所までの水平避難もあるこ

とや建物の損壊，浸水による足場の悪さなどから，

避難完了までにはさらに時間がかかることが予想さ

れる．そのため，水平避難などにかかる時間も考慮

して，避難計画等を作成する必要がある． 
 

（２）心拍数及びRPE 

 垂直避難時の心拍数は 112.9 ± 17.3 拍/分，最大心

拍数は 142.9 ± 13.2 拍/分であった．最大心拍数は全

ての対象者で後座位安静時に最大値を示した．本実

験は 2 分半程度の短時間の垂直避難のため，後座位

安静時に心拍数が最大を示したことが考えられる．

また，%HRmax は垂直避難時では 56.7 ± 8.6 %，最
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大値では 71.8 ± 6.6 %であり，RPE は 18.0 ± 1.4 で

あった（表１）． 
およそ2分半程度の避難行動において，20歳前後

の大学生でさえ，最大心拍数の%HRmaxが70%を超

えていたこと，RPEが18を示していることから，子

どもを抱えての垂直避難は「かなりきつい」に相当

する行動であることが推察される．階段を早く上が

る活動は8.8メッツに相当する18)．今回の避難行動は，

10kgのバーベル2つを抱え走っての階段昇降である

ことから，乳児二人を抱えての避難行動は8.8メッツ
以上であると考えられ，この活動はサッカーやバス

ケットボールの試合を行うと同等の運動強度である

ことが推察される．田中ら7)は，10.7mの垂直搬送支

援実験において，女性の被験者6人中4人が途中で実

験中止となっていることを明らかにしている．その

ため，避難支援者が女性の場合，10m以上の高さに

搬送支援を行うことは，「非常に強い」運動強度であ

る．実際の保育現場には20代〜70代の保育士がおり，

保育士の9割以上が女性であるため19)，10m以上の

高さに垂直避難支援を行うことが困難になる保育者

がいることが予想される． 
 

（３）身体的疲労感 

VAS 法を用いた身体の各部位における疲労感は，

足の疲労感が 80.6 ± 22.2mm，腕の疲労感が 79.7 ± 
18.9mm と高い数値を示し，首・肩や腰と比較して

有意な高値を示した（図３）．自力歩行が可能な人に

おいて下肢筋力の高い人が早い避難行動が可能であ

ること 20）からも，避難支援者である保育者には乳幼

児を抱えて速やかな垂直避難をするために下肢筋力

及び腕力が必要であることが示唆された．しかしな

がら，現在は成人女性の体力が低下していること 21)，

運動不足を感じる 20〜30 代の女性が８割以上いる

こと 22）などが報告されている．つまり，現在保育園

などに勤務する保育者や保育者を目指す女子大学生

の筋力や持久力等が低下していることが推察される．

乳幼児が園で安全な生活を送るためには，保育者は

専門的な知識・技能の習得だけではなく，日常的に

運動を行い，基礎体力の維持向上を目指す必要もあ

る． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３．身体的疲労感の部位比較 

 
 
【本研究の限界】 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，対象者が

大学生 24 名のみであった．そのため，保育現場の

実情に即して幅広い年齢層を対象者としてデータの

信頼性を高め，その中で年齢層による比較や運動習

慣・運動歴による比較検討を行う必要がある．当初

の計画にもあった幼児を対象とした垂直避難行動と

体力の関係も合わせて，今後も研究を継続していく

予定である． 
 
【まとめ】 

本研究は，防災意識が低いことが考えられる岡山

県の「防災保育」ガイドライン作成の基礎資料獲得

を目指し，垂直避難時における保育者の身体負担を

明らかにすることを目的とした．その結果，１歳児

四人を抱えて4階まで避難させる際の最大心拍数は

140 拍/分程度，%HRmax は 70%程度，RPE は 18
程度であった．また，身体的疲労感は腕と足の疲れ

において高値を示した．これらのことから，子ども

を抱えての垂直避難の運動強度は中〜高強度である

ことが明らかになった． 
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中高齢者のフレイル予防に資する身体活動条件の解明 

～心疾患患者を対象とした縦断調査～ 

 

就実大学 教育学部 

森村 和浩 

 

 

（概要） 

心疾患患者を対象として有酸素性作業能と四肢骨格筋の量および質，運動機能との関連性について検討する

ことを目的とした。その結果，本研究では心疾患者の有酸素性作業能力と骨格筋の質との間に有意な正相関を

認めた。その一方で，有酸素性作業能力は心疾患患者の筋量や四肢骨格筋指標との間に関連性を認めなかっ

た。 これらの結果は，心疾患者において ATや PeakVO2などの有酸素性作業能が低いことは，単純な骨格筋

量や筋力ではなく骨格筋の質的，機能的な低下と関連する可能性を示唆する。                                                 

今後，調査対象者を集積するとともに有酸素性作業能力と骨格筋の量や骨格筋の質について横断的・縦断的

に検証を進めていく予定である。 

 

                                    

（本文） 

 

【背景】                   

我が国における 65歳以上の高齢者数は 3617万人

で総人口に占める割合は 28.7％となり過去最高の

更新が続いている。未曾有の超高齢者会へ突入した

わが国では，老年期の健康寿命延伸対策，さらには

壮年期世代の健康寿命の延伸を視野とした早期の予

防対策が重要視されるようになってきた。 

心疾患患者に対するリハビリテーションでは日常

生活での生活活動を含めた身体活動全体を増やすこ

と，座位行動を減らすことが重要視されるようにな

ってきた。心疾患患者の身体活動と有酸素能力につ

いて，中強度以上の身体活動時間と換気性作業閾値

強度との間に関係が認められており，運動だけでは

なく日常の身体活動における中強度以上の身体活動

時間を増すことが必要である。また，近年では，心

疾患患者の高齢化が深刻化しつつあり，心疾患の二

次予防と共にフレイルやサルコペニア対策が喫緊の

課題となってきている(筒井裕之. ,2019, Okura, 

Yuji, et al, 2008)。 

サルコペニアの発症メカニズムには，加齢以外に

二次性のサルコペニアとして廃用や不活動，内分泌

疾患，循環器疾患，神経系疾患，栄養不良，悪液質

等が直接的，間接的に関連し，蛋白質の合成や分解，

神経・筋の統合性へ様々な機序に影響を与えること

で筋量や筋力の低下が生じる可能性がある。よって，

心疾患を有する患者においては，有酸素性作業能と

筋量および筋力，筋機能の維持・向上の二つが体力

科学的な標的となる。有酸素性作業能は，骨格筋の

エネルギー代謝を反映し，糖代謝能に強く関連して

いることが示されている（Ritov, Vladimir B., et 

al. 2005）。また，筋の質的変化，とりわけ筋内脂肪

の蓄積といった骨格筋内の組成の変化には，運動機

能の低下やインスリン抵抗性と関連することも指摘

されている（Addison et al. 2014）。 

特に心疾患患者の骨格筋異常の特殊性として「慢

性炎症，酸化ストレス，低栄養など」を有するケー

スが多く，他の健常中高齢者と比しても廃用性萎縮

を招きやすい状態にある。 

そこで本研究では，心疾患患者を対象として有酸

素性作業能と四肢骨格筋の量および質，運動機能と

の関連性について横断的・縦断的に検討することを

目的とした。 
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【方法】 

対象は，A 病院に通院する心筋梗塞，狭心症，心

房細動，心不全など心疾患を有する中高齢者とした。 

本研究の対象者は，加療やリハビリテーションが

必要な心疾患患者を対象としているため本研究では，

対象者の安全を確保するために新型コロナウイルス

感染拡大中，当該病院での研究実施を延期した。そ

の後，対象者の感染リスクを回避するために感染症

の拡大状況が緩解していることや一部調査項目を限

定し対象者の測定時間の短縮や，少人数体制で実施

などの対応を施し調査に着手した。 

現時点までの対象は，心疾患者男性 6 名，女性 1

名 7名（年齢 77.4±6.0歳，67-86歳）であった。 

 

基本的属性 

対象者の基本的属性として，年齢，身長，体重，

body mass index（BMI）に加え，疾患について調査

した。 

 

体力評価 

対象者の体力評価として，本研究では体組成（脂

肪量，除脂肪量，骨格筋四肢筋量），有酸素性作業能

力，立ち上がりパワー，動的平衡性を測定した。四

肢骨格筋量をはじめとする身体組成は，BIA 法によ

り体重，BMI，総筋肉量，筋質，体脂肪率，四肢骨格

筋量（kg）/身長（m2）から算出される四肢骨格筋量

指数（Skeletal muscle mass index：以下 SMI と略

す）を測定した。本研究で用いた体組成計（MC780，

TANITA社製）は，多周波数（5kHz，50kHz，250kHz）

インピーダンス法により得られるインピーダンス値

から脂肪量と骨格筋四肢筋量を測定した。製品仕様

における誤差範囲は 0.1 kg であり，先行研究にお

いてその妥当性が確認されている(Talma, H., et 

al,2013)。なお，筋質は，低周波数電流と高周波数電

流の電気抵抗から，全筋組織の断面積に対する筋組

織断面積を算出し，0-100 点で点数化した数値 MQP

とした。尚，低周波電流は細胞外液を通過，高周波

電流は細胞外液に加え細胞膜と細胞内液を通過する

周波数特性を利用して２種類の周波数から得られる

生体電気インピーダンスの比を用いて骨格筋の密度，

いわゆる骨格筋の質を評価している。 

有酸素性作業能の評価には，最大下漸増式運動負

荷試験を用いた。負荷試験は，自転車エルゴメータ

ーを用いてウォーミングを行った後．7～10watts/分

漸増させた。評価項目は，嫌気性代謝閾値（anaerobic 

threshold；AT）および最高酸素摂取量（peakV
．
O2）

とした。ATは V-slope法を用いて決定した。試験の

終了基準は，年齢から推定される推定最高心拍数の

85％、主観的尺度（RPE）が 17 以上，60 回転/分で

のペダリングが維持できないと判断された時点まで

として定義し,その他,主治医による中断や実施不可

の指示や対象者自身による中止要求があった際に試

験を中止させた。 

筋力及びその機能の評価には，脚伸展力，立ち上

がりパワーおよび，動的平衡性の測定を行った。本

測定には，床反力計として使用されている測定器（運

動機能分析装置 zaRitz（ザリッツ）BM-220, 株式会

社タニタ社製）を用い，椅子立ち上がり動作中にお

ける鉛直方向の床反力（kgf）をコンピュータに記録

した。対象者は椅子（床から座面まで約 40 cm）に

着座した状態から両足をプラットフォーム上に配置

させ，膝関節が約 90°に保持させた。その後，測定

開始の合図のあとに最大努力にて素早く立ち上がり，

直立姿勢を 2秒間保持したのちに着座し，座位姿勢

を 2秒間保持させた。これを一試行とし，連続して

2 回試行し，パワー（F/w），立ち上がりスピード

（RFD/w），立位安定時間（stable Time(sec)）の最

良値を採用した。 

 

【結果】 

対象は，身長が 161.0±9.6cm，体重 60.36±

11．99kg，BMI23．1±2．2kg/ｍ2であり，疾患及び

既往は表 1，身体組成および体力評価の結果は表 2

へ示した。有酸素性作業能である ATと peakV
．
o2

は，それぞれ，0.65±0.19watts/kg,15.0±

3.8ml/kg/minであった。 

 

有酸素能力指標と骨格筋指標，筋機能との関係で

は，骨格筋指標では，MQP と正の相関関係，筋の機

能においては，パワーとの間に正相関，立位安定時
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間との間に負の相関関係が認められた（それぞれ，

p<0.05）。なお，SMIには有意な関係は認められなか

った。なお，本解析には有酸素性作業能力が評価で

きていない心不全患者 2名を除いている。 

 

 

 

 

【考察】 

本研究は，心疾患患者の有酸素性作業能と四肢骨

格筋の量および質，運動機能との関連を横断的・縦

断的に検討することを目的として行われた。その結

果，本研究は，心疾患患者の有酸素性作業能（AT，

peakVo2）と筋肉の質や機能との関連性を認めた。一

方，有酸素性作業能と骨格筋量，下肢筋力との間に

は関連性を認めなかった。これらの結果の解釈には，

サンプルサイズの限界点が内包されるものの心疾患

者において AT や PeakV
．
O2 などの有酸素性作業能が

低いことは，単純な骨格筋量や筋力ではなく骨格筋

の質的，機能的な低下と関連する可能性を示唆する。 

筋輝度法を用いた骨格筋の質的評価では，加齢や

疾患により筋厚だけでなく筋輝度にも変化が生じる

ことが明らかとなっている。特に加齢や疾患による

筋の質的変化は，筋厚の減少よりも早い段階で生じ

ていることが示されている。すなわち，後期高齢者

の活動量と大腿前部との比較では，骨格筋量ではな

く骨格筋の質的な要素が中等度以上の身体活動と有

意に関連することが示されている（Osawaet al., 

2017）。同様に，地域在住高齢者 204人を対象とした

研究では，骨格筋の質の低い群では中，高群よりも

持久的な運動機能が低いことや歩数が少ないこと，

中程度(3.0～6.0METs)の身体活動量が少ないことも

明らかにされている（Yoshiko, et al. ,2019）。本

研究で得た結果は，日常の中等度以上の身体活動や

持久的な運動機能と骨格筋の質とが関連することを

示す先行研究を支持していると考えられる。 

特に相対的に強度指標である中高強度の身体活動

強度ではなく，有酸素性作業能の生理的な指標であ

り，個別の絶対強度である AT との間にその関連性

が認められたことは，本研究の重要な知見である。 

乳酸性作業閾値の間接的指標である ATをはじめ，

乳酸性作業閾値，換気性作業閾値や心音二重積屈曲

点は運動強度に対してカテコールアミンが急増する

生理的，代謝レベルでの臨界点であり，有酸素性作

業能の向上を期待できる下限の運動強度でもある。

これに相当する運動強度は，高い安全性のほかに骨

格筋のミトコンドリア量増加や筋線維タイプ変化，

毛細血管新生などをもたらし，結果的に最大酸素摂

表1.対象者の身体的特徴と疾患
sex

（0=men，
1=women)

Age
Height
(cm)

Weight
(kg)

BMI
(kg/m^2)

疾患及び既往

A 0 67 175 68.50 22.4 心筋梗塞後(ステント治療)→急性期合併症により心不全増悪、心室中隔穿孔、
心房細動発症→他院にて心室中隔穿孔パッチ閉鎖術、PVI、左心耳閉鎖術後

B 0 80 152 47.00 20.3 狭心症(ステント治療)、閉塞性動脈硬化症
C 0 77 156 58.20 23.9 狭心症（ステント治療）
D 0 86 160 60.70 23.7 慢性心房細動、慢性心不全
E 0 81 174 82.60 27.3 急性心筋梗塞（ステント治療）
F 0 74 157 53.90 21.9 狭心症(ステント治療)
G 1 77 153 51.60 22 狭心症(ステント治療)

77 161.0 60.36 23.1
6 9.6 11.99 2.2

AV
±SD

表2.対象者の身体組成および有酸素能，筋機能

Fat %
Muscle
mass

MQP TBW % SMI
AT

(watts/kg)

peak VO2
(ml/kg/mi

n)
F/w RFD/w Stable Time

A 25.6 48.3 2 55.3 8.8 1.06 6.42 2.5
B 19.8 35.7 50 55.3 6.2 0.53 14.4 1.37 12.37 0.9
C 22.2 42.9 73 52.4 7.2 0.80 17.3 1.41 11.91 0.9
D 28.3 41.2 6 50.7 8 1.13 6.21 1.6
E 39.2 47.6 22 38 7.8 0.39 9.4 1.09 6.73 1.5
F 12.5 44.7 62 65.1 7.6 0.82 19.5 1.48 9.47 0.9
G 30.6 33.8 55 50.4 5.7 0.70 14.2 1.16 5.65 1.2
AV 25.5 42.0 38.6 52.5 7.3 0.65 15.0 1.24 8.39 1.4

±SD 8.5 5.6 28.3 8.1 1.1 0.19 3.8 0 2.84 0.6
＊subA,Dの有酸素評価は実施不可

-

-
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取量やインスリン感受性の改善などの代謝適応を導

出させ生活習慣病予防効果を発揮する点にある。こ

れらの運動による代謝適応は，ミトコンドリアタン

パク質 mRNAの PGC1-αにより誘導され，ミトコンド

リアの生合成が活性化されることによる。また PGC1

αの発現は，ミトコンドリアの機能等の代謝適応だ

けではなく，I型ミオシン heavy chainや TypeⅠ筋

形成の誘導や神経・筋接合部の成長・筋萎縮等を抑

制することが明らかにされている。なお，慢性心臓

病，糖尿病，悪液質などの萎縮モデルでは PGC1α発

現量の著しい低下が確認されている。 

以上のことから，心疾患患者は急性増悪やその敬

遠による不活動を繰り返すたびに心機能や有酸素性

作業能，筋力が低下するリスクを抱え，健常高齢者

と比較してもサルコペニア・フレイルの有病率も高

くその移行が早い特徴を有する。しかし，本研究で

は，心疾患患者において有酸素性作業能が低値であ

るほど骨格筋の質が低く，有酸素作業能力の低下と

ともに骨格筋の質的な変化が生じている可能性が考

えられた。特に本研究の対象者のうち，心不全を有

する者が 2名含まれるが，2 名の SMI は他の患者と

の差が小さいものの MQPや筋バランス等は顕著に低

値を示していた。本件についても今後の検討課題と

したい。 

 

【今後の予定と課題】 

本研究は，基礎疾患並びに中高齢者を対象として

おり，対象者のリスク回避の観点から新型コロナウ

イルス感染症の拡大中の調査研究の実施を中止した

ため，大幅な遅れが生じる結果となった。 報告書

作成時点で本研究の対象者は， 7 名と限定的な報

告であり，男女差や疾患毎，縦断的な検証に至って

いない。今後，調査対象者を集積するとともに本研

究目的を達成すべく継続して検討していく予定であ

る。 
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サルコペニアを対象とする健康寿命延伸薬の開発 

 

学校法人川崎学園 川崎医科大学 神経内科学 

砂田 芳秀 

 

（概要）健康寿命を短縮する加齢に伴う骨格筋減少症（サルコペニア）対策は、超高齢化社会を迎えたわが

国の国民的課題である。ところが、世界的にサルコペニアを対象に保険適応を獲得している医薬品は皆無で

ある。我々はα-Klotho欠損マウスの骨格筋において、筋線維萎縮と間質増成によるサルコペニア表現型が

認められることを見出した。本研究では、α-Klotho欠損マウスと超高齢マウスを対象にリコンビナント

Klotho蛋白質を投与し、そのサルコペニアへの有効性を検証、併せて、α-Klothoを介するサルコペニア抑

制の分子機構の解明に取り組んだ。 

 

（本文）                    

緒言 

高齢化社会を迎えた本邦では、診断基準 (Cruz-

Jentoft, Age Aging 39, 2010)によれば、60-70歳

代の 15%、 80歳以降の 50%、推定 1,000万人のサル

コペニア及びその予備群が存在し、健康寿命の短縮

（Matthews, Ann N Y Acad Sci, 1237, 2011）によ

り介護負担の増大をきたすことが問題となっている。

ところが、サルコペニアを対象に保険適用を獲得し

ている医薬品は世界的に皆無である。 

α-Klothoは、腎尿細管上皮から分泌される長寿蛋

白質で、その欠損マウスは、高リン血症、骨粗鬆症

など老化表現型を示す(Nabeshima et al. Nature 

390, 1997)。 

われわれはα-Klotho 欠損マウスの骨格筋を解析

し、筋線維単一断面積が減少、間質が増成して著明

な筋萎縮を呈することを見出した。さらに、超高齢

野生型マウスでは、血中α-Klotho濃度が年齢依存的

に減少することも確認した。本研究は、α-Klotho欠

損及び超高齢マウスにリコンビナント Klotho 蛋白

質を投与しサルコペニアへの有効性を検証し、その

修復の分子機構の解明に挑んだ。 

 

方法 

1）α-Klothoの哺乳類細胞安定発現株を樹立した。

大量培養による細胞破砕液から、カラム抽出によ

り、リコンビナントα-Klotho 蛋白質を単離した。 

2)このリコンビナントα-Klotho 蛋白質を、α-

Klotho欠損マウスにワンショット投与し、サルコ

ペニア抑制効果について最適条件を設定した。次

いで長期投与により、その有効性及び安全性を検

討した。血中動態、筋肥大効果について条件検討

し、適応範囲を導出した。 

 この適応範囲を基盤としてリコンビナントα-

Klotho蛋白質を、α-Klotho欠損マウス、並びに超

高齢マウスに、それぞれ投与して、筋萎縮を改善

する投与量を設定した。さらに、投与群と非投与

群骨格筋の網羅的遺伝子解析により、Klotho蛋白

質によるサルコペニア改善の標的遺伝子をスクリ

ーニング、その分子機構の解明に取り組んだ。 

 

結果 

1)α-Klotho-Fcペプチボディーの単離・精製. 

pcDNA3-hFc発現ベクター (Aruffo A, Cell 61, 

1990)により、α-Klotho の C 末端にヒト免疫グロ

ブリン IgG Fc を融合させたα-Klotho-Fc ペプチ

ボディーを安定発現するHEK293細胞株を作成した

（図 1）。次いで、細胞破砕液を Fc カラムにかけ

て、ペプチボディーを単離・精製した。 

2)α-Klotho欠損マウスへの投与. 

α-Klotho-Fc ペプチボディーの投与により、α-

Klotho 欠損マウスの筋萎縮は軽減し、筋量・握力

の有意な増加も認められた（図 2）。免疫組織解析

では、単一筋繊維断面積が有意に増加し、筋繊維萎

縮が有意に軽減した。 

 また、投与により、腎硬化症、骨粗鬆症も改善し、

短縮していた寿命が延長した。 

3）超高齢マウスへのα-Klotho-Fcペプチボディー
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投与. 

2種類の超高齢マウス（BL/6, DBA/2）に、それぞ

れ、α-Klotho-Fcペプチボディーを投与した. 

体重・握力は、いずれも改善し、筋量も増大、単

一筋線維断面積も増大した。 

4)α-Klotho-Fc ペプチボディーによるサルコペニ

ア・腎硬化症・骨粗鬆症修復の分子機構解析. 

まず、野生型マウスと比較して、α-Klotho欠損マ

ウスの骨格筋・腎臓・骨で上昇ないし低下する遺

伝子群をスクリーニングした。次いで、α-Klotho-

Fcペプチボディー投与により、反対に、低下ない

し上昇を示す遺伝子を絞り込み、これを老化抑制

遺伝子群と考えた（図 2）。GeneChipで網羅的に発

現解析した結果、3 臓器で共通に挙動する遺伝子

が 5つ同定された。現在、その機能について、培

養筋芽細胞を用いて解析を進めている。 

 

 

 

 

 

考察 

α-Klotho は主に腎尿細管から血中に分泌される生

理的な可溶性血中蛋白質で、欠損マウスが老化表現

型を呈することから (Nabeshima, Nature 390, 

1997)長寿蛋白質と考えられている。国内外で、これ

まで精力的な研究が実施されてきたが、FGF-23との

協同作用であるリン利尿作用 (Urakawa, Nature 

444, 2006)を除いては、その詳細な老化抑制の分子

機構は解明されていない(Kuro-o, Vitam Horm 115, 

2021)。本研究は、独自に作出したα-Klotho-Fcペプ

チボディーは、この分子による治療介入を目指す、

従来の研究と一線を画する、基礎研究と考えられる。

将来ヒトでα-Klotho-Fc ペプチボディーないしその

類縁体による治療介入が成功すれば、サルコペニア

を起点としたロコモティブシンドロームやフレイル

対策に画期的な進歩をもたらす。我が国の国民的課

題である健康寿命延伸・介護医療費削減対策への展

望が拓けるものと期待できる。 

 

結論 

リコンビナントα-Klotho蛋白質のマウスへの投与

によりサルコペニアへの有効性を証明した。現

在、網羅的遺伝子解析からα-Klothoを起点とする

サルコペニア抑制候補遺伝子を同定、その老化抑

制の分子機構の解明に取り組んでいる。 
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脾臓の形成過程における核内受容体NR5A1の機能解明 

 

川崎医科大学 解剖学教室 

（現 久留米大学医学部 解剖学講座 顕微解剖・生体形成部門） 

嶋 雄一 

 

脾臓は、赤脾髄と白脾髄という機能の異なる二つの領域、及び両者の間に存在する辺縁帯により構成される。

赤脾髄に存在する洞様毛細血管の内皮細胞には間隙があるため、赤血球のフィルターとして機能する。一方、

白碑髄では B リンパ球と T リンパ球がそれぞれの領域を形成し、免疫機能を担っている。また、白脾髄を取り

囲むように特殊な静脈洞（辺縁洞）が存在し、その外側には、赤脾髄と白脾髄を隔てる辺縁帯と呼ばれる領域が

存在する。辺縁帯には特殊なマクロファージや B リンパ球が存在し、免疫細胞が抗原を認識する場として重要

な機能を果たすことが明らかにされている。 

 NR5A1は核内受容体型の転写因子であり、副腎や生殖腺に加えて、脾臓の静脈洞内皮細胞にも発現している。

我々は Nr5a1 遺伝子の第 4 イントロンに脾臓特異的エンハンサー領域を発見し、ゲノム編集により、この領域

を欠失するマウスを作出した。このマウスでは、脾臓におけるNR5A1 の発現が完全に消失していた。赤脾髄で

は、脾洞内皮細胞の形態異常に伴って血液のフィルター機能が低下していた。一方、辺縁帯では辺縁帯特異的

マクロファージが消失し、さらに白脾髄におけるリンパ球の領域化が著しく乱れていた。これらの結果から、

NR5A1 は脾臓静脈洞内皮細胞の機能分化制御を通じて、脾臓全体の機能的な組織構築に重要な役割を果たして

いることが示唆された。 

 

 

【材料と方法】 

1. 実験動物（マウス） 

既に、ゲノム編集によってNr5a1 遺伝子の脾臓エン

ハンサー欠失マウスを作成しており、このマウスを

解析に用いた。このマウスは、Nr5a1 遺伝子の第 4

イントロンに存在するエンハンサー領域の上流・下

流に設計したガイドRNA とCas9 タンパクを、電気

穿孔法（エレクトロポレーション）によってC57BL/6

系統の受精卵に導入することにより作出された。コ

ントロール群として、正常C57BL/6Jマウスを用い、

エンハンサーホモ欠失マウスと比較した。各種解析

には生後 10週齢のオス個体を用い、1群あたり 3匹

以上のマウスを解析した。 

 

2. H&E染色 

0.1 M リン酸緩衝液（含 4％パラホルムアルデヒド）

を用いて灌流固定を行い、脾臓を摘出した後、さら

に浸漬固定を行った。常法に従いパラフィンに包埋

し、ミクロトームにより 5 μmの薄切標本を作成し

H&E染色を行った。 

 

3. 蛍光免疫染色 

0.1 M リン酸緩衝液（含 4％パラホルムアルデヒド）

を用いて灌流固定および浸漬固定を行い、ビブラト

ーム（VT1200S, Leica）で 50 µm にスライスした標

本を用いて、浮遊法による免疫染色を行なった。一

次抗体として、ヤギ MARCO 抗体（R&D systems, 

AF2956）、ハムスターCD3-ε抗体（SantaCruz, sc-

18871）、ラット CD45R(B220) 抗体（Invitrogen, 14-

0460-82）、ウサギ Laminin 抗体（Sigma-Aldroch, 

L9393）、二次抗体としてAlexaFluor647 抗ウサギ IgG

抗体（Thermo, A32733）、AlexaFluor488 抗ラット IgG

抗体（Thermo, A48262）、Cy3 抗ハムスターIgG 抗体

（ Jackson ImmunoResearch, 127-165-160 ） 、

AlexaFluor647 抗ヤギ IgG 抗体（Thermo, A32849）を

用い、 DAPI（4’,6-diamidino-2-phenylindole ） (Sigma-

Aldrich）による核染色を行なった。染色した標本は

スライドガラス上に VECTASHIELD （ Vector 
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Laboratories, Inc.）を用いて封入し、共焦点顕微鏡

（Zeiss LSM700）により撮影した。 

 

【結果】 

1. 辺縁帯の消失 

HE染色の結果、コントロールマウスの脾臓では、赤

脾髄（Red Pulp, RP）と白脾髄（White Pulp WP）の間

に、辺縁帯（Marginal Zone, MZ）が観察された。ま

た、白脾髄の外側縁を取り囲むように、静脈洞（辺

縁洞、Marginal Sinus, MS）が明瞭に観察された。エ

ンハンサー欠失マウス（SpE (-/-)マウス）においては、

赤脾髄と白脾髄の間に辺縁帯（MZ）が存在せず、ま

た辺縁洞（MS）も観察されなかった（図-1）。この結

果から、内皮細胞における NR5A1 の発現は、辺縁

帯および辺縁洞の組織構築に必須であることが示唆

された。 

 

 

図-1：正常マウス（SpE (+/+)）の脾臓では、白脾髄

（WP）と赤脾髄（RP）の境界に特徴的な辺縁帯（MZ）

が存在し、また白脾髄の最外側には辺縁洞（MS）が

観察される。一方、エンハンサー欠失マウス（SpE(-

/-)）の脾臓では、MZ もMS も存在しない。 

 

2. 辺縁帯特異的マクロファージの消失 

辺縁帯特異的に存在するマクロファージのマーカー

として、 Macrophage receptor with a collagenous 

structure (MARCO) が知られている。抗 MARCO 抗

体を用いて免疫染色を行った結果、正常マウスでは

辺縁帯に存在するMARCO陽性マクロファージ（辺

縁帯マクロファージ）が、エンハンサー欠失マウス

（SpE (-/-)マウス）では観察さず、少数のマクロファ

ージが白脾髄内部などに散在性に観察された（図-2）。

この結果から、NR5A1 は辺縁帯の形成に必須である

のみならず、辺縁帯特異的に存在するマクロファー

ジの分化や遊走に重要であることが示唆された。

 

図-2：正常マウス（SpE (+/+)）では、白脾髄の周囲

（辺縁帯）にMARCO陽性マクロファージ（辺縁帯

マクロファージ、赤色）が存在するが、エンハンサ

ー欠失マウス（SpE(-/-)）では白脾髄内部などに少数

存在するのみである。緑色は Laminin の免疫反応を

示す。 

 

3. リンパ球領域化の消失 

白脾髄では、中心動脈の周囲にT リンパ球の領域が

あり、その周囲ではB リンパ球がリンパ濾胞を形成

している。T リンパ球のマーカーであるCD3-ε、お

よび B リンパ球のマーカーである CD45R(B220)に

対する抗体を用いた免疫染色の結果、正常マウスで

は、明瞭なリンパ球の領域化が確認された。一方で、

エンハンサーホモ欠失マウス（SpE (-/-)マウス）では、

リンパ球の領域化が大きく乱れていた（図-3）。以上

の結果から、内皮細胞における NR5A1 の発現は、

リンパ球の遊走および白脾髄での領域形成に必須で

あることが示唆された。 

 

図-3：正常マウス（SpE (+/+)）では、白脾髄の中心部

分に CD3-ε陽性 T 細胞が存在し、それを取り囲む

ように CD45R (B220) 陽性 B 細胞が存在していた。

SpE (+/+)

MS

WP

RP
WP

RP

MZ

SpE (-/-)

SpE (+/+) SpE (-/-) 
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（白色は Laminin の免疫反応を示す）。一方、エンハ

ンサーホモ欠失マウス（SpE (-/-)マウス）では、明ら

かなリンパ球の領域が存在せず、T リンパ球とB リ

ンパ球が入り乱れて存在していた。 

 

【考察】 

NR5A1 は核内受容体型の転写因子であり、副腎や生

殖腺の発生に必須であることが知られている 1)。一

方、Nr5a1 遺伝子ノックアウトマウスの解析から、

本因子は脾洞内皮細胞の分化にも重要であることが

報告されている 2) 。我々はこれまでNr5a1 遺伝子の

組織特異的エンハンサーの探索を行い、胎仔副腎 3) 、

視床下部腹内側核 4) 、下垂体ゴナドトロピン産生細

胞 5) 、胎仔ライディッヒ細胞 6)のエンハンサーをそ

れぞれ同定してきた。今回、Nr5a1 遺伝子の脾臓特

異的エンハンサーを欠失させることで、脾臓特異的

にNR5A1の発現を消失するマウスの作成に成功し、

これにより、脾臓における NR5A1 の機能解析が初

めて可能となった。 

 今年度に行った HE染色および免疫染色の結果、

エンハンサー欠失マウスにおいて、脾洞内皮細胞の

形態異常に加えて、辺縁帯が消失し、また、辺縁帯

特異的マクロファージも消失していることが明らか

になった。さらに、白脾髄内部におけるリンパ球の

領域化も大きく損なわれており、内皮細胞の機能異

常が、リンパ球の分化や遊走に結びついた可能性が

強く推測された。今後明らかにすべき問題点として、

内皮細胞において NR5A1 がどのような標的遺伝子

を制御するか、という点が挙げられる。最近、全身

の血管内皮細胞を対象とした単一細胞解析の結果が

報告され、脾臓の血管内皮では、ステロイド代謝酵

素の発現が特異的に高いことが明らかとなった 7)。

これまで脾臓は非ステロイド産生組織と考えられて

きたが、NR5A1 が副腎や生殖腺でステロイドホルモ

ンの産生を制御していることを考慮すれば、脾臓の

血管内皮細胞でも、ステロイド関連物質の代謝に関

与している可能性が考えられる。今後は、エンハン

サー欠失マウスの脾臓を用いた遺伝子発現解析や、

NR5A1 抗体を用いた CUT&RUN 解析により、

NR5A1 の標的遺伝子の探索を進めていく予定であ

る。 
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抗肺線維化分子としての脂質メディエーター分解酵素の発生工学的研究 

 

川崎医科大学薬理学教室 

岡本安雄 

 

（概要）                                              

 特発性肺線維症は不可逆的に肺の線維化が進行し、予測できない多様な臨床経過をたどる予後不良の疾患で、

新たな治療法の開発は急務である。脂質メディエーターであるスフィンゴシン 1-リン酸（S1P）とリゾホスファ

チジン酸（LPA）が肺線維化において重要な機能を有していることが明らかになってきた。私たちは抗がん薬ブ

レオマイシン反復投与肺線維症モデルマウスの肺を用いた網羅的解析から、ブレオマイシン投与群で S1Pと LPA

の分解活性を持つ脂質リン酸ホスファターゼ 3（LPP3）の遺伝子発現の低下を見出した。また、LPP3 タンパク

質発現も低下していた。以上の結果から、「線維化肺では、S1Pと LPAの分解酵素 LPP3の発現低下が S1Pと LPA

の蓄積を引き起こし、線維化を促進する。」と考えた。単離細胞実験から、肺胞上皮細胞で LPP3 の発現が低下

していた。LPP3発現低下に関与する miR-184と LPP3発現増加に関与する転写因子 KLF2を検討したところ、ブ

レオマイシン投与群の肺において miR-184発現の増加および KLF2遺伝子発現の低下が観察された。今後、LPP3

遺伝子の発現制御メカニズムを明らかにし、LPP3 遺伝子発現を促進する方法が肺線維症に有効な治療法となる

か否かを明らかにする予定である。                                                

 

 

【背景・目的】 

線維化（症）はアンメット・メディカル・ニーズ

の臨床経過をたどる予後不良の疾患で、新たな治療

法の開発は急務である。スフィンゴシン 1-リン酸

（S1P）とリゾホスファチジン酸（LPA）は特異的 G

タンパク質共役型受容体を介して多彩な生理作用を

発揮する重要な脂質メディエーターである（1）。哺

乳類では、細胞内外の複数の代謝経路で常時 S1Pと

LPA が産生・分解されており、その代謝異常ががん

悪性化、動脈硬化や線維症などの病態の誘因と考え

られている。最近、肺線維症において S1Pおよび LPA

が重要な機能を有していることが明らかになってき

た（1）。私たちは、S1P 2型受容体のノックアウト

マウスが野生型マウスより肺線維化が軽度であるこ

とを見出した（2）。また、LPA１型受容体のノックア

ウトマウスにおいてもマウスモデルで肺線維化が顕

著に抑制されることが Tagerらにより示された（3）。

また、特発性肺線維症（IPF）および肺線維症モデル

マウスの肺や気管支肺胞洗浄液中の S1P および LPA

の濃度や産生酵素の発現が高いことから、S1P およ

び LPAの受容体や産生酵素を標的とした治療薬の開

発や臨床研究が活発に行われている（1）。しかしな

がら、S1P および LPA の分解にかかわる分子の肺線

維化における役割については不明である。私たちは

抗がん薬ブレオマイシン反復投与肺線維症モデルマ

ウスの肺を用いて DNAマイクロアレイ解析を行った

（4）。S1P および LPA の受容体や代謝酵素の遺伝子

変動を検討したところ、S1P および LPA の分解活性

を持つ脂質リン酸ホスファターゼ 3（LPP3）の遺伝

子発現が生理食塩水投与群と比較して、ブレオマイ

シン投与群の肺で 2 分の 1 以下に低下していた。

LPP3は6回膜貫通型のエクト型脂質リン酸ホスファ

ターゼで、触媒部位は細胞膜外表面に露出し、細胞
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外 S1P および LPAを分解し、S1Pおよび LPAによる

情報伝達を減衰させる機能を持つと考えられている

（1）。以上の結果から、「線維化肺では、S1Pと LPA

の分解酵素 LPP3 の発現低下が S1P と LPA の蓄積を

引き起こし、線維化を促進する。」という作業仮説を

立てた（図 1）。しかしながら、肺線維化における LPP3

の発現制御機構や役割は不明のままである。本研究

の目的は、上記の作業仮説を検証することである。 

 

【方法】 

（1）ブレオマイシン誘発急性肺損傷モデル 

 ブレオマイシン誘発急性肺損傷モデルの肺を用い

て、肺線維化を誘導するために、マウスにブレオマ

イシンを 0.035 U/g体重で週 2回、4週間にわたっ

て腹腔内投与した。投与 28 日後にマウスより肺を

摘出し、実験に使用した。実験動物は川崎医科大学

動物実験委員会の承認（17-111, 18-038, 18-058, 

19-088, 20-118）を受け，川崎医科大学動物実験指

針に基づいて研究を実施した。 

 

（2）肺の各構成細胞の単離 

 マウスから磁気ビーズ細胞分離法により各構成細

胞を分離した。1 mm3片に細かく切った肺を細胞分散

溶液（コラゲナーゼ、リベレース、ディスパーゼ、

DNaseI含有）に加え、インキュベーション後、ナイ

ロンメッシュに通し、シングルセルを得た。得られ

た細胞を CD16/CD32に対する抗体で処理後、肺胞上

皮細胞は、CD45、CD146、F4/80に対する抗体に結合

する血球系細胞・マクロファージ・内皮細胞・線維

芽細胞を除去（ネガティブセレクション）し、肺胞

上皮細胞画分を得た。マクロファージは F4/80に対

する抗体を用いて、ポジティブセレクションにより

単離した。内皮細胞はCD31に対する抗体を用いて、

ポジティブセレクションにより単離した。線維芽細

胞は，得られたシングルセルをディシュに播種し，

3回継代後に実験に使用した。 

 

（3）遺伝子・タンパク質発現解析 

肺および各単離細胞を用いて、qPCRを用いた遺伝

子発現、ウエスタンブロット法を用いたタンパク質

発現解析を行った。 

 

（4）LPP3ノックインマウスの作出 

ROSA26 遺伝子座に CAG プロモーター制御下で、

Cre 組換え酵素により loxP 配列を除去すると LPP3

を過剰発現するように遺伝子操作した LPP3 ノック

インマウスを CRISPR/Cas9を用いたノックイン技術

で条件付き LPP3 発現フラグメントを導入し、作出

した（図 2）（2020-2021年度文部科学省新学術領域

先端モデル動物支援プラットフォーム・モデル動物

作製支援）。LPP3 ノックインマウスの作出は川崎医

科大学動物実験委員会（20-118）および川崎医科大

学組換え DNA実験安全委員会（20-37, 20-38）の承

認を受け，川崎医科大学動物実験指針、川崎医科大

学組換え DNA安全管理規定に基づいて研究を実施し

た。 

 

【結果】 

（1）線維化肺における Lpp3 の遺伝子およびタンパ

ク発現の低下 

肺線維症モデルマウスの肺を用いた網羅的解析か

ら、ブレオマイシン投与群の肺で S1Pと LPAの分解

活性を持つ LPP3 の遺伝子発現の低下を見出した。

コントロール群の肺と比較して、LPP3タンパク質発
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現もブレオマイシン投与群の肺で低下していた（図

3）。他の脂質リン酸ホスファターゼ LPP1や LPP2の

肺組織における mRNA発現は LPP3と比べて低く、ブ

レオマイシン投与群の肺とコントロール群の肺で変

化は見られなかった。 

 

（2）線維化肺における mir-184の発現増加および転

写因子 KLF2の発現低下 

LPP3の発現低下に関与する miR-184と LPP3発現

増加に関与する転写因子 KLF2 を検討したところ、

ブレオマイシン投与群の肺において miR-184発現の

増加および KLF2遺伝子発現の低下が観察された。 

 

（3）線維化肺から単離した肺胞上皮細胞における

LPP3の遺伝子発現の低下 

肺の各構成細胞を単離し、LPP3 の mRNA 発現を検

討したところ、コントロール群の肺由来の単離肺胞

上皮細胞と比較して、ブレオマイシン投与群の肺由

来の単離肺胞上皮細胞で LPP3の mRNA発現が低下し

ていた。 

 

（4）LPP3ノックインマウスの作出 

 ROSA26 遺伝子座に導入する条件付き LPP3 発現フ

ラグメントが Cre-loxP システムにより働くかどう

か検討した。HEK293 細胞に条件付き LPP3 発現ベク

ターと Cre組み換え酵素を導入し、LPP3タンパク発

現と LPA分解活性を確認した（図 4）。また、作出さ

れた LPP3 ノックインマウスからマウス胎児線維芽

細胞を単離し、Cre 組み換え酵素を導入することに

より LPP3タンパク発現を確認した。 

 

【考察】 

今回得られた結果から、今後、mir-184および KLF2

による LPP3 遺伝子の発現制御メカニズム、肺胞上

皮細胞特異的に LPP3 を発現するように遺伝子操作

した LPP3 コンディショナルノックインマウスある

いはアデノ随伴ウイルスを用いた LPP3 遺伝子発現

を促進する方法が肺線維症に有効な治療法となるか

否かを明らかにする予定である。 
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慢性炎症と骨細胞様細胞が血管石灰化を誘導する機序の解明、及びその進展抑制法の開発 

 

 

（所 属）川崎医科大学 リウマチ・膠原病学 

（氏 名）浅野 澄恵 

 

（概要）                                              

 慢性炎症性疾患である乾癬の患者は冠動脈石灰化をきたし心血管イベントのリスクが高い。一方、TNF等の炎

症性サイトカインを阻害する治療(生物学的製剤)により、そのリスクを低減できる。しかし、炎症が石灰化を

促進する機序は明らかでない。近年の研究で、血管石灰化は血管平滑筋細胞から骨芽細胞への形質変換が起こ

り（Durham AL. Cardiovasc Res 2018，Osako MK. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2013）、その血管石灰化

組織中に骨細胞様細胞が存在することが報告された（Vasuri F. World J Stem Cells 2014）。 

そこで本研究では、血管石灰化部位に存在する骨細胞様細胞および炎症性サイトカインに着目し、「血管石灰

化形成・進展における骨細胞様細胞および炎症性サイトカイン（IL-1β、TNF、IL-6、IL-17A）の役割の解明」

を行うこととした。 

まず骨細胞様細胞の存在の有無について、血管石灰化モデルを作成し血管石灰化組織内の細胞に対し骨細胞

マーカー(DMP1、Sclerostin、MEPE, Osteocalcin)で免疫染色を行ったが、染色される細胞は認められなかった。

しかし、炎症性サイトカインを添加し、血管石灰化を誘導する実験にて、他のサイトカインに比較し、IL-17A添

加時、有意に石灰化が誘導されることを、マイクロCTおよびvon Kossa染色にて確認した。 

本研究から得られる知見は、IL-17A 阻害薬を既に治療薬として使用されている乾癬患者の血管石灰化を抑制

する可能性があることのみならず、広く動脈硬化性疾患の病態解明と生命予後改善に寄与できると考える。       

 

（本文）   

1. 研究の背景と目的                  

慢性炎症性疾患である乾癬の患者は冠動脈石灰化

をきたし心血管イベントのリスクが高い（McDonald 

CJ. N Engl J Med. 1973, Ludwig RJ. Br J Dermatol. 

2007）。一方、TNF等の炎症性サイトカインを阻害す

る治療(生物学的製剤)により、そのリスクを低減で

きる(Masson W. Adv Ther. 2020; Rungapiromnan W. 

Br J Dermatol. 2017)。しかし、炎症が石灰化を促

進する機序は明らかでない。 

血管石灰化は心血管イベントの誘因となり臨床上

重要な問題であるが、「老化に伴う受動的な変性プロ

セス」と認識され、病態解析や治療の標的としてみ

なされていなかった。しかし、近年の研究で、血管

石灰化は血管平滑筋細胞から骨芽細胞への形質変換

が起こり、骨類似マトリックスが異所性に蓄積する

という「能動的プロセス」であることが明らかにさ

れた（Durham AL. Cardiovasc Res 2018，Osako MK. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol 2013）。更に、その

血管石灰化組織中に骨細胞様細胞が存在し（Vasuri 

F. World J Stem Cells 2014）、骨細胞マーカーDMP1

（Dentin Matrix Protein 1）を発現していること

が報告された（Sarah-Kim B. JBMM 2019）. また、

近年の骨研究により骨基質中に存在する骨細胞は、

メカニカルストレスを感知し、骨芽細胞・破骨細胞

の機能を調節することで骨の石灰化を誘導すること、

また骨細胞自体に溶骨機能があること（Jahn K, et 

al.J Bone Miner Res 2017）が明らかとなった。し

かし、骨細胞様細胞の機能解析を行った研究報告は

なく、更にその骨細胞様細胞の機能を調節すること

で石灰化抑制の可能性、また石灰化退縮の可能性に

ついて検討した報告もない。もし血管石灰化部位の

骨細胞様細胞が骨組織中の骨細胞と同様の機能を持

つのであれば、その骨細胞様細胞の機能調節は血管

石灰化抑制・退縮につながる可能性があると考えた。 

そこで本研究では、血管石灰化部位に存在する骨

- 236 -



細胞様細胞および炎症性サイトカインに着目し、「血

管石灰化形成・進展における骨細胞様細胞および炎

症性サイトカイン（IL-1β、TNF、IL-6、IL-17A）の

役割の解明」を行うこととした。 

 

2. 結果 

1) マウス血管石灰化モデルでの血管石灰化評価 

マウス摘出大動脈組織を高濃度リン(P)存在下で

培養することで石灰化を誘導できる ex vivo 血管

石灰化モデル(Akiyoshi T. Atherosclerosis. 

2016)と Adenine+P 負荷食により大動脈の中膜に石

灰化と腎不全をきたすin vivo血管石灰化モデルマ

ウス(Tani T. Sci Rep. 2017) を使用し、血管石灰

化の評価を行った。血管石灰化の評価は、マイクロ

CT にて大動脈への石灰沈着の容積及びミネラル密

度を経時的に測定しながら、併せて Ca 沈着を von 

Kossa染色で組織学的解析を行った。 

Ex vivo モデルでは、既報どおり経時的に血管石

灰化がDay15まで進行し、以後はプラトーになるこ

とを確認した。一方で、In vivoモデルでは検討し

た同胞 5 匹中 1 匹でのみマイクロ CT にて大動脈石

灰化を確認できたが、体重減少と衰弱が著しく、観

察期間中に死亡した。なお、他4匹では体重減少も

大動脈石灰化も観察されず、個体差が著しい結果で

あったため、In vivoモデルとしての使用は難しい

と判断した。 

 

2) 骨細胞様細胞の形態解析 

 1)で作成した ex vivo モデルの血管石灰化組織

内の細胞種の同定を行うため、骨細胞マーカー(DMP1, 

Sclerostin、MEPE, Osteocalcin)で免疫染色を行っ

たが、間質に染色されるものの、細胞自体の染色は

認められなかった。このため、当初予定していた金

コロイドを用いたTEM観察や二光子励起顕微鏡およ

び電子顕微鏡で細胞性ネットワークの解析に進むこ

とができなかった。 

 

3) 炎症性サイトカイン（IL-1β、TNF、IL-6、IL-17A）

の血管石灰化に及ぼす影響の解析 

 1)のex vivoモデルの培養中に各炎症性サイトカ

イン（IL-1β、TNF、IL-6+sIL-6R、IL-17A）を添加

し、血管石灰化に及ぼす影響を解析した。 

 その結果、Fig. 1に示すように他のサイトカイン

に比較し、IL-17A添加群のみ非添加群と比較して有

意に血管石灰化を認めた。 

 
 さらに Fig.2 に示すように添加する IL-17A の濃

度依存的に石灰化は有意に促進することをマイクロ

CTおよびvon Kossa染色で確認した。 

 

 

3. 考察 

 本研究において、当初想定していた骨細胞様細胞

の存在を血管石灰化組織中に見いだすことはできな

かったが、IL-17A濃度依存的に血管石灰化が促進す

ることをex vivoモデルで確認した。IL-17Aが血管

石灰化を促進する機序に関しては、血漿 IL-17A の

上昇と冠動脈石灰化が生じる (Guo,M. M. Allergy. 

2015) ことで知られる川崎病患者において、BMP6 

autocrine 効果により, smad1/5-runx2 シグナル活

性化がupregulateされ, osteopontin, osteocalcin, 

ALP など骨マトリクス関連蛋白の発現の増加をきた

し、血管石灰化が促進されることが報告されている

(Chang, S. F. Cell Biosci. 2020)。 

本研究から得られた知見は、IL-17A阻害薬を既に

治療薬として使用されている乾癬患者の血管石灰化
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を抑制する可能性があることのみならず、このシグ

ナル伝達機構が、広く動脈硬化性疾患の病態解明と

生命予後改善に寄与できる可能性が示唆される。 

 

謝辞 

 この研究成果“IL-17A promotes vascular 

calcification in an ex vivo murine aorta 

culture”はBiochemical and Biophysical Research 

Communicationsに採択されました(in press, 2022)。 

本研究を遂行するにあたり、研究助成を賜りまし

た公益財団法人ウエスコ学術振興財団に深く感謝い

たします 

- 238 -



海馬神経回路のシナプス形成を制御する分子機構の解明 

 

川崎医科大学 解剖学教室 

林 周一 

 

海馬は記憶の形成や空間学習に重要である。海馬の神経回路の形成制御、特にシナプス形成制御の分子機構を

理解することは、正常な記憶の形成や消失の仕組みを分子レベルで理解するだけでなく、アルツハイマー病な

どの神経変性疾患や統合失調症などの精神疾患の病態を分子レベルで理解するために重要である。海馬の歯状

回は大脳皮質の嗅内野からの入力を受け、アンモン角 CA3 へ苔状線維を通して強力な出力をする。この苔状線

維は特徴的な巨大シナプス終末を形成し、強力な出力を CA3 に伝える。苔状線維の CA3 への投射は記憶形成に

重要であることが示唆されているが、そのシナプス終末形成の制御機構については未解明である。そこで本研

究は、マウスを用いて海馬の苔状線維のシナプス終末形成機構を明らかにし、記憶形成の形態的・分子的基盤

を解明することを目指した。                                          

 

 

【背景】                  

 自閉症や若年で発症する統合失調症患者では、前

頭葉や海馬などで神経回路の接続に異常が疑われて

おり、このことは、神経回路の発生の異常が青年期

以降の脳機能に大きく影響することを示唆する 1,2。

したがって、海馬の神経回路の形成制御、特にシナ

プス形成制御の分子機構を解明することは、正常な

記憶の形成や消失の仕組みだけでなく、統合失調症

などの精神疾患の発症機序を解明するためにも重要

である。 

申請者はこれまでの研究で、大脳皮質から視床へ

の投射回路における特徴的な巨大シナプス終末の３

次元微細形態を明らかにし、この構造の形成にはシ

ナ プ ス 小 胞 放 出 を 制 御 す る Synaptosomal-

associated protein 25 (SNAP25)が必要であること

を発見している 3。海馬の苔状線維の巨大シナプス

終末も視床の巨大シナプス終末と類似の構造をもつ

ことから、申請者のこれまでの研究で得た知見を活

かして海馬の記憶形成の回路基盤の解明ができるの

ではないかと考えた。 

 

【材料と方法】  

本研究は、川崎医科大学組換えDNA実験安全委員

会(承認番号：川換19-19)および動物実験委員会(承

認番号：19-065,19-066, 21-047, 21-048)の承認を

得て実施した。 

マウス 

C57BL/6とRbp4-Creマウス(GENSAT)、flox-Snap25

マウス(New Mexico 大学 Michael Wilson 研究室作

製)、Cre 依存的に蛍光タンパク質 tdTomato を発現

するレポーターマウス(Ai14, Jackson研究所)をか

け合わせたRbp4-Cre;Ai14;Snap25-cKO 4を使用した。

プラグを確認した日を妊娠0.5日(E0.5)とした。 

子宮内穿孔法 

 吸入麻酔下の妊娠 15.5 日目のマウスから子宮を

取りだし、胎仔の片側の脳室に pCAG-YFP または

pCAG-tdTomato と 0.1％Fast green の混合液を～1 

μL 注入し、ピンセット型 5mm 径電極(NEPA 

GENE,CUY650P5) と 遺 伝 子 導 入 装 置 （ Super 

Electroporator NEPA21 TypeⅡ, NEPA GENE）を用

いて電圧 35V、パルスオン 50msec、パルスオフ

950msec、回数5回の条件で電気パルスを与えた。ゲ

ノム編集には、pX330（Addgeneより入手）に標的遺

伝子配列（PAM配列より前の20 bp）を挿入し、大腸

菌に発現させてプラスミドを精製した。 

脳標本の作製と観察 

生後 3 週のマウスに対して、深麻酔下で 4％パラ

ホルムアルデヒド液による灌流固定を行い、取りだ
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した脳を同固定液の中で4°C、一晩固定した。固定

した脳をスライサー（VT1200S, Leica）で80 μmの

厚さにスライスし、CA3にYFPまたはtdTomatoが発

現しているスライスを選択して免疫染色を行った。

核はHoechst(1:1000, Invitrogen)で染色した。共

焦点レーザー顕微鏡 (LSM-700,CarlZeiss)を用いて

画 像 を 取 得 し 、 ImageJ software 

(https://imagej.nih.gov/ij/index.html)を用いて

画像の解析を行った。 

 

【結果と考察】 

 まず、海馬の苔状線維とCA3ニューロンとの間の

巨大シナプス終末（苔状線維－CA3 巨大シナプス終

末）の形成において、SNAP25が果たす役割を検討し

た。この巨大シナプス終末では、CA3 ニューロンの

樹状突起から多数の棘状瘤と呼ばれるスパイン様構

造が伸びて、それを苔状線維のシナプス前終末が包

み込む形態をとる。Snap25ヘテロ接合型では、棘状

瘤が正常に形成されるのに対し、ホモ接合型では棘

状瘤がシナプス前終末の中に伸長せず、その周囲の

みに存在する様子が観察された。この結果は、大脳

皮質‐視床後核 3 と同様に苔状線維‐CA3 巨大シナ

プス終末の正常な形成には、シナプス前終末からの

SNAP25 を介した小胞放出が重要であることを示唆

する。 

 SNAP25によって、どのようにCA3ニューロンの棘

状瘤形成が制御されているのだろうか？この制御に

は、シナプス小胞から放出される神経伝達物質が後

シナプス側に作用する可能性と、SNAP25を介して放

出される神経栄養因子が後シナプス側の受容体に作

用する主に２つの可能性が考えられる。そこで、ま

ず後者の可能性を検証するために、子宮内穿孔法に

よりCA3領域にプラスミドを導入する方法の確立を

試みた。胎生 15.5 日の胎仔の脳に蛍光タンパク質

（YFPまたはtdTomato）をコードするプラスミド液

を注入し、電場をかけることによって海馬の神経前

駆細胞にプラスミドを導入した。その結果、高い効

率でCA1-3領域に遺伝子導入することが可能となっ

た(図１)。 

 さらにこの方法をCRISPR-Cas9によるゲノム編集

と組み合わせることにより、CA3 ニューロンの遺伝

子欠損を試みた。まず、予備実験として海馬の CA3

に発現するNeuroD2遺伝子を欠損させた。その結果、

子宮内穿孔法によりプラスミドが導入されたCA3ニ

ューロンにおいて、NeuroD2 の発現が消失すること

が確認できた（図2）。今後、この系を用いて、神経

栄養因子とその下流の因子の関与を検討し、シナプ

ス終末形成の分子制御機構を解明していきたい。  

 

【まとめ】 

 海馬の歯状回で Snap25 遺伝子を欠損させると、

苔状線維‐CA3 巨大シナプス終末の形態が異常にな

tdT B EGFP/tdT TrkB/tdT 

A tdT 

CA3 

EGFP EGFP/tdT 

歯状回 

（図１）海馬の苔状線維-CA3シナプス終末の標識 
A,歯状回のニューロンの一部をCre誘導のEGFPで、CA3ニュ
ーロンを子宮内穿孔法による tdTomato（tdT）導入で標識し
た。矢印は歯状回からの軸索（苔状線維）と CA3 ニューロン
の樹状突起のシナプス形成部位を示す。  

B, CA3樹状突起から伸びる棘状瘤（tdT）と苔状線維のシナプス前終末（EGFP）、シナプス終
末における神経栄養因子受容体の局在（TrkB）を示す。スケールバー, A, 1 mm; B, 5 μm。  

(図2) CA3ニューロンにおけるNeuroD2遺伝子欠損
子宮内穿孔法を用いて、NeuroD2に対するガイドRNA
と Cas9をCA3に導入した。矢印はNeuroD2欠損細胞
の例を示す。スケールバー, 20 μm。  

NeuroD2 YFP YFP/ NeuroD2 
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ることを発見した。これにより、長年不明であった

記憶形成の入口となる投射回路の発生機構を解明す

る突破口が開かれた。さらに子宮内穿孔法と

CRISPR-Cas9 によるゲノム編集を組み合わせること

により、海馬のCA3ニューロンの遺伝子を欠損させ

る系を確立した。今後、この系を用いてCA3ニュー

ロンの遺伝子欠損を行うことにより、苔状線維‐CA3

巨大シナプス終末形成の分子制御機構を明らかにし

ていきたい。 
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嗅覚障害の観点から考察する嗅覚調整機能 

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床検査学科 

清 蔭 恵 美 

 

嗅球の糸球体は、嗅神経によって運ばれてきた匂い入力情報を統合調整する最初の領域である。糸球体は

gamma amino butyric acid （GABA）作動性の傍糸球体細胞で形成されているが、それらは含有する化学神経物

質によってサブグループに分類される。なかでも tyrosine hydroxylase (TH)ニューロンは、鼻閉による入力

遮断によって THの発現量が低下することから、匂い識別機能に関わると考えられている。しかし、異なる化学

物質を含有するサブグループの細胞が嗅覚機能にどの様に関わるか未だ明らかにされていない。そこで、嗅覚

障害モデルマウスを作製し、TH と calbindin (CB)ニューロンの嗅球糸球体層における樹状突起支配率と

単位体積当たりの小胞 GABA トランスポーターvesicular GABA transporter（VGAT）の発現について解析

を行った。その結果、THニューロンでは、樹状突起支配率と VGATの発現が優位に低下していたのに対し、

CBニューロンでは VGATの発現や樹状突起の支配率には鼻閉による嗅入力遮断の影響は見られなかった。 

今後は、入力遮断後の THニューロンのシナプス形成に対してどのような影響を及ぼすか解析を行う。   

 

 

はじめに 

 嗅覚の一次中枢である嗅球は、明瞭な層構造と、

比較的少数のニューロン種から構成され、豊富な神

経化学物質を含む脳領域である。嗅球表層にある糸

球体は様々な化学神経物質を含有したニューロンに

よって構成されている。匂い情報を受けた嗅細胞の

軸索は嗅球糸球体内の投射ニューロンに収束し、糸

球体を構成する傍糸球体細胞によって調節され、さ

らに投射ニューロンの軸索を介して高次中枢へと伝

達される。匂い情報を最初に調整する傍糸球体細胞

は、GABA作動性ニューロンであるが、さらに含有す

る化学物質によって少なくとも calbindin（CB）、

calretinin（CR）と tyrosine hydroxylase （TH、

ドーパミン合成酵素）の 3つのサブグループが存在

する 1) 。 なかでも THニューロンは、嗅神経から直

接入力を受け 2)、鼻閉による入力遮断によって THの

mRNA、タンパク発現量が低下することが知られてい

る 3, 4)。また、THニューロンは異なる投射ニューロ

ン間、嗅神経と投射ニューロン間に連続性シナプス

を形成し、側方抑制やフィードフォワード抑制を行

っている 5)、一方、CBニューロンは嗅神経から直接

入力を受けず、投射ニューロンから興奮を受けると

直ぐに投射ニューロンを抑制する相反性シナプスを

形成している 6)。 

当該研究課題の R2年度の助成期間中に、正常マウ

スの嗅球糸球体 GABA 系介在ニューロンが単位体積当

たりに形成するシナプス数について解析したところ、

TH ニューロンは CBニューロンに比べ約 3倍多くシ

ナプスを形成するという結果が得られた。このこと

から、TH ニューロンは CB ニューロンよりも糸球体

内抑制を惹起しやすいことが示唆された。さらにこ

の解析結果の理解を深めるために、嗅入力遮断を行

う事で、THニューロンの形態と機能にどのような影

響が及ぶのか CBニューロンと共に解析を行った。 

 

材料と方法 

【動物】 本実験は、生後 7週の雄、C57BL/6Jマウ

ス （日本 SLC、川崎医科大学動物実験委員会承認番

号：21－008）4匹を用い以下の実験を行った。 

 

【鼻閉マウスの作製】 マウスを麻酔下の状態で、

左外鼻孔の皮膚を切除し、傷口をナイロン糸（6-0）

で縫合した。1 週間後に鼻閉状態を確認し、完全な

鼻閉状態から 4週間嗅入力遮断し、4％パラホルムア

ルデヒドを含む 0.1Mリン酸緩衝液 （PB、pH7.4）で

灌流固定を行った。頭蓋から取り出した嗅球は浸漬
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固定後、ビブラトーム （VT 1200s, Leica）を用い

て 50µm厚の冠状断面連続スライスを作製した。 

 

【多重免疫染色法】 嗅球スライスを 1％牛血清ア

ルブミンリン酸ナトリウム緩衝液 (BSA-PBS)に入れ、

20℃で 1時間ブロッキング反応を行った。その後、

以下の一次抗体を組み合わせて、20℃で 4日間反応

させた：(1) ニワトリ抗 TH 抗体 (Abnova、

cat#PAB29094、1：1000希釈) (2) ウサギ抗Vesicular 

Gamma Amino Butyric Acid Transporter (VGAT)抗体 

(MILLIPORE、cat#AB5062P、1：5000希釈) (4) ヤギ

抗 calcium-binding (CB) 抗体 (Calbindin D28K 

(C-20) 、 Santa Cruz Biotechnology, INC 、

Ccat#sc-7691、1：5000希釈)。一次抗体反応後、

0.1 M PBSで 10分間の洗浄を 3回行い、以下の蛍光

標識二次抗体を組み合わせ 20℃で 2 時間反応させ

た：(1) cyTM3 標識ロバ抗ウサギ IgG (Jackson 

ImmunoResearch、cat#711-165-152、1：200希釈) 

(2) Fluorescein (FITC)標識ロバ抗ニワトリ IgY 

(Jackson ImmunoResearch、cat#703-095-155、1：

200希釈) (3) cyTM3標識ロバ抗ヤギ IgG (Jackson 

ImmunoResearch、cat#713-165-147、1：200希釈)。

封入後、共焦点レーザー顕微鏡 （LSM-700, Zeiss: 

x40/NA 1.4 oil plan-apochromat objective lens, 

zoom = 2）で標本を観察し、嗅球内側と外側の糸球

体層をから１カ所ずつ選び３次元撮影した。光学ス

テップ 0.38µmで 9枚の連続断面画像（X = 79.94 µm, 

Y = 79.94 µm, Z = 3.42 µm の画像サイズ）を取得

し、ニューロントレースとシナプスマーカー分布の

解析に用いた。 

 

【ニューロントレース】 嗅入力遮断による THおよ

び CBニューロンの形態に及ぼす影響を調べるため、

未処置マウス（Intact）と、鼻閉対側嗅球（Open）

と鼻閉同側嗅球（Close）からそれぞれ得られた連続

断面画像を用い、Neurolucida （ver. 11, Micro 

Bright Field）で各ニューロンの樹状突起のトレー

スを行った。撮影した画像にグリッド（5µm×5µm）

を重ね、25µm×25µmのサンプリング領域を糸球体内

に 3箇所任意に設定した。各サンプリング領域から

5µm 毎にトレース個所（5µm×5µm）を９個選び、樹

状突起が認識できるそれぞれの深さ（Z 方向）で、

樹状突起の内接をトレースした。トレースをした樹

状突起の形態解析を行うため Neurolucida Explorer 

（ver. 11, MBF）を用いて、単位体積当たり（5µm

×5µm×3.42µm³ ）の樹状突起の総体積(µ㎥)から支

配率(%)を求めた。 

 

【VGAT の局在解析】 鼻閉による TH、CB ニューロ

ンの神経伝達物質に対する影響を確認するため、抗

TH、CB 抗体と GABA 作動性ニューロンのシナプス前

部のマーカーである抗 VGAT 抗体を用いた多重蛍光

染色を行った。ニューロントレースで用いた共焦点

レーザー顕微鏡による連続断面画像を用い、またサ

ンプリングエリアもニューロントレースと同じ領域

を選び Neurolucidaを用いて TH、CB免疫陽性(+)と

VGAT+の共存斑点数をカウントした。 

サンプリングバイアスを排除するため、撮影した

画像にグリッド（＝カウンティングフレーム；5µm

×5µm）を重ね、5µm間隔毎にカウンティングフレー

ムを設定するシステマチック・ランダムサンプリン

グ法により 27箇所を選び計測した。カウント対象は、

TH+/VGAT+、CB+/VGAT+、TH 免疫陰性(-)/VGAT+、 

CB-/VGAT+とした。また、カウンティングフレームの

左と上の inclusion line に被った免疫陽性斑点

（IR-puncta）はカウントし、右と下の exclusion 

line に被ったものはカウントしないというルール

を設定した。さらに、1 枚目は look-up section と

してカウントせず、一度カウントしたものはカウン

トしないというoptical disector法 7)を用いて計測

を行った。 

 

【統計解析】 得られたデータは、それぞれ統計解

析ソフト（GraphPad Prism9）用い、各ニューロン

間、および Intact、Open、Closeマウス間で平均

値の比較を行った（One-way ANOVA, Tukey’s 

multiple comparison test）。なお、図のすべての

数値は、平均±標準誤差（Mean ± SEM）で表し、

P<0.05を統計的有意差有りとした。 
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結果 

【鼻閉による嗅球への影響】 

嗅入力遮断の効果を確認するため、抗 TH抗体を用

いて鼻閉マウス嗅球スライスの免疫染色を行った

（図１）。鼻閉同側嗅球(Close)の TH＋細胞数が対側

嗅球(Open)に比べて顕著に減少しており、入力遮断

の効果が組織レベルで確認できた。この結果を基に

移行の解析を行った。 

 

【鼻閉による TH、CBニューロンの形態への影響】 

嗅球糸球体内における単位体積当たりにしめる

TH、CBニューロンの樹状突起の支配率について解析

を行った。Intactマウス嗅球で、THと CBニューロ

ン間の比較を行ったところ、THニューロンの支配率

が CBニューロンよりも高かった(TH;12.37±0.82µm, 

CB;1.91±0.54µm, TH vs CB,p<0.0001）。さらに鼻

閉マウスの Open、Close 側の嗅球でそれぞれ比較

を行った（図２）。TH ニューロンでは、Close 側

だけでなく Open 側嗅球においても樹状突起の支

配率が有意に減少していた（図２左）。これに対

し CB ニューロンは Intact、Open、Close 間で明

らかな差は見られなかった（図２右）。 

 

【神経伝達物質に対する影響】 

 鼻閉による除入力が、傍糸球体細胞の機能に対し

てどのような影響を及ぼすかを確認するため、GABA

をシナプス小胞内に取り込むトランスポーターのマ

ーカーである VGATと、抗 TH、CB抗体のそれぞれと

多重蛍光染色を行った（図３A）。THニューロンと CB 

ニューロンの樹状突起（緑）に局在する VGAT+（黄）

を TH+/VGAT+、CB+/VGAT+とし、それ以外に局在する

VGAT+（赤）を TH-/VGAT+、CB-/VGAT+とし、単位体

積当たり(5×5×3.42µm³）における VGAT＋斑点数に

ついて TH、CBニューロンで解析を行った（図３B）。 

 Intact マウスで VGAT の発現を各ニューロン間で

比較すると、TH ニューロンが CB ニューロンよりも

VGAT の発現が多かった（TH+/VGAT+;11.83±0.78, 

CB+/VGAT+;1.26±0.29, p<0.0001)。さらに、鼻閉

による VGAT 発現への影響をみたところ、TH ニュー

ロンのTH+/VGAT+ 数はClose側嗅球で著しく減少し

ていた（Intact; 11.83±0.78, Open; 11.66±0.59, 

Close; 2.51± 0.28,Intact and Open vs Close, 

p<0.0001、図３B 左 ）。TH-/VGAT+数には鼻閉によ

る変化が見られなかったが（図３B中）、総 VGAT+数

が Close側で減少していたことから（Intact; 34.67

± 1.39, Open; 36.46 ± 1.33, Close; 27.21 ±

0.73,Intact and Open vs Close, p<0.0001、図３B

右 ）、THニューロン樹状突起支配率減少に伴う変化

が考えられた。一方、CBニューロンが発現する VGAT

数には変化が見られず、入力遮断による形態と伝達

物質への影響は低いことが示唆された。 

 

考察 

 嗅球糸球体は、嗅神経を介して送られてきた匂い

情報を最初に処理する部位である。その情報を調整

するのが傍糸球体細胞で、それらは様々な神経化学

物質を含有する GABA のサブグループから構成され

ている。しかし、異なる化学物質を含有するニュー

ロンの機能については未だ明らかになっていない。

そこで本研究では、鼻閉による各傍糸球体細胞の形

態と神経伝達物質への影響について解析を行った。

その結果、THニューロンは嗅入力遮断によって、嗅

球糸球体内での樹状突起の支配率と、VGATの発現に

著しい低下がみられたのに対し、CBニューロンには

殆ど影響がみられなかった。 

 これまでの先行研究では、鼻閉によって嗅球内の

GABA の発現は mRNA およびタンパクレベルでも変化

が見られないと報告されていた 8)。しかし、細胞レ

ベルでの VGAT+数の定量解析を行ったところ、初め

て GABAの発現に変化が認められた。 

 THニューロンは、嗅神経から多数のシナプスを受

けているため 9)惹起されやすく、糸球体内抑制に大

きく関わっていることが考えられている 10)。糸球体

内抑制を促進させることで、糸球体間の活動性のコ

ントラストを際立たせ、におい識別機能に関わるこ

とが示唆された。つまり、THニューロンの発現調節

を行うことで、匂いの検出や識別など嗅覚調整機能

の調整も可能となり、嗅覚障害メカニズムの解明や

治療などの臨床分野にも貢献できると考える。 
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【図１】鼻閉マウス嗅球の TH免疫反応性 

 

右嗅球（鼻閉対側）に比べ、左嗅球（鼻閉同側）糸

球体層での TH免疫反応性が低下している。 

 

 

 

 

【図２】鼻閉による樹状突起支配率への影響 

 

体積当たりの（5×5×3.42µm3）に占める各ニューロ

ンの樹状突起の総体積の割合。****p<0.0001 

Intact: 未処置マウス嗅球、Open:鼻閉対側嗅球、 

Close: 鼻閉同側嗅球 

 

【図 3】鼻閉による VGAT発現への影響 

 
A.蛍光多重染色画像。VGAT（赤）、THおよび CB（緑） 

B. 体積当たりの（5×5×3.42µm3）に占める

TH+/VGAT+:TH に発現する VGAT 免疫斑点数、

TH-/VGAT+：TH以外の細胞に発現する VGAT免疫斑点

数、VGAT+：総 VGAT免疫斑点数。 
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Tリンパ球由来アセチルコリンと運動による降圧に関する基礎的研究ー乳酸に着目してー 

 

川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科 

山形 高司、小栁 えり 

 

近年、降圧を目的とした新たな運動方法として、等尺性筋力トレーニングによる顕著な降圧効果に注目が集

まっている。しかし、この降圧機序に関しては十分に明らかにされていない。本研究は、これまでの検討とは全

く異なる神経免疫学的な新たなアプローチから運動による降圧機序について検討することを目的とした。T リ

ンパ球からのアセチルコリン分泌による降圧作用ならびに等尺性筋力トレーニング時の乳酸が降圧に有効に作

用したとする先行研究の知見から、アセチルコリン分泌を促すノルアドレナリン刺激に乳酸が付加されること

で T リンパ球を介したアセチルコリン分泌を促進させると仮説立てた。そこで、基礎的研究としてヒト由来 T

細胞（Jurkat 細胞）を用いて、ノルアドレナリン刺激ならびにノルアドレナリン＋乳酸刺激に伴うアセチルコ

リン分泌の違いについて検討した。結果、ノルアドレナリン刺激およびノルアドレナリンに乳酸を加えた刺激

条件におけるアセチルコリン分泌の差はみられなかった。今後、細胞内でのアセチルコリン合成および細胞外

への分泌、ならびに運動トレーニングを想定した繰り返し刺激など、詳細な検討が求められる。 

 

 

【背景】 

等尺性筋力トレーニングは、降圧薬と同程度も

しくはそれ以上の降圧効果を認める可能性が示

されるなど、近年注目を集めている 1）。これらの

運動は、これまでに高血圧の運動処方の中心を担

ってきた中等度強度の有酸素性運動とは異なる

降圧機序が考えられるが、そのメカニズムは十分

に明らかにされていない。 

神経免疫学領域において、T リンパ球へのノル

アドレナリン刺激がアセチルコリンを分泌し、抗

炎症作用を呈することが報告された 2）。さらに、

この Tリンパ球をマウスに投与した際、アセチル

コリンが一酸化窒素合成を促進させることで血

管拡張作用を高め、血圧が低下することが示され

た 3）。そこで、我々は運動時の交感神経活動の顕

著な亢進がみられる等尺性筋力トレーニングに

よる降圧機序には、ノルアドレナリン分泌の促進

に伴う Tリンパ球由来のアセチルコリン分泌の増

大が関わるとした仮説を設定した。 

さらにヒトを対象とした先行研究では、等尺性

筋力トレーニング時の血中乳酸値が高い者ほど

強い降圧効果を認めるとした報告がある 4）。乳酸

は Tリンパ球の分化に働くなど 5）、乳酸が免疫細

胞の機能的変化を誘導する可能性があることか

ら、T リンパ球へのノルアドレナリン刺激に乳酸

刺激を加えることで更なるアセチルコリン分泌

の増大が認められるとの仮説を設定した。 

そこで、本研究は基礎的な研究として、T リン

パ球へのノルアドレナリン刺激および乳酸刺激

によるアセチルコリン分泌への影響を in vitro

でヒト由来 T細胞から検討することを目的とした。 

 

【方法】 

1．細胞培養 

細胞は、ヒト白血病由来の T細胞（JurkatE6.1細

胞）を用いた。細胞培養は、10%FBS-RPMI1640培地を

用い、37℃、5.0％ CO2、95% Air環境下で実施した。 

2．実験条件 

FBS 無添加の RPMI1640 培地に交換し、96 ウェル

プレートに細胞を播種し（1×105cells/well）、37℃、

5.0％ CO2環境下で 30分以上安定させた後、超純水

（MQ）を添加するコントロール条件（以下、CON 条

件）、ノルアドレナリン（1 mM/well）で刺激する NA

条件、ノルアドレナリン（1 mM/well）と乳酸（10 

mM/well）で刺激する NA+La条件の 3条件、各 30分

および 60分の刺激を実施した後、遠心分離（4000rpm、
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4℃、5分）後の上清を回収し、-30℃で保存した。ア

セチルコリンの分析には、アセチルコリン分析キッ

ト(Abcam)を用いた。 

3．統計 

統計処理には、GraphPad Prism version 8を用い

た。30分および 60分における CON条件、NA条件、

NA+La 条件のアセチルコリン分泌量を Kruskal-

Wallis検定にて比較した。有意水準は、5%未満とし

た。 

 

【結果】 

結果を表１に示す。いずれの刺激時間においても統

計的な差は認められなかった。統計的な差は認めら

れなかったものの NA 条件および NA+La 条件では、

CON 条件よりもアセチルコリン分泌量が低値を示す

可能性を示唆する結果を認めた。 

 

表 1. T細胞からのアセチルコリン分泌量の比較  

 30 min 60 min 

CON 2.1(0.1) a 2.3(0.2) a 

NA 0.8(0.5) b 0.6(0.1) a 

NA+La 1.0(0.6) b 0.5(0.1) a 

平均値（標準偏差）、a n = 2、b n = 4   （nmol/l） 

CON：コントロール条件 

NA：ノルアドレナリン条件 

NA+La：ノルアドレナリン+乳酸条件 

 

【考察】 

 本研究は、等尺性筋力トレーニングによる降圧機

序の解明を目的とする基礎的研究として、in vitro

でヒト由来 T細胞を用い、ノルアドレナリン刺激に

よる Tリンパ球からのアセチルコリン分泌が乳酸刺

激により相乗効果を認めると仮説立てして検討を行

った。その結果、両刺激条件で明らかな差は認めら

れなかった。一方、両刺激条件において、CON 条件

よりもアセチルコリン分泌量が低値を示す結果を得

た。 

 本研究で得られた CON条件におけるアセチルコリ

ン濃度は、Jurkat細胞（刺激なし）を用いた先行研

究と同程度であり 6）、測定結果は妥当であったと考

えられる。Jurkat細胞を用いたノルアドレナリン刺

激に対するアセチルコリン分泌量の変化を見た報告

は知る限り見られず、本研究が初めての検討である。

マウスの脾臓から採取した T細胞を用いた先行研究

の検討では、ノルアドレナリン刺激が濃度依存的に

アセチルコリン分泌量を増大させることが報告され

ている 2）。そこで本研究もノルアドレナリン刺激に

伴うアセチルコリン分泌量の増加を期待したが、予

想に反して減少する結果を得た。これらの要因は、

T 細胞内におけるアセチルコリン合成の抑制、もし

くはアセチルコリン分泌が抑制されたかのいずれか

が考えられる。アセチルコリンの分泌に関しては、

Vesicular Acetylcholine Transporter(VAChT)が調

整役を担っており、神経細胞では細胞質内で合成さ

れたアセチルコリンは VAChTによって小胞に取り込

まれて貯蔵され、分泌の機会を待つことが報告され

ている 7）。一方、T リンパ球における VAChT の存在

および他のアセチルコリン貯蔵メカニズムについて

は不明であり 8）、今後の検討が必要である。 

 本研究のアセチルコリン分析過程で算出するコリ

ン濃度において、NA条件と NA+La条件が CON条件よ

りも低い傾向を認めた。すなわち、細胞外のコリン

を T細胞が積極的に取り込みアセチルコリン合成に

利用した可能性が示唆される。神経細胞では、コリ

ントランスポーターである High affinity choline 

transporter（CHT1）を介して細胞外より取り込んだ

コリンをアセチルコリン合成に利用することが示さ

れている 9）。Tリンパ球においても CHT1の発現が認

められている 10）。今後、Tリンパ球における細胞外

からのコリン取り込みならびに細胞内におけるアセ

チルコリン合成および分泌に関連するメカニズムに

着目した詳細な検討が必要である。 

本研究は、等尺性筋力トレーニングに伴う降圧機

序に対する Tリンパ球由来のアセチルコリン分泌の

作用を検討するにあたり、初期アプローチとして一

過性の運動を想定した in vitro の細胞実験を実施

した。運動による降圧は、運動の繰り返しによって

効果が認められることから、今後は繰り返し刺激に

よる Tリンパ球由来のアセチルコリン分泌能の変化

について詳細な検討を進めていきたい。これらの免
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疫細胞を介した運動による降圧効果が明らかになる

ことは、これまでに無い個人個人の免疫細胞の特徴

から降圧を目的とした適切な運動を処方する新しい

運動処方への展開、牽いては本邦で最も患者数の多

い生活習慣病である高血圧患者の減少ならびに付随

する心血管系障害のリスク軽減に繋がるものと期待

される。 
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岡山県の医療機関における DPCデータを用いた ICDコーディングの精度検証 

‐肺炎の詳細不明コードの場合‐ 

 

川崎医療福祉大学 医療情報学科 

樫村菜穂 本野勝己 三田岳彦 

 

我が国の急性期医療機関では、包括医療費支払制度（DPC/PDPS）を採用している場合が多い。DPCコードの決

定には最も医療資源を投じた傷病名に対し適正な ICD-10 コードを付与することが必要となる。ICD-10 コード

と DPCコードの関係については、しばしば診療内容と不合致な ICD-10コードの選択が議論となっており、とく

に ICD-10コードにおいては、「詳細不明コード」（いわゆる .9 ）の選択が多い施設においては、診療報酬上の

条件としてペナルティーが科せられている 3)。また、DPC/PDPS の対象施設になるにはこの「詳細不明コード」

の付与割合が全退院患者数割合で 10%以下が条件となっている 3)。したがって、この「詳細不明コード」を多

用している医療施設における DPC コーディングにおいては精査が必要である。そこで、本研究では岡山県の医

療機関の DPCデータのうち、「肺炎」の症例を対象に、ICD-10コードの付与状況を客観的にとらえ、そのコーデ

ィングの傾向について様式１データ（患者属性や病態等の情報）を基に検証を行った。                                             

                                                                                                

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                             

背景・目的                    

我が国の急性期医療機関では、包括医療費支払制度

（DPC/PDPS）を採用している場合が多い。このよう

な医療機関においては、入院患者の治療エピソード

のうち、最も医療資源を投じた傷病名を選択し、そ

の ICD-10 コード（国際疾病分類第 10 版/傷病名を

コード化したもの）に基づき DPCコード（入院診療

支払点数）を決定することになる。したがって、適

正な ICDコードを付与する事が重要であり、それに

より入院診療費はもとより、死因や疾病のデータの

分析、解釈が正確なものとなる 1)2)。 

ICD-10コードと DPCコードの関係については、しば

しば診療内容と不合致な ICD-10 コードの選択が議

論となっており、とくに ICD-10コードにおいては、

「詳細不明コード」（いわゆる .9 ）の選択が多い施

設においては、診療報酬上の条件としてペナルティ

ーが科せられている 3)。また、DPC/PDPSの対象施設

になるにはこの「詳細不明コード」の付与割合が全

退院患者数割合で 10%以下が条件となっている 3)。

したがって、この「詳細不明コード」を多用してい

る医療施設における DPCコーディングにおいては精

査が必要である。 

平成 19年度 第 7回 診療報酬調査専門組織・DPC評

価分科会」における「ICD コーディングにおける.9

（詳細不明コード）発生頻度の検証」4)では、平成 15

年度参加病院（現在のⅠ群病院）の発生頻度が

31.1％となっており、とくに肺炎（J189）及び肺が

ん（C349）、乳がん（C509）で多数を占めていた。し

かしながら、本野らの研究 1)では平成 26年度の DPC

病院Ⅰ群の「部位不明・詳細不明コード」使用割合

は 7.4%と格段に使用割合は低くなっており、「詳細

不明コード」の発生疾患も、心停止（I469）が一番

となっていた。肺がん（C349）及び乳がん（C509）

は上位にランクされていたが、肺炎（J189）は上位

10 には入っておらず、「詳細不明コード」の発生頻

度が著しく減少している。 

そこで本研究では、岡山県の医療機関の DPCデータ

のうち、「肺炎」の症例を対象に、ICD-10 コードの

付与状況を客観的にとらえ、そのコーディングの傾

向について様式１データ（患者属性や病態等の情報）

を基に検証を行う。 
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対象・方法 

研究対象は、岡山県の医療機関から収集した 2020年

度の DPCデータである様式１（患者属性や病態等の

情報）から、「医療資源を最も投入した傷病名」（以

下、最投入傷病名）の ICD10 コードが J09-J18（肺

炎）に分類される 20歳以上の症例。 

集計方法及び集計項目は、ICD10 コード別施設別出

現数、ICD10コード別詳細（性別、年齢、在院日数、

肺炎重症度評価（A-DROP）5）、Hugh-Jones（表１）6)、

院内・市中肺炎別）、「J189：肺炎, 詳細不明」症例

の肺炎重症度評価（A-DROP）別詳細項目数（1.Age：

70歳以上（男性）・75歳以上（女性）、2. Dehydration：

BUN21㎎/㎗以上または脱水あり、3.SpO2>90%を維持

するのにFiO2 35%は要さない・FiO2>=35%を要する、

3.Respiratory failure：SpO2 90%以下（PaO2 60 Torr

以下）、4.Orientation Disturbance：意識障害あり、

5. Blood Pressure：血圧（収縮期）90mmHg以下）、

悪性腫瘍あり又は免疫不全状態あり、CRP>=20㎎/㎗

又は胸部X線写真陰影の広がりが一側肺の2/3以上、

Hugh-Jones、院内・市中肺炎別、入院時培養検査あ

り及び放射線検査あり、とした。なお肺炎重症度（A-

DROP）評価は、合致項目数０項＝軽症、1 又は 2 項

目＝中等症、3項目=重症、4-5項目＝超重症とした

（図１）5)。また、入院時の培養検査及び放射線検査

については、DPC データにおける F ファイルデータ

（行為明細情報）から検査項目の抽出を行った（培

養検査については【D018細菌培養同定検査】実施症

例、放射線検査については【Ｅ001 写真診断】又は

【Ｅ200コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）】のう

ちどれか一つでも実施している症例を１とした）。 

なお、本研究の実施にあたっては、川崎医療福祉大

学倫理委員会の許可を得た。 

 

結 果 

表２は ICD10コード別施設別出現数を示す。2020年

度の DPC データ収集に協力を得た施設は 10 施設で

あり、対象症例総数は 852 例であった。ICD10 コー

ド別では「J159：細菌性肺炎, 詳細不明」が 376例

（44.1％）と最も多く、そのうち最も発生率が高か

った施設は 74.3％、最も発生率が低かった施設は

0％だった。次に多かったのは、「J189：肺炎,詳細不

明」は 253例（29.7％）で、そのうち最も発生率が

高かった施設は 66.8％、最も発生率が低かった施設

は 2.6％だった。 

表３は ICD10コード別の症例詳細数を示す。対象症

例の性別では男性が 560 例（65.7％）、女性 292 例

（34.3％）であった。対象症例の年齢平均は 78.1歳

（標準偏差 13.12）、在院日数平均は 19.37日であっ

た。肺炎重症度評価（A-DROP）では軽症が 82 例

（9.6％）、中等症が 569例（66.8％）、重症が 136例

（16.0％）、超重症が 7.6％であった。Hugh-Jonesで

はⅠが 151例（17.7％）、Ⅱが 92例（10.8%）、Ⅲが

96 例（11.3%）、Ⅳが 155 例（18.2％）、Ⅴが 117 例

（13.7％）、分類不能が 241例（28.3％）であった。

院内・市中肺炎別では、院内肺炎が 44例（5.2％）、

市中肺炎が 787例（92.4％）、その他が 21例（2.5％）

であった。 

表４に「J189：肺炎, 詳細不明」症例の肺炎重症度

評価（A-DROP）別の詳細項目を示す。詳細項目「1.70

歳以上（男性）・75歳以上（女性）」に該当する症例

が 209例（82.6%）と最も多く、次いで「2.BUN21㎎

/㎗以上又は脱水あり」が 106 例（41.9%）、次いで

「3.SpO2>90%を維持するのに FiO2 35%は要さない」

が 62例（24.5％）であった。また、「悪性腫瘍あり

又は免疫不全状態あり」が 58例（22.9％）、「CRP>=20

㎎/㎗又は胸部X線写真陰影の広がりが一側肺の2/3

以上」が 56例（22.1％）であった。「入院時に培養

検査」を実施していた症例が 12例（4.7％）、「放射

線検査」を実施していた症例が 192例（75.9％）で

あった。 

図２は各施設別の肺炎総症例数における「J189：肺

炎, 詳細不明」発生症例数の散布図である。 

診療録管理体制加算算定施設別の退院患者総件数と

「J189：肺炎, 詳細不明」使用件数の散布図である。

退院患者総件数と「J189：肺炎, 詳細不明」使用件

数には直線関係が認められなかった。 

 

考 察 

岡山県の医療機関から収集した肺炎症例の ICD10コ

ード別の詳細について検証を行った。 
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肺炎は大きく分けて３つのタイプがある 7)。一つは

細菌（細菌性肺炎）、二つ目はウイルス（ウイルス性

肺炎）、その 2つの中間的な性質をもつ微生物（非定

型肺炎）である。いずれも、感染の経路としては、

発症している人の咳に含まれる病原微生物が、口や

鼻から入り込んで感染する「飛沫感染」と、ドアノ

ブなどに付着した病原微生物が自分の手の指を経由

して口や鼻から体の中に入り込んで感染する「接触

感染」である。一般的には、肺炎や風邪などの感染

は、飛沫感染であることが多いのが特徴である。ま

た、感染機序としては、一般的には自宅で日常生活

を送る中で、病原微生物に感染し、肺炎を発症する

「市中感染」と、入院などした時に病院などの施設

内で肺炎に感染する「院内肺炎」であり一般に入院

して約 2日以上経過した患者に発生する肺炎である

7)。 

ICD10コード別施設別肺炎出現数に見る「J18.9：肺

炎，詳細不明」のコード割合に注目すると、最低施

設で 2.6％、最高施設で 66.8％とそのコーディング

割合には大きなバラツキがあった（表２）。これは図

２に示した通り、各施設の肺炎症例数と「J18.9：肺

炎，詳細不明」のコーディングには正の相関が認め

られないことから、各施設固有の特徴と考えられる。

また、ICD10コード別発生数では「J15.9：細菌性肺

炎, 詳細不明」が 376件で全体の 44.1%を占めてお

り、「J18.9:肺炎，詳細不明」の 29.7%を上回ってい

た。本研究で対象とした肺炎の ICD10コードで「詳

細不明」とコーディングされていたのは、「J129：ウ

イルス肺炎，詳細不明」「J159：細菌性肺炎，詳細不

明」「J180：気管支肺炎，詳細不明」「J181：大葉性

肺炎，詳細不明」「J188：その他の肺炎，病原体不詳」

「J189：肺炎，詳細不明」であり、これらの総割合

は 85.4%に上っている。したがって、本野ら 1)の研究

では「J189：肺炎，詳細不明」の発生率が「ICDコー

ディングにおける.9（詳細不明コード）発生頻度の

検証」4)時より減少しているとの報告であったが、本

研究では他の「詳細不明」コードに分散されている

可能性が示唆された。 

次に対象症例の詳細であるが、男性が 65.7%と女性

の 1.9 倍であり、平均年齢は 78.1（SD13.12）歳と

高齢者であった。平均在院日数は 19.37日であり、

中央値も 19.86 と３週間以内の入院となっていた

（表３）。また、肺炎重症度評価（A-DROP）は、中等

症が 569件（66.8%）と最も多く、次いで重症の 136

件（16.0%）と中等症以上の評価で 90%以上を占める

結果となっており、Hugh-Jones分類でも「Ⅳ：休み

休みでなければ50m以上歩けない。」が155件（18.2%）、

「Ⅴ：会話・着替えにも息切れがする。息切れの為

外出できない。」が 117件（13.7%）となっており、

どちらも重篤な評価症例が多いことが示された。感

染機序としては市中肺炎が 787 件で全体の 92.4%を

占めているが、「J159：細菌性肺炎，詳細不明」で 25

件、「J13：肺炎レンサ球菌による肺炎」で３件など、

院内肺炎と特定しているケースもみられた。 

次に「J18.9：肺炎，詳細不明」症例の内訳であるが、

肺炎重症度評価（A-DROP）の詳細うち、「1.70歳以上

（男性）75 歳以上（女性）」が 209 件（82.6％）と

最も多く、次いで「2.BUN21㎎/㎗以上、又は脱水あ

り」が 106件（41.9％）であった（表４）。肺炎重症

度評価（A-DROP）詳細項目のうち１～２に該当する

場合は中等症と評価するため、中等症以上の評価が

多い要因は表３の平均年齢でも示された通り、「1.70

歳以上（男性）75歳以上（女性）」に該当する症例が

多いことがその要因の一つであると推察された。ま

た、Hugh-Jones分類でも「分類不能」となっている

のは 54 件（21.3%）であり、残りの約 79%の症例は

詳細な評価を行っていることになる。このように、

DPC データにおける様式１には、肺炎患者の詳細な

症状評価のデータは収載されている。一方で、

「J18.9：肺炎，詳細不明」とコーディングされてい

る症例のうち、「悪性腫瘍あり又は免疫不全状態あり」

が 58件（22.9%）あることから、これらの疾病に起

因する肺炎が疑われる可能性がある。また、入院時

検査では放射線検査の実施が 192件（75.9％）であ

るのに対し、培養検査の実施が 12件（4.7％）と少

ない結果となった。肺炎の診断には、代表的なもの

として画像検査、血液検査などがあるが、原因とな

った細菌や真菌、微生物などを口腔、気道又は呼吸

器から採取する培養検査などが必要となるため、病

原微生物を特定した詳細なコーディングを行うため
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にはこれらの検査が必要である。したがって、これ

らの検査が実施されていないことが「J18.9:肺炎，

詳細不明」や「J15.9:細菌性肺炎，詳細不明」など

の詳細不明コードとしてコーディングされている要

因の一つと推察される。 

本研究の限界は、サンプルデータの提供施設が 10施

設と少なく、図 2に示した通り各施設でのコーディ

ング傾向に偏りが発生している可能性がある。また、

各症例の基礎疾患や入院時の状態、入院後の治療経

緯など診療内容や診療記録の精査が行われていない

ことである。実際の臨床場面では的確に診断がされ、

その判断に基づいて治療が行われていると考えられ

るので、その診断内容がそのまま ICD10コードとし

てコーディングされていないとの懸念は払拭できな

い。 

一方で本研究の意義であるが、提供施設や症例数は

少ないが、肺炎患者の状態が DPCデータでもある程

度把握できることが示唆された。また、「J18.9:肺炎，

詳細不明」は先行研究からは減少傾向であったが、

実態は他の「詳細不明コード」が 85.4%を占めてい

ることを考えると、今後も継続して調査を実施した

いと考える。 

 

結語 

岡山県の医療機関から収集した肺炎症例の ICD10コ

ード別の詳細について検証を行った。 

先行研究においては「J18.9：肺炎，詳細不明」コー

ドの使用が減少していることが報告されていたが、

本研究の検証では「J15.9：細菌性肺炎, 詳細不明」

など、他の詳細不明コードに分散されている可能性

が示唆された。 

DPC データにおける様式１（患者属性や病態等の情

報）には、肺炎患者の詳細な症状評価のデータは収

載されているが、詳細不明コードを解消するための

評価データの収載は無かった。また、F ファイルデ

ータ（行為明細情報）から入院時の検査実施項目の

抽出は可能であるが、その検査所見については DPC

データのみでは不明である。今後はこれらのデータ

セットにも、ある程度の臨床的な所見情報の収載の

検討が必要である。 
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A-DROP（肺炎の重症度評価）

1．Age：男性70歳以上，女性75歳以上

2．Dehydration：BUN21㎎/㎗以上または脱水あり

3．Respiratory failure：SpO2 90％以下（PaO2 60 Torr以下）

4．Orientation disturbance：意識障害あり

5．blood  Pressure：血圧（収縮期）90㎜Hg以下
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軽症

外来治療

中等症

外来または入院

重症

入院治療

超重症

ICU入院

＜ショックがあれば１項目のみでも超重症とする＞
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Hugh-Jones分類表

分類 所見

Ⅰ 同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並みにできる。

Ⅱ 同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並みにはできない。

Ⅲ 平地でも健康者並みに歩けないが、自分のペースなら1マイル(1.6km)以上歩ける。

Ⅳ 休み休みでなければ50m以上歩けない。

Ⅴ 会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない。

Hugh-Jonesとは、呼吸器疾患患者の運動機能と呼吸困難からみた重症度（I～V段階）評価基準

である。慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸困難についてFletcher CMが提唱（Proc R Soc Med 1952;

45: 577‐84）したため，Fletcher-Hugh-Jones分類とも呼ばれる。
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岡山県の MDC別患者の要介護度分析 

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 医療情報学科 

大井 悠成 

 

団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年問題がせまっている今，効果的で効率的な医療や介護の提供体制を整え

るため，医療と介護のデータ分析は必要不可欠と言える．そこで本研究班では，岡山県内の医療施設を対象に医科及

び介護レセプト，DPCデータを収集し，これらのデータを使用して医療から介護へのサービス内容について分析を行

い，地域医療の推進に寄与することを目的とした．そのうち今回の研究では，DPC データを使用した疾病別要介護別

の要介護状態，退院後の在宅医療の有無，退院先について分析を行った．分析の結果，MDC01 は医療ニーズが高

い疾患グループであることが示唆された．MDC04 は医療ニーズが高い疾患グループだが在宅での療養が比較的

可能であることが示唆された．MDC05 は「低栄養状態」での「在宅医療が必要」な率が高いことが示された．

MDC16 は医療ニーズが高く，在宅療養が比較的難しい疾患グループであることが示唆された．この研究で主要診

断群という大きな疾患グループではあるが，それぞれの臓器疾患や身体状態の患者の退院時の状態による退院先や

その属性などが介護サービスという視点から明らかにすることができた．  

 

1. 背景・目的                   

団塊の世代が 75歳を迎える 2025年問題がせま

っている今，効果的で効率的な医療や介護の提供体

制を整えるため，医療と介護のデータ分析は必要不可

欠と言える．しかし，医科レセプト及び介護レセプトの

シームレスな分析は制度上の問題として簡単な作業と

は言えない 1）．したがって，これまでは NDB などの公

的な機構からデータを借りて分析するなどの手段を用

いていた 2)．しかしながらこの方法も，借用時の手続き

などの煩雑さや保管管理規程上の制約から，なかなか

普及するに至っておらず，以て DPC の公開データや

病床機能報告などが専らの分析データとなっている． 

岡山県の医療計画において，目指すべき医療提供

体制を実現するための施策として，医療施設の役割分

担と連携の促進が掲げられているが，実際の患者動

向については断片的な情報しか入手できていない．特

に後期高齢者の場合，医療ニーズは複合的であるの

で，医療と介護の両面から総合的にアプローチする必

要があるにもかかわらず，具体的な情報を示すことが

出来ないため，その対策は進んでいない．介護サービ

スを受ける人口が増えていくなか，質の高い医療サ及

び介護サービスを提供していくためにこれらの情報を

連結しての分析が望まれる． 

そこで本研究班では，岡山県内の医療施設を対象

に医科レセプト及び介護レセプト，DPC データの提供

協力を募集し，これらのデータを使用して医療から介

護へのサービス内容について分析を行い，地域医療

の推進に寄与することを目的とする．そのうち今回の

研究では，DPC データを使用した疾病別要介護別の

要介護状態，退院後の在宅医療の有無，退院先につい

て分析を行う． 

 

2. 対象・方法   

 研究対象は，岡山県の医療機関から収集した

2020 年度の DPC データである様式１（患者属性や

病態等の情報）から「患者属性」「退院情報」「要介護度」

「要介護情報」，D ファイル（包括診療明細情報）から

「分類番号」である． 

分析項目は，介護保険利用の多い 65 歳以上の脳

血管障害，誤嚥性肺炎，狭心症，骨折患者３)が分類さ
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れている主要診断群 MDC01，MDC04，MDC05，

MDC16 に属している患者の要介護度別，性別，年齢，

退院先と退院時の要介護情報，退院後の在宅医療の

有無についての記述統計である．要介護度は「要支援

１～要介護５」「申請なし」「申請中」「不明」の 10項に分

類されており，以下に「要支援１～要介護５」＋「申請中」

の８項目を包含して「サービス利用者」とする． 

なお，医療機関からの各データ収集の際には，個別

に「データの取扱に関する覚書」及び「承諾書」をもっ

て使用契約を結んだ． 

 

3. 結果 

表１に対象となった 65 歳以上の施設別要介護度別

患者数を示す．対象症例は，岡山県内の７つの医療施

設から収集した 34,040 件で，サービス利用者は

9,389 件（27.6%），「申請なし」もしくは「不明」件数

が 24,651（72.4%）であった．サービス利用者のうち

最も多かったのは，「要介護２」が 1,827件（19.5%），

次いで「要介護１」の 1,708件（18.2%）であった． 

表２にMDC別要介護度別患者数を示す．MDC別

対象症例総数及びサービス利用者数で「MDC06」が

8,598件（25.3%），1,846件（19.7%）と最も多かっ

た．本研究で対象とした「MDC01」は 2,184 件

（6.4% ） ， 「MDC04 」は 3,937 件（ 11.6% ） ，

「MDC05」が 5,712 件（16.8%），「MDC16」は

2,977 件（8.7%）であった．サービス利用者数では

「MDC01」で 834 件（8.9%），「MDC04」で 1,260

件（13.4%），「MDC05」で 1,636 件（17.4%），

「MDC16」で 1,279件（13.6%）であった． 

表３に対象 MDC 別要介護度別患者属性及び退院

先患者数を示す．MDC別患者数に占めるサービス利

用者割合では，「MDC01」が 38.2%，「MDC04」が

32.0% ， 「MDC05 」が 28.6% ， 「MDC16 」が

43.0%であった．また，MDC 別退院先における家庭

の症例総数割合では，「MDC05」が 84.2%と最も高

く，「MDC01」が 48.9%と最も低かった．サービス利

用者数の男女比は，「MDC01」が男性 45.1%，女性

54.9%，「MDC04」が男性 59.5%，女性 40.5%，

「MDC05」が男性44.0%，女性56.0%，「MDC16」

が男性 29.3%，女性 70.7%であった．また，男女別

サービス利用者の平均年齢は，「MDC01」が男性

80.9歳，女性 85.1歳，「MDC04」が男性 82.3歳，

女性85.2歳，「MDC05」が男性83.1歳，女性86.3

歳，「MDC16」が男性 84.2 歳，女性 86.4 歳であっ

た． 

表４に対象 MDC 別退院先別要介護状態及び在宅

医療が必要な患者数を示す．MDC別患者数に占める

「低栄養状態」割合では，「MDC01」が 5.5%，

「MDC04 」が 13.2% ，「MDC05 」が 14.0% ，

「MDC16」が 2.3%であった．また，「摂食・嚥下機能

障害」割合では，「MDC01」が 11.4%，「MDC04」が

3.2%，「MDC05」が1.5%，「MDC16」が1.4%であ

った．「在宅医療が必要な患者」割合では，「MDC01」

が 7.6%，「MDC04」が 6.7%，「MDC05」が 3.7%，

「MDC16」が 6.6%であった． 

 

4. 考察 

岡山県内の７つの医療施設から収集したDPCデー

タを用いて 65 歳以上の主要診断群 MDC01，

MDC04，MDC05，MDC16 に属している患者の退

院時の状況について，要介護度を中心に記述統計を

行った． 

本研究で収集したデータのサービス利用者割合は，

全退院患者の 27.6％であり，その内「要支援１」～「要

介護２」までの症例がサービス利用者の全体の

67.0%を占めていた（表１）．これは全対象症例の

18.5%であり，サービス利用者数としては比較的少な

いと思われる． 

次に MDC 別要介護度の状況であるが，全対象症

例における MDC 分類では「MDC06」の消化器系疾
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患，肝臓・胆道・膵臓疾患が 25.3%と最も多かった

（表２）．これらの結果については，先行研究４)でも同様

の報告があり，消化器系，肝臓・胆道・膵臓系のがんが

占める割合が高いことが挙げられている．サービス利

用者の割合においても，「MDC06」が 19.7%と最も

高く，がん患者のサービス利用率の高さが示唆された．

これは高齢化の進展により医療ニーズと介護ニーズ

の複合化が進む中，かつては脳梗塞などの脳血管障

害や認知症（MDC01），誤嚥性肺炎などの呼吸器疾

患（MDC04），そして転倒などによる骨折（MDC16）

などの疾患が，要介護状態に至る主要な疾患となって

いた３)．しかしながら，これらの医療ニーズと介護ニー

ズの狭間を埋めるべくスタートした介護保険制度も，

制度の成熟化に伴い多様な疾患を原因とした介護サ

ービスの利用者が増加していることの表れと思われる．

また，近年では高齢者における慢性疾患の狭心症や

心不全，高血圧などの循環器疾患（MDC05）も増加

しており，これらの疾患の管理には医療と介護のどち

らも必要となる．本研究ではこのような理由から

「MDC01」「MDC04」「MDC05」「MDC16」の４つ

の分類を対象とした． 

「MDC01」の特徴としては，全対象症例の 38.2%

がサービス利用者であり，若干ではあるが女性が

54.9%と男性を上回っている（表３）．また，男性女性

共に「要介護２」の割合が最も高く，要介護度が高くに

なるに従い「介護老人保健施設」「介護老人福祉施設」

「社会福祉施設，有料老人ホーム等」「介護医療院」へ

の退院率が高くなっている．次に「MDC04」の特徴と

しては，男性が 59.5%と男性患者の比率が高くなっ

ている．また，サービス利用者の家庭への退院率が

19.4%と対象としたMDCの中では最も低かったが，

他の病院・診療所への退院率は 66.6%と最も高く，こ

れは医療ニーズの高さを示唆したものと思われる．次

に「MDC05」の特徴としては，全対象症例の 28.6%

がサービス利用者であり，これは対象とした MDC の

中では最も低い率である．また，退院先としては「終了

（死亡）」が67.0%とこちらは対象としたMDCの中で

は最も高い率となった．最後に「MDC16」の特徴とし

ては，全対象症例の 43.0%がサービス利用者であり，

対象としたMDCの中では最も高い率であった．また，

女性が70.7%，平均年齢も86.4歳とこちらも対象と

したMDCの中では最も高い率であった．対象症例全

体では「他の病院・診療所」への退院率が 41.6%

（MDC01 と同率）と最も高く，全体的に医療ニーズの

高さが示唆された．松田ら３)によると，筋骨格系の移動

障害を持った高齢者は概ね「要支援１」～「要介護１」程

度に分布し，疼痛治療やリハビリテーションなどのサー

ビスを受けながら比較的安定した状態にあると報告し

ているが，本研究の結果では，「要支援１」～「要介護３」

までがそれぞれ 10%～20%で分布しており，医療ニ

ーズの高い症例も多く含まれていると推察される． 

最後に要介護状態であるが，各 MDC において「低

栄養状態」「摂食・嚥下機能障害」「経管・経静脈栄養」

ともに有りの症例は「他の病院・診療所」への退院率が

高くなっている（表４）．「MDC01」の特徴としては，「摂

食・嚥下機能障害」が 11.4%，「経管・経静脈栄養」が

15.5%と，各MDCの中では最も高い率となっている．

これは脳血管障害などによる摂食障害が要因と推察さ

れるが，嚥下の機能障害が明らかな分，「経管・経静脈

栄養」などの処置により「低栄養状態」の率は低く抑え

られていると推察される．また，「在宅医療が必要」な率

も各MDCの中では最も高く，医療ニーズが高い疾患

グループであることが示された．次に「MDC04」の特

徴であるが，「低栄養状態」が7.2%と各MDCの中で

は最も高く，「経管・経静脈栄養」も5.5%と「MDC01」

についで高い率となっている．しかしながら退院先の

全症例数割合では「家庭」への退院率が 73.0%と

「MDC05」の 84.2%についで高いこと，「在宅医療

が必要」な率も 6.7%と「MDC01」についで高いこと

から，医療ニーズは高いが在宅での療養が比較的可
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能な疾患グループであることが推察される．次の

「MDC05」は比較的特徴が薄いが，「低栄養状態」で

の「在宅医療が必要」な率が高いことが挙げられる．慢

性心不全や高血圧であれば減塩食や水分摂取などの

食事管理が必要であることから，その延長上としての

「低栄養状態」の発生が考えられる．したがって，在宅

での栄養管理指導などの介入も必要である．最後に

「MDC16」の特徴であるが，「低栄養状態」「摂食・嚥

下機能障害」「経管・経静脈栄養」の全てにおいて，退

院先が「他の病院・診療所」への率が最も高くなってい

る．これは全症例数割合でも 41.6%となっており，在

宅療養が比較的難しい疾患グループであることが示

唆された． 

本研究の限界は，サンプルデータの提供施設が７施

設と少なく，傷病分類も主要診断群という大きな疾病

グループで行ったことである．本来であればもう少し

傷病名を絞って行うことが望ましいと考える．また，各

症例の基礎疾患や診療内容，退院時の家庭的背景な

ど診療記録の精査が行われていないことである．退院

先の調整は，病状や身体状態にもよるが，家庭的・経

済的要因に左右されるところが大きいと思われる． 

一方で本研究の意義であるが，主要診断群という

大きな疾患グループではあるが，それぞれの臓器疾患

や身体状態の患者の退院時の状態による退院先やそ

の属性などが介護サービスという視点から明らかにし

たことである．今後は高齢者に多い疾患に絞った分析

を実施したいと考えている． 

 

5. 結語 

岡山県内の７つの医療施設から収集したDPCデー

タを用いて 65 歳以上の主要診断群 MDC01，

MDC04，MDC05，MDC16 に属している患者の退

院時の状況について，要介護度を中心に記述統計を

行った． 

本研究の分析から，疾患グループにおける退院後の

医療及び介護ニーズについての考察を行った． 
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表１ 施設別要介護度別患者数（65歳以上） 

 

 

表２ MDC別要介護度別患者数（65歳以上） 

 

 

表３ 対象MDC別要介護度別患者属性及び退院先患者数（65歳以上） 

 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 申請中

A 88 98 172 256 191 166 189 53 1,213 61.5% 700 59 1,972

B 579 860 654 739 461 303 183 163 3,942 24.7% 11,748 268 15,958

C 13 45 49 54 46 29 18 3 257 22.9% 867 1,124

D 46 91 76 63 64 39 21 23 423 51.5% 397 2 822

E 281 199 352 330 224 175 112 54 1,727 28.3% 4,351 25 6,103

F 33 35 51 44 39 44 19 3 268 45.7% 316 2 586

G 201 187 354 341 204 128 81 63 1,559 20.9% 5,740 176 7,475

総計 1,241 1,515 1,708 1,827 1,229 884 623 362 9,389 27.6% 24,119 532 34,040

13.2% 16.1% 18.2% 19.5% 13.1% 9.4% 6.6% 3.9% 100.0% 72.4%

サービス利用者数

小計
総計申請なし 不明

＊MDC01 神経系疾患 91 10.9% 91 10.9% 154 18.5% 174 20.9% 105 12.6% 93 11.2% 80 9.6% 46 5.5% 834 8.9% 1,327 23 2,184 6.4%

MDC02 眼科系疾患 50 21.6% 64 27.7% 35 15.2% 46 19.9% 23 10.0% 11 4.8% 1 0.4% 1 0.4% 231 2.5% 1,158 12 1,401 4.1%

MDC03 耳鼻咽喉科系疾患 14 23.0% 15 24.6% 17 27.9% 5 8.2% 4 6.6% 3 4.9% 2 3.3% 1 1.6% 61 0.6% 444 4 509 1.5%

＊MDC04 呼吸器系疾患 134 10.6% 155 12.3% 173 13.7% 222 17.6% 195 15.5% 176 14.0% 157 12.5% 48 3.8% 1,260 13.4% 2,598 79 3,937 11.6%

＊MDC05 循環器系疾患 240 14.7% 322 19.7% 304 18.6% 340 20.8% 191 11.7% 139 8.5% 55 3.4% 45 2.8% 1,636 17.4% 3,971 105 5,712 16.8%

MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 295 16.0% 282 15.3% 365 19.8% 368 19.9% 220 11.9% 144 7.8% 94 5.1% 78 4.2% 1,846 19.7% 6,649 103 8,598 25.3%

MDC07 筋骨格系疾患 63 14.8% 106 24.8% 72 16.9% 79 18.5% 48 11.2% 22 5.2% 14 3.3% 23 5.4% 427 4.5% 1,667 28 2,122 6.2%

MDC08 皮膚・皮下組織の疾患 9 5.9% 28 18.3% 23 15.0% 32 20.9% 29 19.0% 12 7.8% 18 11.8% 2 1.3% 153 1.6% 224 6 383 1.1%

MDC09 乳房の疾患 7 18.4% 13 34.2% 0.0% 12 31.6% 2 5.3% 1 2.6% 0.0% 3 7.9% 38 0.4% 175 5 218 0.6%

MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 44 14.2% 46 14.8% 77 24.8% 58 18.7% 33 10.6% 23 7.4% 22 7.1% 7 2.3% 310 3.3% 555 15 880 2.6%

MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 72 8.6% 111 13.2% 136 16.2% 163 19.4% 115 13.7% 108 12.8% 110 13.1% 27 3.2% 842 9.0% 2,048 61 2,951 8.7%

MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 3 8.1% 12 32.4% 9 24.3% 4 10.8% 3 8.1% 3 8.1% 1 2.7% 2 5.4% 37 0.4% 192 2 231 0.7%

MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 48 15.3% 59 18.8% 53 16.9% 51 16.2% 37 11.8% 25 8.0% 16 5.1% 25 8.0% 314 3.3% 1,255 12 1,581 4.6%

MDC14 新生児疾患、先天性奇形 2 40.0% 1 20.0% 0.0% 1 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 20.0% 5 0.1% 10 15 0.0%

MDC15 小児疾患

＊MDC16 外傷・熱傷・中毒 156 12.2% 203 15.9% 267 20.9% 253 19.8% 211 16.5% 100 7.8% 41 3.2% 48 3.8% 1,279 13.6% 1,633 65 2,977 8.7%

MDC17 精神疾患 2 25.0% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 2 25.0% 0.0% 0.0% 8 0.1% 7 1 16 0.0%

MDC18 その他の疾患 11 10.2% 6 5.6% 22 20.4% 18 16.7% 12 11.1% 22 20.4% 12 11.1% 5 4.6% 108 1.2% 206 11 325 1.0%

1,241 13.2% 1,515 16.1% 1,708 18.2% 1,827 19.5% 1,229 13.1% 884 9.4% 623 6.6% 362 3.9% 9,389 100.0% 24,119 532 34,040 100%

3.6% 4.5% 5.0% 5.4% 3.6% 2.6% 1.8% 1.1% 27.6% 70.9% 1.6% 100%
総計

申請中 小計

サービス利用者数
申請なし 不明 総計

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

MDC01 神経系疾患

要支援１ 91 10.9% 44 11.7% 80.0 6.2 47 10.3% 84.5 6.3 38 12.5% 47 12.1% 6 12.2%

要支援２ 91 10.9% 34 9.0% 79.2 7.6 57 12.4% 84.9 6.9 40 13.2% 43 11.1% 1 5.3% 1 2.8% 6 12.2%

要介護１ 154 18.5% 85 22.6% 81.1 6.8 69 15.1% 85.4 6.9 65 21.4% 76 19.6% 1 5.3% 5 13.9% 1 100% 6 12.2%

要介護２ 174 20.9% 79 21.0% 81.4 7.5 95 20.7% 85.9 7.5 68 22.4% 84 21.6% 4 21.1% 3 8.1% 9 25.0% 6 12.2%

要介護３ 105 12.6% 46 12.2% 82.6 6.9 59 12.9% 86.0 7.6 33 10.9% 47 12.1% 5 26.3% 6 16.2% 7 19.4% 7 14.3%

要介護４ 93 11.2% 35 9.3% 80.5 7.8 58 12.7% 87.1 7.2 19 6.3% 38 9.8% 5 26.3% 18 48.6% 7 19.4% 6 12.2%

要介護５ 80 9.6% 27 7.2% 80.3 6.5 53 11.6% 87.0 8.3 24 7.9% 31 8.0% 3 15.8% 9 24.3% 6 16.7% 7 14.3%

申請中 46 5.5% 26 6.9% 81.9 7.4 20 4.4% 79.8 8.3 17 5.6% 22 5.7% 1 2.7% 1 2.8% 5 10.2%

小計 834 38.2% 376 45.1% 80.9 7.1 458 54.9% 85.1 7.4 304 28.5% 388 42.7% 19 90.5% 37 88.1% 36 90.0% 1 100% 49 47.1%

申請なし 1,327 60.8% 804 67.3% 75.6 6.3 523 52.9% 77.1 7.0 756 70.9% 508 55.9% 2 9.5% 4 9.5% 4 10.0% 53 51.0%

不明 23 1.1% 15 1.3% 80.6 8.0 8 0.8% 85.9 7.1 7 0.7% 13 1.4% 1 2.4% 2 1.9%

総計 2,184 100% 1,195 54.7% 77.4 7.1 989 45.3% 81.1 8.4 1,067 48.9% 909 41.6% 21 1.0% 42 1.9% 40 1.8% 1 0.0% 104 4.8%

MDC04 呼吸器系疾患

要支援１ 134 10.6% 80 10.7% 81.7 7.8 54 10.6% 78.3 7.9 92 16.5% 23 7.1% 5 6.0% 14 7.0%

要支援２ 155 12.3% 96 12.8% 82.1 6.9 59 11.6% 83.1 6.2 101 18.1% 33 10.2% 1 3.7% 4 4.8% 16 8.0%

要介護１ 173 13.7% 110 14.7% 83.5 7.6 63 12.4% 86.7 7.6 86 15.4% 41 12.7% 4 14.8% 3 4.3% 10 11.9% 29 14.6%

要介護２ 222 17.6% 137 18.3% 82.2 8.0 85 16.7% 86.0 6.8 116 20.8% 55 17.0% 2 7.4% 3 4.3% 10 11.9% 36 18.1%

要介護３ 195 15.5% 102 13.6% 84.2 7.8 93 18.2% 87.7 7.3 62 11.1% 56 17.3% 7 25.9% 14 20.3% 25 29.8% 31 15.6%

要介護４ 176 14.0% 107 14.3% 83.0 7.5 69 13.5% 88.4 6.6 40 7.2% 56 17.3% 8 29.6% 33 47.8% 15 17.9% 24 12.1%

要介護５ 157 12.5% 80 10.7% 83.0 7.3 77 15.1% 88.3 7.7 37 6.6% 44 13.6% 5 18.5% 16 23.2% 15 17.9% 40 20.1%

申請中 48 3.8% 38 5.1% 78.7 7.2 10 2.0% 82.8 4.7 24 4.3% 15 4.6% 9 4.5%

小計 1,260 32.0% 750 59.5% 82.3 7.5 510 40.5% 85.2 6.8 558 19.4% 323 66.6% 27 93.1% 69 94.5% 84 89.4% 199 52.1%

申請なし 2,598 66.0% 1,750 68.7% 76.0 6.2 848 61.0% 75.7 6.4 2,278 79.3% 142 29.3% 1 3.4% 3 4.1% 4 4.3% 170 44.5%

不明 79 2.0% 46 1.8% 79.9 7.2 33 2.4% 81.3 6.9 38 1.3% 20 4.1% 1 3.4% 1 1.4% 6 6.4% 13 3.4%

総計 3,937 100% 2,546 64.7% 78.0 7.3 1,391 35.3% 79.5 8.5 2,874 73.0% 485 12.3% 29 0.7% 73 1.9% 94 2.4% 382 9.7%

MDC05 循環器系疾患

要支援１ 240 14.7% 116 16.1% 84.8 6.9 124 13.5% 84.1 6.7 190 18.5% 36 10.3% 2 6.5% 1 2.7% 2 2.9% 9 7.4%

要支援２ 322 19.7% 122 16.9% 82.1 6.9 200 21.8% 85.1 6.7 239 23.3% 54 15.4% 3 9.7% 1 2.7% 11 15.9% 14 11.5%

要介護１ 304 18.6% 132 18.3% 83.7 7.2 172 18.8% 85.7 6.8 206 20.1% 66 18.9% 4 12.9% 14 20.3% 14 11.5%

要介護２ 340 20.8% 170 23.6% 83.5 7.2 170 18.6% 87.0 6.2 205 20.0% 79 22.6% 6 19.4% 3 8.1% 15 21.7% 32 26.2%

要介護３ 191 11.7% 86 11.9% 84.6 7.8 105 11.5% 88.2 6.8 85 8.3% 54 15.4% 5 16.1% 15 40.5% 13 18.8% 19 15.6%

要介護４ 139 8.5% 42 5.8% 80.6 8.4 97 10.6% 88.3 8.0 59 5.7% 32 9.1% 8 25.8% 14 37.8% 8 11.6% 18 14.8%

要介護５ 55 3.4% 24 3.3% 83.8 7.9 31 3.4% 87.5 6.7 15 1.5% 17 4.9% 2 6.5% 3 8.1% 6 8.7% 12 9.8%

申請中 45 2.8% 28 3.9% 81.5 7.1 17 1.9% 84.7 5.3 28 2.7% 12 3.4% 1 3.2% 4 3.3%

小計 1,636 28.6% 720 44.0% 83.1 7.4 916 56.0% 86.3 6.7 1,027 21.4% 350 61.8% 31 93.9% 37 88.1% 69 84.1% 122 67.0%

申請なし 3,971 69.5% 2,663 77.4% 76.5 6.7 1,308 57.6% 78.1 7.2 3,695 76.9% 210 37.1% 1 3.0% 2 4.8% 6 7.3% 57 31.3%

不明 105 1.8% 57 1.7% 78.5 6.5 48 2.1% 82.8 9.6 85 1.8% 6 1.1% 1 3.0% 3 7.1% 7 8.5% 3 1.6%

総計 5,712 100% 3,440 60.2% 78.0 7.4 2,272 39.8% 81.4 8.2 4,807 84.2% 566 9.9% 33 0.6% 42 0.7% 82 1.4% 182 3.2%

MDC16 外傷・熱傷・中毒

要支援１ 156 12.2% 57 15.2% 83.6 7.7 99 11.0% 85.5 6.2 67 16.9% 73 11.2% 3 4.1% 1 2.2% 7 9.0% 5 14.7%

要支援２ 203 15.9% 58 15.5% 84.5 6.9 145 16.0% 85.7 6.4 69 17.4% 114 17.5% 8 11.0% 4 8.7% 4 5.1% 4 11.8%

要介護１ 267 20.9% 74 19.7% 84.9 7.2 193 21.3% 87.0 6.7 80 20.2% 148 22.7% 13 17.8% 2 4.3% 19 24.4% 5 14.7%

要介護２ 253 19.8% 63 16.8% 84.9 7.6 190 21.0% 87.7 6.4 68 17.2% 137 21.0% 24 32.9% 6 13.0% 14 17.9% 4 11.8%

要介護３ 211 16.5% 60 16.0% 84.3 7.4 151 16.7% 87.8 7.4 61 15.4% 96 14.7% 12 16.4% 16 34.8% 20 25.6% 6 17.6%

要介護４ 100 7.8% 33 8.8% 83.2 6.6 67 7.4% 87.0 8.2 18 4.5% 48 7.4% 9 12.3% 9 19.6% 9 11.5% 7 20.6%

要介護５ 41 3.2% 15 4.0% 83.5 6.5 26 2.9% 86.1 7.4 10 2.5% 15 2.3% 3 4.1% 8 17.4% 3 3.8% 2 5.9%

申請中 48 3.8% 15 4.0% 84.9 6.7 33 3.7% 84.5 9.1 23 5.8% 21 3.2% 1 1.4% 2 2.6% 1 2.9%

小計 1,279 43.0% 375 29.3% 84.2 7.1 904 70.7% 86.4 7.2 396 26.9% 652 52.7% 73 93.6% 46 92.0% 78 88.6% 34 65.4%

申請なし 1,633 54.9% 722 64.1% 77.1 7.4 911 49.2% 78.0 7.6 1,055 71.7% 546 44.1% 4 5.1% 3 6.0% 9 10.2% 16 30.8%

不明 65 2.2% 30 2.7% 80.7 8.7 35 1.9% 86.9 7.2 20 1.4% 40 3.2% 1 1.3% 1 2.0% 1 1.1% 2 3.8%

総計 2,977 100% 1,127 37.9% 79.6 8.1 1,850 62.1% 82.5 8.5 1,471 49.4% 1,238 41.6% 78 2.6% 50 1.7% 88 3.0% 52 1.7%
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者
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ス

利

用
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人数要介護度

男性 女性

終了（死亡）家庭

退院先

社会福祉施設、

有料老人ホーム等
介護医療院人数 人数 他の病院・診療所 介護老人保健施設 介護老人福祉施設年齢（SD） 年齢（SD）
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表４ 対象MDC別退院先別要介護状態及び在宅医療が必要な患者数（65歳以上） 

 

 

MDC01神経系疾患

家庭 1,067 48.9% 17 32.7% 43 17.3% 38 11.2%

他の病院・診療所 909 41.6% 21 40.4% 182 73.1% 278 82.0%

介護老人保健施設 21 1.0%

介護老人福祉施設 42 1.9% 2 3.8% 2 0.8% 2 0.6%

社会福祉施設、有料老人ホーム等 40 1.8% 3 5.8% 4 1.6% 4 1.2%

終了（死亡） 104 4.8% 9 17.3% 18 7.2% 17 5.0%

介護医療院 1 0.0%

総計 2,184 52 2.4% 249 11.4% 339 15.5%

在宅医療が必要 165 7.6% 9 5.5% 24 14.5% 39 23.6%

MDC04呼吸器系疾患

家庭 2,874 73.0% 117 41.3% 39 31.2% 44 20.3%

他の病院・診療所 485 12.3% 88 31.1% 56 44.8% 104 47.9%

介護老人保健施設 29 0.7% 6 2.1% 4 3.2% 6 2.8%

介護老人福祉施設 73 1.9% 2 0.9%

社会福祉施設、有料老人ホーム等 94 2.4% 3 1.1% 3 2.4% 6 2.8%

終了（死亡） 382 9.7% 69 24.4% 23 18.4% 55 25.3%

総計 3,937 283 7.2% 125 3.2% 217 5.5%

在宅医療が必要 265 6.7% 35 13.2% 26 9.8% 39 14.7%

MDC05循環器系疾患

家庭 4,807 84.2% 87 40.8% 27 30.7% 23 17.6%

他の病院・診療所 566 9.9% 88 41.3% 37 42.0% 67 51.1%

介護老人保健施設 33 0.6% 4 1.9% 5 5.7% 5 3.8%

介護老人福祉施設 42 0.7% 2 0.9% 3 3.4% 2 1.5%

社会福祉施設、有料老人ホーム等 82 1.4% 8 3.8% 4 4.5% 4 3.1%

終了（死亡） 182 3.2% 24 11.3% 12 13.6% 30 22.9%

総計 5,712 213 3.7% 88 1.5% 131 2.3%

在宅医療が必要 214 3.7% 30 14.0% 14 6.5% 24 11.2%

MDC16外傷・熱傷・中毒

家庭 1,471 49.4% 16 23.5% 7 16.7% 7 7.9%

他の病院・診療所 1,238 41.6% 44 64.7% 29 69.0% 73 82.0%

介護老人保健施設 78 2.6% 2 2.9% 2 4.8% 2 2.2%

介護老人福祉施設 50 1.7% 1 1.5% 1 2.4% 1 1.1%

社会福祉施設、有料老人ホーム等 88 3.0% 3 4.4% 2 4.8% 1 1.1%

終了（死亡） 52 1.7% 2 2.9% 1 2.4% 5 5.6%

総計 2,977 68 2.3% 42 1.4% 89 3.0%

在宅医療が必要 197 6.6% 5 2.5% 8 4.1% 19 9.6%

退
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肥満後の食餌変調が腸内環境と骨格筋の炎症状態に及ぼす影響 

 

川崎医療福祉大学 健康体育学科 

川島 将人 

 

本研究は、食餌誘導性肥満後に抗生物質投与、ならびに食餌変調を実施することによって、腸内環境や糖代

謝、末梢骨格筋の炎症状態が改善されるのかについて明らかにすることを目的とした。実験には、4 週齢の

C57BL/6J雄マウスを用い、欧米食餌を 12週間自由摂取させた後、欧米食餌摂取（WD-WD）群、通常食餌摂取

（WD-CD）群の 2 群に分け、5 日間にわたる抗生物質投与に続いて、4 週間の飼育を行った。食餌摂取量と体

組成の測定、耐糖能試験、盲腸の短鎖脂肪酸および骨格筋の炎症性サイトカイン遺伝子発現の解析を実施した。

本研究の結果、肥満後の 4 週間にわたる食餌変調は、体重や体脂肪量の減少、糖代謝能の改善、盲腸短鎖脂肪

酸濃度の増加といった効果をもたらすが、末梢骨格筋の炎症状態には変化をもたらさない可能性が示された。 

 

【背景】 

今や世界的な現代病である肥満症に伴って生じる

慢性炎症は、脂肪組織1)に加えて、活発な代謝臓器で

ある骨格筋においてもみられる2)。先行研究では、高

脂肪食餌摂取によって肥満したマウスの骨格筋内に

おける炎症性サイトカインの上昇やインスリン抵抗

性の亢進が観察されている3), 4)。骨格筋内で慢性炎症

が起こると、代謝性疾患の発症およびその重症化を

招いてしまう可能性が高くなってしまう2)。 

肥満症は食習慣と密接な関わりがあり、食餌誘導

性肥満の発症には、特徴的な腸内細菌叢の形成に伴

う腸内環境の変化が関与することが示されてきた5)。

例えば、高脂肪食餌を摂取したマウスは、通常食餌

を摂取したマウスと比較して、Firmicutes門 と

Bacteroidetes門の比率（F/B比）が増加し、腸内細菌

の代謝産物である短鎖脂肪酸の産生が減少する6), 7)。

短鎖脂肪酸は、体重の増加抑制、脂質代謝調節、免

疫調節など宿主に対し有益な作用をもつため8)、肥

満による産生量減少を改善することが必要である。

興味深いことに、高脂肪食餌とともに抗生物質を摂

取すると、肥満特有の腸内環境変化が起こらず、イ

ンスリン抵抗性の亢進も生じないことが報告されて

いる9), 10)。以上のことから、食餌誘導性肥満に対し

て、抗生物質投与および食餌変調を行えば、肥満に

伴う腸内環境の悪化や骨格筋の炎症状態を改善させ

ることができる可能性がある。 

本研究は、食餌誘導性肥満後の食餌変調が腸内環

境および末梢骨格筋の炎症状態に及ぼす影響を検討

することを目的とした。 

【方法】 

実験動物 

4週齢のC57BL/6J雄マウス（n=15）を用いた。マウ

スに欧米食餌（WD）を12週間自由摂取させた後、

WD摂取を継続する（WD-WD; n = 7）群と通常食餌

（CD）へ変える（WD-CD; n = 8）群の2群に分けて

個別に飼育し、5日間にわたる抗生物質投与の実施に

続いて、4週間の飼育を行った。食餌および水は自由

摂取とした。なお、本研究は川崎医療福祉大学動物

実験委員会の承認を得て実施した（承認番号：21-

008）。 

食餌 

実験動物の食餌は、実験群によって、肥満および

糖代謝異常を誘導する食餌として多くの先行研究11), 

12で用いられているWD（D12079B, Research Diets, 

New Brunswick, NJ）、あるいはCD（MF, Oriental Yeast, 

Tokyo, Japan）をそれぞれ用いた。 

抗生物質投与 

12週間にわたるWDの摂取によって形成された腸

内細菌叢を除菌するために、先行研究に倣い、アン

ピシリン（1 mg/ml）とネオマイシン（0.5 mg/ml）を

含んだ抗生物質含有水を作製し13)、5日間自由に摂取

させた。 

耐糖能試験（GTT） 

 GTT は、飼育 12週目（食餌変調前）および飼育
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17 週目（食餌変調後）に実施した。血糖値測定は、

マウスの尾静脈を剃刀でカットして得られた微量の

血液を用いて、血糖測定器（ACCU-CHEK®, Roche, 

Basel, Schweiz）で行った。GTT実施の 5時間以上前

よりマウスを絶食させ、イソフルラン麻酔下にて腹

腔より、2g/kg体重のグルコースを投与した。グルコ

ース投与前、投与後 15分、30分、60分、120分に

血糖測定を実施した。得られた血糖値より、曲線下

面積（AUC）を算出した。 

試料採取 

飼育期間終了後、イソフルラン麻酔下で、血液、

体脂肪（内臓脂肪、精巣上体脂肪、皮下脂肪）、盲腸、

ヒラメ筋、腓腹筋を採取した。 

血液分析 

EDTA 処理済みの 1.5mLチューブに採取した血液

を 800×gで 30 分間の遠心処理を実施することで、

血漿を回収し、解析まで－80℃で保存した。得られ

た血漿を用いて、外部企業（株式会社 SRL, Tokyo, 

Japan）への委託により、肥満関連パラメータの解析

を実施した。 

盲腸内容物有機酸解析 

 盲腸内容物は、飼育終了後、採取した盲腸を切開

し、直接 1.5mlのサンプリングチューブへ取り出し

回収した。回収後、直ちに液体窒素で凍結し、解析

まで－80℃で保存した。有機酸の解析は、外部企業

（株式会社テクノスルガ・ラボ, Shizuoka, Japan）へ

の委託により実施した。 

骨格筋の炎症性サイトカイン遺伝子発現解析 

採取したヒラメ筋と腓腹筋を用いて、代表的な炎

症性サイトカインである TNF-αの mRNA 発現量を

測定した。先行研究 14)と同様の方法で、Fast 7500 real-

time PCR system（Applied Biosystems, Carlsbad, CA）

を使用して real-time RT-PCR解析を実施した。TNF-

αの値は GAPDHに対する相対値として結果に示し

た。 

統計解析 

データは平均値±標準誤差で示した。統計解析は、

SPSS Statistics 23.0（IBM, Armonk, NY）を用いて実施

した。群間の比較には、対応のない Studentの t 検定

を用い、有意水準は危険率5％未満（p<0.05）とした。 

【結果】 

肥満の評価 

12週間にわたる WD 摂取後の体重は、WD-WD 群

（31.95 ± 1.16 g）と WD-CD群（31.91 ± 0.76 g）の間

に違いはみられなかったが、その後に 4週間の食餌

変調を実施した WD-CD群では、飼育期間終了時の

体重がWD-WD群と比べて有意に減少した（図1a,b）。

同様に、体脂肪量についても、WD-CD群が WD-WD

群よりも有意に少なかった（図 1c-e）。また、WD-CD

群では、食餌変調開始から 1週間の摂取カロリーが

WD-WD 群のおよそ半分となったが、その後は飼育

期間終了までWD-WD群と同様の摂取カロリーを示

した（data not shown）。肥満に関連する血液パラメー

タに関しては、WD-CD 群の総コレステロール値、

ならびに肝障害マーカーであるASTとALT がWD-

WD 群と比べて有意に低値を示し（いずれも p<0.05）、

トリグリセリド値は有意に低い傾向（P=0.074）が認

められた。 

 

糖代謝能の評価 

12週間にわたるWD摂取後のGTTでは、WD-WD

群と WD-CD群の間に違いはみられなかったが（図

2a,b）、WD-CD 群では、その後 4 週間の食餌変調に

よって糖代謝能の改善がみられ、AUCがWD-WD群

と比べて有意に減少した（図 2c,d）。 

図 1. 飼育期間終了時における体組成の比較． 

a：体重，b：食餌変調前のピーク体重から飼育期間終了

時までの変化量，c：精巣上体脂肪重量の割合，d：内臓脂

肪重量の割合，e：皮下脂肪重量の割合．*p<0.01．BW；

体重． 
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盲腸短鎖脂肪酸濃度の評価 

4 週間の食餌変調を実施した WD-CD 群では、酢

酸、プロピオン酸、n-酪酸の濃度が WD-WD 群と比

較して有意に高値を示した（図 3）。 

骨格筋の TNF-α遺伝子発現の評価 

ヒラメ筋と腓腹筋における TNF-αの mRNA 発現量

については、WD-WD 群と WD-CD群の間に顕著な

違いは認められなかった（図 4）。 

 

【考察】 

 本研究では、食餌誘導性肥満後の食餌変調が腸内

環境および末梢骨格筋の炎症状態に及ぼす影響を検

討した。本研究は、肥満後に抗生物質で腸内細菌を

除菌した上で食餌変調を実施すると、体重や体脂肪

量の減少、糖代謝能の改善、短鎖脂肪酸濃度の増加

といった宿主への効果をもたらすが、本研究で用い 

た条件では末梢骨格筋の炎症性サイトカイン TNF-α

の遺伝子発現に変化をもたらさないことを明らかに

した。 

本研究の WD-CD群では、飼育期間終了時に体重

と体脂肪量の減少が観察された（図 1）。ただ、食餌

変調の開始から 1週間の期間において、食餌摂取量

の減少に伴って摂取カロリーがWD-WD群のおよそ

半分となり、この期間に顕著な体重減少がみられた。

その後の食餌変調2週目以降では、WD-CD群とWD-

WD 群の摂取カロリーが同等であった。近年の先行

研究では、カロリー制限が腸内細菌叢を著しく変化

させ、この現象が宿主の肥満や代謝異常の改善に寄

与することが示されている 15), 16)。したがって、本研

究でみられた食餌変調による宿主パラメータの改善

には、一過性のカロリー制限に伴う腸内環境変化が

関与していた可能性が考えられる。 

本研究で実施した 4週間の食餌変調では、骨格筋

における TNF-α の遺伝子発現の改善が認められな

かった（図 4）。本研究で用いた WD は、肥満や糖代

謝異常を誘発する動物モデルに広く用いられている

食餌であるが、本研究で用いた 12週間にわたる WD

摂取では、予想していた程の体重増加がみられなか

った。そのため、本研究の WD 摂取でもたらされた

骨格筋の炎症状態がそもそも軽度であったために、

食餌変調による改善がみられなかったことが推察さ

れる。本研究では、肥満していない条件との比較を

実施できなかったため、今後は確実に骨格筋の慢性

炎症を惹起できるプロトコルを確立させた上で、肥

満していない条件との比較も合わせて検討したい。 

【結論】 

 食餌誘導性肥満後の食餌変調は、体重や体脂肪量

図 2. 糖代謝能の比較． 

a,b：食餌変調前のGTT における血糖値の経時変化 (a)と

AUC (b)，c,d：食餌変調後のGTT における血糖値の経時

変化 (c)とAUC (d)．*p<0.01．AUC；曲線下面積． 

図 3. 盲腸中の短鎖脂肪酸濃度の比較． 

a：酢酸，b：プロピオン酸，c：n-酪酸．*p<0.05．**p<0.01． 

図 4. 末梢骨格筋のTNF-α遺伝子発現の比較． 

a：ヒラメ筋における TNF-αの mRNA 発現，b：腓腹筋

におけるTNF-αのmRNA発現． 
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の減少、糖代謝能の改善、短鎖脂肪酸濃度の増加と

いった宿主への効果をもたらすが、末梢骨格筋の炎

症状態には変化をもたらさない可能性が示唆された。 
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砂防法の政策効果と課題 

 

山陽学園大学 地域マネジメント学部 

教授 澤俊晴 

 

（概要）砂防法による土砂災害対策の効果について複数の仮説を提示し、当・不当、違法・適法の観点も含めた

検討を行い、問題の原因を推論するとともに改善策の提示を行った。 

                                                   

１ 砂防法の位置付け 

近代日本における土砂災害対策の枢要な位置を占

めたのが「砂防法」であり、120 年以上に渡って同

法に基づいて土砂災害対策が行われてきた。 

地すべり法や急傾斜地法は、砂防法と「同じよう

な目的を有し、少し紛らわしい」1とされるほど類似

しており、砂防法から派生的に制定されたものであ

る。たとえば、地すべり法は「砂防法では採択でき

ない都市周辺の地すべり」2などに対応して、急傾斜

地法は「がけ崩れによる災害は従来からなかったわ

けではないが、 近の山地丘陵における無秩序な宅

地造成等の開発行為によって、とくに市街地周辺の

がけ崩れによる災害が多発し、社会問題として大き

くクローズアップされ」3ことなどに対応して制定さ

れた。しかし、現在においても砂防法が土砂災害対

策の大宗を占めることに変わりはない。 

予算の面から確認してみよう。令和３年度の福岡

県の当初予算では、土砂災害対策予算10,049,133千

円うち、砂防関連が7,894,893千円、急傾斜地関連

が1,880,190千円、地すべり関連が274,050千円で

あり、８割近くを砂防関連が占めている4。 

また、広島県の令和３年度の予算（令和２年度２

月補正を含む）では、土砂災害対策（ハード対策）

予算16,640,925千円のうち、砂防関連が11,593,600

千円、急傾斜地関連が5,042,600千円、地すべり関

連が4,725千円であり、7割が砂防関連である5。 

また、図表1のとおり、全国の砂防指定地、急傾

斜地崩壊危険区域、地すべり区域の合計面積のうち

８割以上を砂防指定地が占める。 

 
1 『概説 水法・国土保全法』須田政勝、2006年、189頁 
2 『日本砂防史』全国治水砂防協会、1981年、330頁 

【図表1 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり区域別面積】 

砂防指定地 916,119.84 

急傾斜地崩壊危険区域 45,399.80 

地すべり区域 126,784.72 

合計 1,088,304.36 

全国、面積(ha)、 平成25年3月31日現在 

※『平成26年砂防便覧』 

このような土砂災害対策法制における位置付けか

ら、本稿では、砂防法を検討対象とした。 

２ 砂防法の政策効果 

砂防法による土砂災害対策は120年以上にわたっ

て実施されてきたが、現在でも毎年のように土砂災

害により死者・行方不明者が発生し、家屋損害も甚

大である。したがって、砂防法による対策が有効な

のかが問題となる。 

砂防法が法の予定したとおり運用されていれば土

砂災害は減少するのに対して、法の予定したとおり

に運用されていなければ土砂災害は減少しないと考

えるのが通常である。しかし、このことを確認する

ことは難しい。なぜなら、この説明には、砂防法が

土砂災害対策に有効な法制度であるとの仮定がある。

しかし、何をもって「有効」とし、何をもって「有

効でない」とするのか判断は難しい。 

さらに、これまでに発生した土砂災害が、砂防法

による対策のおかげで「この程度で済んでいる」の

か、あるいは、砂防法による対策の有無にかかわら

ずやはり「この程度は発生する」ものなのか証明で

きない。ただ、なお砂防法が土砂災害対策に何かし

ら有効な法制度であると仮定するならば、次の４つ

の類型が想定できる。 

第一に、砂防法が法の予定したとおり執行されて

3 『日本砂防史』全国治水砂防協会、1981年、367頁 
4 令和３年度当初予算の編成概要（令和３年２月福岡県） 
5 令和３年度施策及び事業案の概要（令和３年２月広島県） 
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いる。それにもかかわらず、土砂災害が抑制されて

いない。つまり、砂防法による対策がなお十分では

なく、政策が「失敗」していると評価する場合であ

る。地すべり法、急傾斜地法の制定は、そのことへ

の対応とも考えることができる。 

第二に、砂防法が法の予定したとおり執行されて

いない。その結果、土砂災害が抑制されていない。

つまり、予算配分や人員配置が行われず実質的に砂

防法が失効している、あるいはそれに近い状態にあ

り、政策が「失敗」していると評価する場合である。

実際には、福岡県の令和３年度土砂災害対策予算は

100 億円を超え、広島県では 170 億円を超え、また

多くの県で砂防の名前を冠した課が設置されている。 

さらに、平成25年3月31日現在で、全国の90万

ha 以上の土地（ほぼ鹿児島県の面積 9,187km2 と同

じ。）が砂防指定地とされ、砂防堰堤も6万基以上が

設置されており（平成26年砂防便覧）、予算や人員

が一定程度確保されていることは間違いない。 

第三に、砂防法が法の予定したとおり執行されて

いない。それにもかかわらず、土砂災害が抑制され

ている。つまり、砂防法以外の法令による効果、あ

るいは事業者・住民の自発的取組、素因や誘因とい

った自然環境条件の変化といった何らかの要因が効

果を発揮している場合であり、砂防法による政策と

しては「失敗」していると評価する場合である。 

第四に、砂防法が法の予定したとおり執行されて

いる。その結果、土砂災害が抑制されている。つま

り、行為規制や砂防設備の整備が行われてきたこと

から政策が「成功」していると評価する場合である。 

予算や人員が確保されていることから、砂防法は

法の予定したとおり執行されているとすると、第一

の類型が妥当であれば、更なる法整備と予算・人員

が求められ、第四の類型が妥当であれば、現行の取

組みを延長・縮小していくことになる。 

ただし、「法の予定したとおり執行」という表現に

は留保が付く。予算配分や人員配置といった大枠で

はなく、さらに細かな「運用」レベルまで検討しな

いと、適切な「執行」といえるのか判断できない。 

そもそも砂防法は、明治 30 年制定と古い法律で

あるため、そのキーワードである「治水上砂防」の

意味さえ定かではない。 

そのため、ここでは砂防法の構造や条文、各種通

知等から、「土砂等の生産、流送若しくは堆積により、

渓流、河川若しくはその流域（以下「渓流等」とい

う。）にいちじるしい被害を及ぼす区域」（国土交通

省「砂防指定地指定要綱」第 2）が砂防指定地とし

て「適切」に指定され、有害行為の取締りや許可条

件の付加、行政指導などが「適切」に執行され、「適

切」な構造や流域内での位置、基数により砂防設備

が施設されることによって土石流等の発生が抑制さ

れ、被害が軽減されることを法は「運用」として予

定している、と解して論を進めていく。 

３ 指定の実態 

まず、砂防指定地の指定箇所、区域に疑義のある

事例を取り上げる。 

図表2は、平成26年8月20日に発生した広島土

砂災害で被害が も甚大であった広島市安佐南区八

木地区（死者52名）の上空写真である。 

この地区では、図表3のとおり、昭和30年代から

50 年代にかけて開発された住宅団地で被害が発生

している。広島土砂災害の発生以前に砂防指定地で

あったのは、図表4の赤で囲まれた地区で平成18年

12 月 6 日国土交通省告示第 1449 号により指定され

ている。 

それ以外の青囲みは、災害発生後に指定された区

域である。土砂災害の発生後に指定することに意味

がないとはいえないが、砂防法の趣旨からすれば、

住宅団地の開発前に砂防指定地に指定し開発を抑制

するか、あるいは防災工事の施行を条件とした上で、

砂防指定地内での開発を許可する必要があったと考

えられる。 

また、平成18年に赤囲みの区域を指定する際に、

なぜ、同じような地形要因にある左右の渓流を指定

しなかったのかも疑問である。 

このように砂防指定地の指定順序、指定区域がど

のような論理で選定されているのか不明確である。 
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【図表2 広島市安佐南区八木地区 上空写真】 

 
※「平成26年8月 8.20土砂災害の概要」（広島市資料） 

【図表3 広島市安佐南区八木地区 住宅団地状況】 

 
※「平成26年8月 8.20土砂災害の概要」（広島市資料） 

【図表4 広島市安佐南区八木地区 砂防指定地状況】 

 

※広島県砂防GIS管理システム 

４ 当・不当の問題 

砂防指定地は、平成25年3月31日時点で約70,000

箇所、約52,000渓流が指定されている。しかし、こ

れは120年間で積み上げられてきた数字である。 

砂防指定地内では有害行為を規制し土砂災害を抑

制することが可能になるため、治水上砂防の観点か

ら必要な箇所については、一斉に指定するか、優先

順位を付けて順次、速やかに指定することが望まし

い。また、砂防指定地内では私権が制限されるので

あるから、箇所・区域が過不足なく指定される必要

がある。 

しかし、砂防指定地の指定順序の合理性は明らか

でなく、面指定、標柱指定、線指定といった指定方

法も時期によって変遷している。 

指定の区域についても、土石流が発生する可能性

のない河口部まで指定されるなど、治水上砂防の観

点から妥当性を欠いている事例がある。 

さらに、一度指定した箇所について、後日、追加

で指定されることが多いことから、必要性がある箇

所が指定されていない事例もあると考えられる。た

とえば、広島県内では指定件数のうち、約24％が追

加指定であり、約４分の１の箇所で当初の指定が不

十分であったことになる。 

このような運用となっている背景には、砂防事業

の実施を優先するあまり、砂防法の目的の一環であ

る有害行為を規制するために必要な区域に行為制限

をかけるという視点が欠落していることがあると考

えられる。 

５ 適法・違法の問題 

砂防指定地の指定に「処分性」があるか否かはさ

ておき、少なくとも違法な指定であれば、国家賠償

法の「公権力の行使」に該当すると考えられる。 

まず、権限の行使＝「指定」が違法となるのは、

水上砂防の観点から必要性のない土地を指定し、無

用の私権制限をした場合である。ただし、指定権限

の行使は大臣の広汎な裁量に委ねられているとされ

ているので、明らかに重大な事実誤認をしているか、

目的違反をしているなど裁量権の逸脱・濫用に該当

する場合に違法となると考えられる。たとえば、河

口部まで指定することは、これに該当するであろう。 

次に、権限の不行使も違法となり得る。二つの類

型が想定される。 

第一の類型は、①指定することなく砂防事業を開

始し、砂防事業が終了し砂防設備が施設された後も

未指定状態にある、あるいは、②多数の人家がある

上流域で開発が行われようとしており次の降雨期に
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は確実に土砂災害が発生するといったように治水上

砂防の観点から指定の必要性が明白であるにもかか

わらず指定しない場合である。 

①の場合は、事業費や維持管理費の支出が違法な

公金支出と評価される可能性がある。 

また、②の場合は、指定しないことを規制権限の

不行使と捉え、それが著しく不合理と認められると

きに該当すれば、国家賠償法１条に反し違法となる

と考えられる。 

たとえば、指定地外で土砂災害が発生した場合、

指定権者である大臣と、指定によって私権制限を受

ける土地の所有者等と、土砂災害の発生によって損

害を受けた下流住民、という三者関係が構成される。

指定権限の行使が大臣の裁量に委ねられていると解

すれば、不指定により損害を受けた住民による損害

賠償請求は認められない、となりそうである。しか

し、土砂災害の発生がかなりの確度で予見され（予

見可能性）、かつ、土砂災害の発生によって被る損害

が大きく（被害の程度）、さらに、指定さえすれば土

砂災害の発生を防ぐ可能性が高い（回避可能性）場

合にまで、裁量を認める必要はないであろう。 

第二の類型は、大規模開発などにより上流域の山

が切り崩され土砂生産域が消失するなど、治水上砂

防の観点から指定の必要性がなくなったにもかかわ

らず、指定を解除しない場合である。この場合は、

相当の期間を経過してもなお解除しないことは、裁

量権の逸脱・濫用に該当し、違法となる可能性があ

る。 

６ 原因を推論する 

なぜ、不当であるだけでなく、違法と評価されか

ねないような不適切な指定が行われ、あるいは指定

の解除が行われないのか。原因として、次の４点が

推論される。 

第一に、技術的予算的な制約である。 

毎年、土砂災害は発生しているが、それがどこで

発生するのか予測することは困難である。土壌的要

因（植生や表層の地質など）、地形的要因（土地の傾

斜度、傾斜方向、尾根と谷、山地と平野など）、人為

的要因（森林伐採、耕作状況、土地造成など）とい

った「素因」は様々であり、それらを詳細に調査す

ることは予算的に限界がある。 

また、降雨などの「誘因」も、台風による集中豪

雨と梅雨時期の長雨とでは降り方が異なるし、単独

の積乱雲が発達することで発生する局所的大雨の発

生箇所を予測することは困難である。つまり、どこ

で、いつ、どの程度の降雨があるのか、といった誘

因を予測することには技術的な限界がある。 

そのほか、地震後の地盤が緩んだ後など「素因」

の変動によって降雨の影響も異なってくる。 

このように「素因」や「誘因」が不明なままでは、

1,000 年単位の長期的スパンならともかく、数十年

単位の短期的スパンで土砂災害の発生箇所を予測す

ることは不可能に近い。そのため、土砂災害発生に

先立って過不足なく指定を行うことは困難である。 

第二に、厳しすぎる私権制限である。 

砂防指定地に指定されると所有権等が強力に制限

される。そのため、土砂災害発生の予見可能性が高

く、発生した際の被害が甚大で、指定による回避可

能性が高いが場合でなければ、指定手続を進めるこ

とを躊躇わざるをえない。 

しかし、第一で述べたように、現在の技術レベル

では、予見可能性、被害の程度、回避可能性を判断

することは容易ではない。 

また、次の第三とも関係するが、仮に、指定が必

要だとしても、指定権者は大臣であるにもかかわら

ず、実質的な指定の必要性は都道府県知事が判断し

ているため、私権制限に反対する住民を押し切って、

指定手続を進める動機を都道府県知事は持ちにくい。 

第三に、指定権者と指定関係図書調製者の乖離で

ある。 

砂防指定地の指定は国土交通大臣の権限であり、

国土交通省告示で行われている。しかし、指定に必

要な関係図書は、原則、都道府県知事が調製し、国

土交通大臣に進達することとされている。具体的に

は、「砂防指定地指定要綱」第三で「都道府県知事は、

管内の土地について第二の基準（指定基準･･･筆者注）

に該当すると認める場合は、建設大臣に進達するも

のとする。」とされている。なお、同要綱第四では、

「法第六条に基づき建設大臣が工事を施行する場合

で、砂防指定地の指定を行う必要があるときは、第
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三の規定にかかわらず地方建設局長（北海道開発局

長を含む。以下同じ。）が進達を行うことができる。」

としているが、国の出先機関が進達する際には「あ

らかじめ関係都道府県知事に協議しなければならな

い」（同要綱第五）とされており、国の出先機関によ

る進達はあくまでも例外である。 

進達書類とは、同要綱第七で次のとおりとされて

いる。 

一 総括的な進達図書（進達個所が二以上の場合） 
1 砂防指定地指定箇所総括表 
2 砂防指定地土地調書総括表 
3 砂防指定地指定進達箇所一覧図 
4 他官庁協議書の写し 

二 各進達箇所ごとの申請図書 
1 別記様式一による調書（指定理由調書及び土
地調書（区域の表示・面積）のこと･･･筆者注） 

2 実測平面図（縮尺五百分の一から五千分の一
程度までの間で砂防指定地を表示するに便利
な適宜の縮尺の平面図を用いる。） 

3 不動産登記簿（国有林にあつては林班図）及
び不動産登記法第十七条に規定する地図 

4 既指定に係る砂防指定地告示官報の写し 

これらの進達図書を元に国土交通大臣は、指定の

可否を判断することになる。ただし、実際には、国

土交通大臣は現地の状況に詳らかでないため、指定

関係図書が進達されたにもかかわらず指定しないこ

とは、まずあり得ないであろう。 

しかし、指定権者はあくまでも国土交通大臣であ

り、指定や不指定の当不当・違法適法の責任も国土

交通大臣が負う。 

そして、この手続の流れでは、都道府県知事が進

達を行う積極的な動機がなければ、治水上砂防の観

点から必要性が明白であっても指定されることはな

い。指定解除についても砂防指定地指定要綱第12に

より指定手続を準用するとされているので、治水上

砂防の観点から必要でないことが明白であっても、

都道府県知事が進達しない限り指定は解除されない。 

進達に係る都道府県知事の動機としては、指定に

あっては「住民の福祉の増進」（地方自治法1条の2

第1項）の一環として県民の安全を確保するためや、

砂防事業として防災工事を行えば国庫補助があるた

め、といったことが考えられ、指定解除にあっては

無用な私権制限となるため、といったことが考えら

 
6 大橋洋一「リスクをめぐる環境行政の課題と手法」『法律

からみたリスク（新装増補・リスク学入門３）』岩波書店、

れる。 

ただ、住民から要望があるのは砂防事業の実施で

あり、それを受けて進達するという動機はあり得る

が、それ以外の動機は指定権限も責任もない都道府

県知事にとって弱くならざるを得ない。 

第四に、公共事業の優先である。 

第三の都道府県知事が進達を行う動機とも関係す

るが、砂防法では、砂防事業の実施に際して、河川

法の河川整備基本方針（河川法16条）や河川整備計

画（河川法16条の2）のような計画をあらかじめ策

定する必要はなく、また、審議会や公聴会からの意

見聴取の規定もない。 

つまり、砂防事業の箇所付けの自由度は、相当程

度高い。言い方を変えれば、地元の要望に即応して、

事業を実施することができる。 

そのため、砂防事業の実施が優先され、砂防指定

地の指定手続は後回しにされる。その結果、事業実

施箇所の不指定や、さらには、治水上砂防の観点か

らはより広範囲を指定すべきであるにもかかわらず、

砂防設備が施設される土地（要設備地）のみを標柱

指定及び線指定により指定するといったことが発生

する。 

公共事業費が右肩上がりで増えていた時代には砂

防事業を優先するため要設備地のみの指定が多用さ

れ、公共事業費の減少が予想され始めた時期に面指

定への移行が図られていることもこれを傍証する

（当初予算ベースの公共事業関係費は平成9年度が

ピークで、面指定を求める砂防課長通知は平成7年）。 

７ 改善策 

ここでは、指定権限の適切な行使に向けた改善策

を検討する。 

まず、害悪の蓋然性（予測可能性）が十分にあ

り、因果関係も科学的に明らかな事態である「危

険」と、予測可能性が低く、不確実性を伴う事態で

ある「リスク」を区分する知見を導入する6。 

その知見によれば、「危険」については、因果関

係が明らかであるので原因となる対象に対し未然防

2013年、58頁。李斗領「リスク規制における立法手法」早

稲田法学、85（3）巻、2010年、1165頁 
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止のための規制を行えばよいとされる7。 

「リスク」については、因果関係や害悪の程度

が科学的に判明するまで、あるいは、実際に害悪が

生じるまで待っていては重大で回復不能な損害が生

じるおそれがある（不可逆性を有する）ので、リス

ク事前配慮（事前の予防、介入、制御、管理）が求

められるとされる8。ただし、リスク事前配慮の方

法の選択は、「科学的判断ではなく、政策判断・価

値判断」によって行われるため、「暫定性・実験性

が必然的に付随」する9。 

このような「危険」と「リスク」の区分に従うな

らば、土砂災害は、毎年発生し、人的物的被害も大

きい。つまり、全国的に見れば発生確率が非常に高

く、害悪の程度もある程度判明しているように見え

る。しかし、高水流量や発生確率が計算でき発生箇

所がある程度予測できる洪水災害と比べ、土砂災害

の場合は、仮に、降雨などの「誘因」はある程度予

測できたとしても、時間的予算的制約があるため「素

因」（土地の現況）を詳細に調査することは困難であ

り、具体的な発生箇所の予測はほぼ不可能であり、

地域を限定したうえでの発生確率（蓋然性）は、非

常に低い。このことから土砂災害は、「リスク」に近

い事象と捉えることができる。 

このように予測可能性が低く、暫定的・実験的に

ならざるをえない「指定」については、次の二つの

手法が考えられる。 

一つは、必要性が少しでも認められる箇所を一律

に指定する「一括指定」である。「一括指定」は、さ

らに、図上調査などの簡易な調査により個々の箇所

を特定した上で一斉に指定する方法と、一定の要件

（渓流の勾配や過去の雨量など）を明示するだけで、

個々の箇所を特定せず包括的に指定する方法の二つ

が考えられる。 

もう一つは、現行予算の枠内で、詳細な調査（資

料調査、現地調査、航空レーザ測量などによる「地

形調査」、現地踏査、ボーリング調査、簡易貫入試験、

弾性波探査などによる「地質・土質調査」、地上雨量

 
7 北村喜宣『現代環境法の諸相・改訂版』放送大学教育振興

会、2013年、51頁 
8 佐々木崇「予防原則の哲学的考察」京都大学文学部哲学研

究室紀要:PROSPECTUS、15巻、2012年、38頁。藤岡典夫

計及びレーダ雨量計による「降水量調査」、被害想定

区域における人口、人家、農地、公共施設、災害時

要援護者施設、防災拠点等の保全対象の分布状況、

土地利用実態、今後の開発計画といった「社会状況

調査」、荒廃状況及び表面侵食、拡大崩壊などによる

「生産土砂量の調査」などをした上で、誰から見て

も必要性が明らかな箇所を指定する「個別指定」で

ある。 

地域住民の安全安心の確保を優先し、指定漏れが

ないことを優先するのであれば、「一括指定」が優れ

ているが、私権を過大に制限するおそれが高い。 

反対に、「個別指定」では、詳細な調査に基づき必

要な箇所のみを指定するので私権制限は相応したも

のになるが、調査に時間と予算を要するため指定が

進まず、結果として必要性が高い箇所が当分の間指

定されないままとなるおそれが高い。 

実際の指定では、「個別指定」が採用されている。 

しかし、砂防法施行から120年あまり経過しても、

なお指定が続いている現状や砂防指定地外で土石災

害が生じている事例に鑑みると、「個別指定」を続け

ることに疑問を感じざるを得ない。 

しかも、地球温暖化に起因した土砂災害の頻発化・

激甚化が予想されていることから、既に遅きに逸し

ているが、今後の改善策として、昨年度の報告で指

摘したように私権制限の緩和（条例に規定している

規制内容を緩和する）と抱合せで、土石流危険渓流

Ⅰの流域を「一括指定」する仕組みの導入を検討す

べきであろう。 

また、現行の「個別指定」を前提するのであれば、

治水上砂防の観点から必要な箇所が適切に指定され、

あるいは解除がされるよう、指定権限を都道府県知

事に移譲し指定に伴う責任を負わせるとともに、予

算については砂防事業の工事費から指定に必要な調

査費へと大幅に配分替えし、さらに指定を躊躇うこ

とのないよう私権制限の緩和も合わせて進めること

が必要である。            

  以上 

「予防原則の意義」農林水産政策研究、8巻、2005年3月、

36頁 
9 北村喜宣『現代環境法の諸相・改訂版』放送大学教育振興

会、2013年、54頁 
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保育士のキャリア・パースペクティマップの作成と離職防止介入策の考案（１） 

 

山陽学園大学 総合人間学部 

松浦 美晴 

 

 保育士の離職要因には，外的要因と，当事者の内面に存在する内的要因，さらには当事者の内面で作り出さ

れる内的状態の要因が含まれると想定できる。本研究では，保育士の離職予防のための新たな視点として「保

育士にとっての多様な選択肢の中での保育職の選択」に焦点を当てる。中心となるのは，「キャリア・パースペ

クティブ」の概念である。その中に包含される，内的状態をとらえるための手法を検討する。1つの方法は，個

人内で内的状態が生じるプロセスを追跡し，個々の当事者において起こりうる内的状態を抽出することである。

しかし，保育士確保のための施策へとつなげるためには，内的状態についてできるだけ多くの保育士のケース

に適用可能な結果を得ることにも意義がある。そこで，多数の保育士に対する調査から，内的状態を抽出する

方法を考えたい。ありうる要因と内的状態をリストアップし，それらを項目として多数の保育士に回答を求め

る。得られる回答から，多くの保育士に起こりうるケースを抽出してゆく計画である。調査対象者に反応を求

める項目を考えるにあたり，「離職・就業継続の外的要因となりうるもの」，「内的要因としてありうるもの」，

「選択される行動」に分けた。既存の調査結果，および，本論著者らの行った保育士資格保持者へのインタビュ

ー調査（未発表）をもとに，「離職・就業継続の外的要因となりうるもの」，「内的要因としてありうるもの」，「離

職・就業継続の選択行動」をリストアップした。                                       

 

背景 

 保育施設の利用を希望しながら適切な施設に入る

ことができないという待機児童の問題を解決するた

め，厚生労働省は日本全国自治体へ待機児童問題解

消への取り組みを求めてきた。2021年に自治体の取

り組み状況をまとめ，「保育所等関連状況取りまとめ

（令和 3 年 4 月 1 日）」として公表した（厚生労働

省，2021）。結果のポイントとして，①保育所等利用

定員は 302万人となり，前年比 5万人の増加であっ

たこと，②保育所等を利用する児童の数は 274万人

となり，前年比 5千人の増加であったこと，③待機

児童数は 5,634人となり，前年比 6,805人の減少で

あったこと，をあげた。③の具体的な数字として，

待機児童のいる市区町村は，前年から 88 減少して

312 市区町村であり，待機児童が 100 人以上の市区

町村は，前年から 18減少して 4市となり，待機児童

が 100人以上増加した自治体はなかった。待機児童

が100人以上減少したのは，さいたま市（376人減），

岡山市（228人減），明石市（216人減）など 13市区

町であった。この取りまとめの内容から，待機児童

問題は，自治体の取り組みによって軽減されつつあ

るといえる。 

 保育環境をめぐる問題は，保育施設定員の確保か

ら，保育の質の向上へと移りつつある。厚生労働省

（2020）の「保育の現場・職業の魅力向上に関する

報告書」によれば，女性の就業率の向上等に伴い保

育ニーズが増えたため，保育の担い手の確保が困難

であることは変わらない。質の高い保育を行うため

には保育士の確保が必要であり，そのためには，保

育士の就労する現場と保育士の従事する仕事の魅力

を高め，保育士のキャリア形成への展望を示すこと

が重要とされている。厚生労働省のこの報告書は，

保育士がキャリアを進める過程の節目における動向

を，次のようにまとめている。保育士養成校（保育

士資格を取得する主要な途である指定保育士養成施

設）の入学者数が微減傾向にあるうえ，卒業生の

15％が民間企業等に一般職として就職している。一

般職に就職した者の約 4割が，その理由を「保育所

における保育実習で保育をすることに自信を持つこ

とができなかったから」と回答している。 一方，平

成 29 年度より保育士試験が年 2回になり有資格者

が増え，その約 8割が保育士として就業する意思を
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有する。しかし，合格者の約 6割は，保育士として

の就業に関し，労働条件・労働環境，保育・子育て・

実習等の経験不足等からくる不安を感じている。ま

た，同報告書では，令和元年度の東京都保育士実態

調査の結果から，保育士の離職理由を紹介している。

挙げられた離職理由として「職場の人間関係」，「給

料が安い」，「仕事量が多い」「労働時間が長い」，「健

康上の理由（体力含む）」，「妊娠・出産」，「結婚」が

ある。また，離職者の約 7割，そのうち 30代の女性

では 8割が，短時間勤務での復職意向を持っている。

離職理由としての人間関係，待遇，労働環境等の問

題を回避しながら，個人要因やライフイベントによ

る生活の変化に合わせることのできる働き方として，

彼らは短時間勤務を選択するのだと考えることがで

きる。有資格者が個人の生活上の利便・都合に合わ

せて離職・再就職を選択するということである。保

育士も一個人であり，キャリア選択の当事者である

ことを考えれば当然である。 

養成校卒業時に就職した保育士の数は，離職によ

って減少する（厚生労働省，2015）。この段階での離

職・就業継続の選択要因を明らかにしておくことが，

保育士確保に有効といえる。離職時の選択要因が回

避されれば，離職を防ぐことにつながるだけではな

く，離職後の業種内での転職や，再就職へもつなが

る。 

保育士の離職要因 

 離職要因として，人間関係，待遇，労働環境，個

人要因，ライフイベント等の存在が明らかにされて

いることは，既に述べた通りである。 

要因には外的要因と，当事者の内面に存在する内

的要因が含まれる。さらに次のように，単なる個々

の要因だけではとらえきれない保育士のキャリア選

択のプロセスの報告がある。 

 神谷（2010）は，保育士養成校への進学動機が他

者からの働きかけにより形成されることを示した。

しかし，当事者の行動が，他者からの働きかけの方

向に沿って選択されるとは限らない。傳馬・中西

（2014）は，保育士をケアし離職を思いとどまらせ

ようとする管理職者の働きかけが結果的に離職の選

択を促進した事例をとりあげ，管理職者の働きかけ

が当事者である保育士の求めるものではなかったと

考察した。この事例は，当事者の認知が作り出す内

的状態が，選択へと方向づけることを示している。

他にも，仕事のやりがいと辞めたい思いのせめぎ合

いの中で離職を選択する・思いとどまる（傳馬・中

西，2014），かつて自分が選択しなかったもう 1つの

人生の経路を想起することで生じる後悔による離職

（香曽我部，2018）も報告されている。 

当事者の内面で作り出される，このような内的状

態と離職・就業継続の選択との関わりを検討するこ

とは，保育士確保のために有効と考えられる。 

離職要因のとらえ方と結果の一般化 

本研究では，保育士の離職予防のための新たな視

点として「保育士にとっての多様な選択肢の中での

保育職の選択」に焦点を当てる。中心となるのは，

「キャリア・パースペクティブ」の概念である。キ

ャリア・パースペクティブとは「自分の人生におけ

る，職業生活を中心とした生き方の，実現可能性が

加味された短期的・長期的見通し」（矢崎・金井，2005）

と定義される。この見通しの中には，保育士の離職

要因となる，外的要因と内的要因，さらに内的状態

の要因が含まれると想定される。 

以上をふまえたうえで，保育士の離職・就業継続

に関わる内的状態をとらえるための手法を検討する。 

個人内で内的状態が生じるプロセスを追跡し，個々

の当事者において起こりうる内的状態を抽出する方

法として，複線経路等至性モデル(TEM)（サトウ・安

田・木戸・高田・ヴァルシナー，2006）がある。既

述の傳馬・中西（2014），香曽我部（2018）が使用し

た方法であり，当事者本人の内省からその認知過程

を取り上げるものである。 

一方で，保育士確保のための施策へとつなげるた

めには，内的状態についてできるだけ多くの保育士

のケースに適用可能な結果を得ることにも意義があ

る。どのような個別要因と，どのような内的状態が，

離職・就業継続の選択につながりうるのかを検討す

ることで，保育士個人の選択への新たな働きかけが

可能となる。そこで，多数の保育士に対する調査か

ら，内的状態を抽出する方法を考えたい。ありうる

要因と内的状態をあらかじめリストアップし，それ
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らを項目として多数の保育士に回答を求める。得ら

れる回答から，多くの保育士に起こりうるケースを

抽出してゆく。 

調査項目候補の選定 

 調査対象者に反応を求める項目を考えるにあたり，

「離職・就業継続の外的要因となりうるもの」，「内

的要因としてありうるもの」，「選択される行動」に

分けることとする。「内的要因」とは，当事者の内面

において生じるものであり，個別要因と既述の内的

状態を含める。内的要因をこのように纏めるのは，

調査項目として「外的」「内的」と 2分することによ

り，回答が容易になると考えるからである。それぞ

れを先行研究からリストアップしてゆく。リストア

ップの対象となる先行研究は次のとおりである。 

東京都福祉保健局（2018）は，東京都の保育士確

保，育成及び定着策のための基礎資料とする事を目

的に調査を行った。平成 25 年 4 月から平成 30 

年 3 月までの東京都保育士登録者等（書換え登録

等を含む。）48,000 人を対象とし，保育士就業中の

者の実態，過去に保育士就業経験がある者の実態，

保育士としての就業経験がない者の実態，について

集計し公表した。 

澤津・鎌田・山根（2015）は，短期大学の保育士

養成課程卒業者を対象に調査を行った。保育士に想

定される離職の理由として 30 項目を提示し，当て

はまるものすべてを選択するように求め，10%以上選

択された離職要因を多次元尺度法で分類した。①個

人的要因-社会的要因の次元，②生活環境－職務環境

の次元の 2次元空間布置をもとに，近い座標の項目

のカテゴリー化を行った。 

 傳馬・中西（2014）は，新卒保育者 1名が就職し

てから離職に至るまでのプロセスを，TEM を使って

具体的に描き出した。離職に至る径路に向かわせる

力として，対象者が行った離職したいというアピー

ルに対し，離職を思いとどまらせようとする副園長

の存在があった。離職を思いとどまらせようとする

働きかけが離職を促進することになったのは，副園

長のかける言葉が，自身が求めるものとはかけ離れ

ていたことが理由であったと考えられた。また，職

員意向調査で離職への意向を表明した対象者に対し，

園長面談等といった組織としての働きかけがなかっ

たことも，離職を促進した。ただし傳馬・中西は，

ここでどのような園側の反応があれば対象者が離職

を思いとどまったのかについては不明としている。

いずれにせよ，単に「人間関係」という理由だけで

は捉え切れない複雑な状況があると，傳馬・中西は

結論づけた。 

香曽我部（2018）は TEMを用いて，保育士が離職

し他の職種に再就職して潜在保育士となっていく経

験の連続性を捉え，保育士が潜在化する要因を抽出

した。過去の自分の選択「保育者になったこと」へ

の後悔が，現実の「保育者である自分」と反実仮想

である「他職種で働く自分」の間での対話関係をも

たらし，「他職種で働く自分としてのアイデンティテ

ィ」が構成され，最後には現実と反実仮想が入れ替

わり，潜在保育士となるというプロセスを明らかに

した。 

保育士にとってのポジティブな要因としての「や

りがい」に着目した研究もある。工藤・久保・高木

（2017）は，保育士の雇用環境の質を保ち保育士を

確保するために「やりがい」は重要な役割を果たす

と考え，保育士の雇用環境の実態調査を行った。結

果から，給与という物理的な側面よりも仕事を純粋

に楽しめる心理的環境の方が重視される傾向にあり，

それが「やりがい」につながる可能性があることを

指摘した。 

同じく「やりがい」に着目した國田・ 槙尾 (2020)

は，保育士が集まって行ったグループワークを通し

て，保育士の「やりがい」を抽出した。成長する子

どもの姿や保護者からの感謝，保育士の専門性から

くる仕事への誇り，職員同士の共感や連携がやりが

いとして挙がった。他者からの評価や助言がやりが

いを支えるものとして重要な役割を果たしているこ

とが示唆された。 

以上の既存の調査結果をもとに，「離職・就業継続

の外的要因となりうるもの」，「内的要因としてあり

うるもの」，「離職・就業継続の選択行動」をリスト

アップしたものが表 1である。ここには，本論著者

らの行った保育士資格保持者へのインタビュー調査

（未発表）から抽出したものも含んでいる。 
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表 1 既存の調査結果等からリストアップされた要因と選択行動 

 

(1) 離職・就業継続の外的要因となりうるもの 

業務負担の量 

業務の内容 

保育以外の雑務 

職員数 

勤務シフト 

職員間のコミュニケーション 

職員のための相談体制の充実度 

有給休暇取得のしやすさ（しにくさ） 

休暇日数 

保育士の権限範囲 

保育士の責任範囲 

雇用の安定 

雇用形態 

研修の充実度 

職員への評価制度 

結婚 

給与・賞与等 

自分の職業適性 

妊娠・出産 

子育て・家事 

労働時間 

働くことが可能な家庭の状況 

自身の健康状況 

職場の人間関係 

職場の慣習 

配偶者の意向 

家族等の意向 

家族の理解と協力 

転居 

保護者対応 

雇用期間が決まっている・定年 

通勤時間 

職場の人間関係 

保護者や地域との関係性 

施設の理念や運営方針 

施設・上司からの自分への評価 

悩みを相談する相手の有無 

業務負担を軽減する業務支援システムの有無 

時間単位の勤務が可能かどうか 

職場の相談体制 

保育施設の求人情報 

保育施設就職へのサポート 

他の職種の求人情報 

他職種選択へのサポート 

社会の保育士不足の状況 

自分の趣味 

ボランティアや体験保育 

子どもとふれあう機会 

成長する子どもの姿 

保護者からの感謝 

保育士の専門性 

職員同士の共感や連携 

勤務先選択の自由度 

世間の経済状況（景気の良し悪し） 

 

(2) 内的要因としてありうるもの 

感じられる職場の雰囲気 

仕事と給与のバランス 

人を育てようという職場の雰囲気 

職場の状況の満足度 

給与・賞与への満足度 

保育士の仕事で感じられるやりがい 

保育士の仕事の楽しさ 

保育士の仕事の充実感の度合い 

子どもへの思い 

保育士としての自信の度合い 

保育士の仕事への誇り 

自身のキャリアアップの可能性 

将来への希望 

施設の運営方針への納得感 

保育士としての勤務より資格取得が目的 

勤務における心労の多さ・少なさ 

自分の希望する勤務年数 

気合が入らない，頑張れない 

保育士として働く意欲 

保育士として働く必要性 

他職種で働く意欲 

他職種で働く必要性 

他業種への興味 

早期離職に対する世間の評価 

早期離職が次の就職に不利に働くと懸念 

保育士としての使命感 

周囲からの期待 

周囲からの期待への負担感 

仕事をやらされている感じ 

過去の進路選択の機会の有無 

勤務園を選択した後悔 

他の園で生き生き働く自分を想像 

他の園では良い環境があるのではと思う 

保育者になったことへの後悔 

保育士を目指したときの気持ち 

保育士資格の効用として期待すること 

自分が望む生活 

他のやりたい・やりたかった仕事 

他の仕事をして生き生きと働く自分を想像 

保育士以外のキャリアへのあこがれ 

 

 

(3) 離職・就業継続の選択行動 

勤めていた職場（施設）を辞める 

勤めていた職場（施設）を辞めたいと思ったが思いとど

まる 

保育職を辞める 

保育職を辞めたいと思ったが思いとどまる 

 

 

分析方法の検討 

今後の調査においては，表 1の「離職・就業継続

の外的要因となりうるもの」，「内的要因としてあり

うるもの」，「離職・就業継続の選択行動」を調査項

目とし，これらに対する回答者の反応を要約するこ

とで，多くの保育士におこりうるケースを見いだし
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てゆくことになる。分析にあたっては，「選択行動」

で回答者をカテゴリー化し，それぞれのカテゴリー

が経験する外的要因，内的要因をまとめていく。そ

の際，2つの方法が考えられる。 

１つの方法は，回答者に項目の経験について頻度

あるいは程度の段階的な評定を求め，評定値の個人

間分散をもとに，選択行動と関連する要因を検討す

る共分散構造分析などの方法である。十分な分散を

得られるよう評定段階を設定する必要があり，項目

数が増えれば段階評定を求められる回答者の負担は

大きくなる。また，分析者は，個人間分散の関連と

個人の内面で生じるプロセスとを混同しないよう注

意する必要がある（吉田，2002）。もう１つの方法は，

項目間関連をとらえることをあきらめ，要因の経験・

未経験のみを尋ね，選択行動カテゴリーごとに経験

頻度の高い項目を抽出する方法である。項目数が増

えることによる回答者の負担は小さいが，得られる

情報量は少ない。カテゴリーごとに当事者が経験し

がちな要因の抽出にとどまり，それらの相互の関連

や因果関係の検討は難しくなる。調査の実施のため，

項目数を調整し，得られる情報量と回答者の負担が

データの信頼性に与える影響を天秤にかけながら，

いずれの方法を採用するかを決定することになる。 
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タカキビプロシアニジンと澱粉との加熱調理に伴うアミロース消化の低下 

 

山陽学園短期大学 健康栄養学科 

廣田 幸子 

概要                                            

米粉は団子やパン、菓子などを作る際、様々な植物性食品と共に用いられる。この論文では、タカキビ種子の

水性抽出物を加えて加熱したうるち米粉（上新粉）のパンクレアチン依存の澱粉分解について議論する。タカ

キビ抽出物は、加熱に伴って上新粉から遊離した水溶性アミロースの分解を抑制し、その抑制度は短いアミロ

ースよりも長いアミロースの方が大きかった。この抑制は、タカキビに含まれているプロシアニジンとアミロ

ースとの複合体形成によるものと議論した。さらに、タカキビ抽出物は上新粉から遊離した懸濁可能な澱粉粒

子の分解も阻害し、その阻害は、アミロース/プロシアニジン複合体によるアミロペクチン分解抑制のためであ

ると議論した。これらの結果は、タカキビをアミロース含有穀類と調理することにより、グリセミック指数が

低い食品の調製が可能であることを示唆している。 

 

１．背景と研究目的                    

植物由来の食物に含まれるフラボノイドは様々な

働きを持つことが知られており、その代表的な働き

として、抗酸化作用、血圧上昇抑制作用、脂質吸収

抑制作用などがあり、これらに関して数多く報告さ

れている。これらの働き以外に、血糖上昇抑制作用

も報告されている。 

フラボノイドによる血糖上昇抑制作用の一つのメ

カニズムとして、澱粉分解酵素であるα-アミラーゼ

やα-グルコシターゼなどの阻害が可能である。現在

まで、フラボノイドによるこれらの酵素活性の阻害

に関する研究は多くなされてきている。他方、フラ

ボノイドと結合した澱粉のα−アミラーゼに対する

基質性の低下も報告されている。このフラボノイド

と澱粉との結合様式として、水素結合のような非共

有的な結合が議論されている。他方、我々はフラボ

ノイドが澱粉と疎水的に結合することによって、澱

粉の基質性の低下を報告してきた。さらに、アズキ

とうるち米との炊飯過程で、アズキに含まれるプロ

シアニジンの分解産物が飯と結合することによって、

飯澱粉の消化性が低下することも報告してきた

(Morina et al., 2020; Takahama et al., 2021)。 

 アズキ以外のプロシアニジンを多く含む植物性食

品として、タカキビ、クロダイズ、リンゴ等が知ら

れている。タカキビは、別名「もろこしきび」ある

いは「ソルガム」と言われ、岡山県の郷土食材とし

て昔から用いられている。タカキビと共に炊飯した

飯やタカキビを用いて調理した餅は淡赤色をしてい

る。この淡赤色はプロシアニジンの酸化産物のよる

ものとし推測している。もし、タカキビに含まれて

いるプロシアニジンが、先で述べたように、澱粉消

化の抑制に関与しているとすれば、タカキビを米ま

たは米の加工品と共に加熱した場合、その澱粉の消

化性は低下すると予想される。本研究では、プロシ

アニジンを含むタカキビ種子の水抽出物と米粉を加

熱調理した場合、プロシアニジンがアミロースに結

合してその消化を抑え、さらに、アミロース/プロシ

アニジン複合体がアミロペクチンの消化を抑えるこ

とを明らかにする。 

 

２．材料と方法 

2.1 材料、試薬、機器 

もち粉と上新粉は、丸世製粉（下関市）から、タ

カキビ種子 (Sorghum bicolor (L.) Moench) は、すず

や穀物（仙台市）から、ブタのパンクレアチンは、

FUJIFILM 和光純薬（大阪）から入手した。パンクレ

アチン中の消化酵素の活性は次のとおりである:プ

ロテアーゼ（26−46 単位 mg−1、pH 8）、α-アミラー

ゼ（3−5 単位 mg−1、pH 7）、リパーゼ（0.75−1.4 単位

mg−1、pH 8）。ヨウ素溶液（100 mM）は、既報のよ

うに調製した（Hirota ＆Takahama, 2017）。 

吸収スペクトルは積分球（ISR-240A）を備えた分
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光光度計（UV-2450）（島津製作所、京都）を使用し

て測定した。測定光の光路長は 2 mm で行った。 

 

2.2 タカキビ抽出物で加熱した米粉の澱粉分解 

タカキビ種子(2 g)を 10 mL の 0.15 M NaCl を含む

0.1 M リン酸ナトリウム (Na-Pi) 緩衝液 (pH 7.0) に

懸濁し、これを室温（約 20 °C）で約 16 時間放置後、

遠心(1830 × g, 5 min)によって上清を得た。このよう

に調製したタカキビ水抽出液(2 mL)に上新粉（20 

mg）またはもち粉（20 mg）を加え、穏やかな沸騰水

中で10分間加熱した。加熱後、37 °C に冷却、容量

を 2 mLに調整した後、パンクレアチン（10 μg mL−1）

を加えて反応を開始させた。澱粉分解速度は、反応

液の一部(50 μL)を 10 分間隔で 90 分間取り出し推

定した。 

 

 

Scheme 1 

 

2.3 澱粉分解の推定 

パンクレアチンによる澱粉の分解は以下のように

して測定した。上で取り出した反応液(50 μL)および

100 mM ヨウ素溶液(0.1 mL)を、1 mL の 0.15 M NaCl

を含む 0.1M Na-Pi 緩衝液 (pH 7.0) に順次添加した。

この混合物を室温(約 25 °C)で 10 分間静置した

(Scheme 1)。静置中に、大きな米粉粒子は沈殿した

(PPT-1)。そこで可溶性および懸濁(浮遊)可能な澱粉

を含む上相(SUP-1)を取り出し、吸収スペクトルを

測定した。続いて、SUP-1 を 810 × g で 10 分間遠心

し、沈殿物 (PPT-2) と上清 (SUP-2) を調製し、可溶

性澱粉を含む SUP-2 の吸収スペクトルを測定した。

PPT-2 の吸収スペクトルは、次の方法で求めた。一

つは、各インキュベーション時間でのSUP-1とSUP-

2 の差スペクトルから、他は PPT-2 を 1 mL の 0.15 M 

NaCl を含む 0.1M Na-Pi 緩衝液 (pH 7.0) に懸濁した

懸濁液の吸収スペクトルからであった。 

澱粉の分解は一次反応的であると仮定した。そこ

で、500、550、および 700 nm での吸光度の減少を片

対数プロットした。半減期は最小二乗法（r > 0.95）

で求めた傾きから計算した。上のそれぞれの波長は

短鎖、中鎖、および長鎖のグルコースで構成されて

いる澱粉の濃度を反映していると仮定した。 

 

2.4 上新粉に結合したプロシアニジンの推定 

タカキビ抽出物 3 mL に上新粉 (30 mg) を加え、

沸騰水中で10分間加熱した後、37 °C に冷却し、こ

れにパンクレアチン加えた。パンクレアチン(10 μg 

mL−1) を添加してから 0、30、60 分後に一部 (0.4 mL) 

を取り出し、1 mL の 0.15 M NaCl を含む 0.1 M Na-Pi 

緩衝液 (pH 7.0) と混合した。混合物を 10 分間静置

し、PPT-1、PPT-2、および SUP-2 を Scheme 1 のよう

に調製した。PPT-1 と PPT-2 は 1 mL の水に懸濁し

た。また、SUP-2 にはエタノール (最終濃度 70%, 

v/v)を加え、1830 × g で 5 分間遠心し、エタノール

不溶性沈殿物を調製した。この沈殿物も 1 mL の水

に懸濁した。これらの沈殿物に結合しているプロシ

アニジンは Amarowicz & Pegg (2006)の方法を用いて

推定した。 

 

2.5 統計解析 

それぞれの実験は 3 回以上繰り返し、データは平

均と標準偏差を表示した。 サンプル間の有意差の有

無は、Student’s t-test (p < 0.05) を用いて求めた。 

 

３．結果と考察 

3.1 パンクレアチン依存の加熱上新粉澱粉の分解 

3.1.1 SUP-1 と PPT-1 

加熱した上新粉をパンクレアチン処理前に、

Scheme 1 のように調整した SUP-1 の吸収スペクト
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ルは、600 nm 付近にピークを持っていた（図 1A trace 

0）。この結果は、米粉粒子から拡散した澱粉は主に

アミロースで構成されていることを示している。パ

ンクレアチン処理 (10 分間) によって、全波長域で

吸光度が増加した(trace 10)。この吸光度の増加に伴

い、PPT-1 の吸収スペクトルは、trace 0 から trace 10

へ変化した(図 1B)。この変化は、PPT-1 から SUP-1

への澱粉の遊離によるものであると考えられる。パ

ンクレアチン処理を10分間以上続けると、SUP-1 の

全波長域で吸光度が減少し、吸収極大は短波長側に

移動した。この結果は、SUP-1 では澱粉がパンクレ

アチンによって時間とともにヨウ素と結合できない

短い澱粉に分解され、また、その分解速度は PPT-1

からの澱粉遊離速度よりも大きいことを示している。 

 

3.1.2 SUP-2 

図 1C は、可溶性澱粉が含まれている SUP-2 の吸

収スペクトルの時間変化である。パンクレアチン添

加前 (trace 0) の吸収スペクトルには吸収極大がな

く、600 nm より短波長の吸光度はベースラインを下

回っていた。この結果は、SUP-1 (図 1A, trace 0) の

ほとんどすべての澱粉/ヨウ素複合体が SUP-2 の調

製に伴う遠心で沈殿したと同時に、SUP-2 のヨウ素

濃度が低下したことを示している。パンクレアチン

添加 10 分後 (図 1C, trace 10) では、澱粉/ヨウ素複

合体の吸光度は増加した。この増加は、SUP-1 (図 1A, 

trace 0) の澱粉が可溶化したと同時に PPT-1 からの

可溶性澱粉の遊離のためと考えられる。その後の減

少は、SUP-2 の可溶性澱粉の分解である。 

 

3.1.3 PPT-2 

SUP-1からのSUP-2の調製に伴って得られたPPT-

2 の吸収スペクトルは、まず、パンクレアチンによ

る各処理時間での SUP-1 と SUP-2 間の差スペクト

ルから推定した (図 1D)。パンクレアチン添加前

(trace 0) の差スペクトルは、580 nm と 700 nm 付近

に肩が観察された。添加 10 分後 (trace 10)では、全

波長域で吸光度が減少し、その減少は 700 nm 付近

で顕著であった。添加後 10−30 分では、全波長域の

吸光度が増加し、その後、徐々に減少したが、550 nm

付近に吸収極大を持つ成分の吸光度減少は遅かった。

このことはこの成分が分解されにくいことを示して

いる。 

 

Fig. 1 Pancreatin-induced changes in absorption spectrum 

of starch-iodine complexes as a function of incubation 

time. (A) SUP-1, (B) PPT-1 suspended in 0.1 M sodium 

phosphate (pH 7.0) with 0.15 M NaCl, (C) SUP-2, (D) 

SUP-1 minus SUP-2, (E) PPT-2 suspended in the above 

buffer solution. Numbers on traces, time in min after the 

addition of pancreatin.  

 

図 1E は、SUP-1 からの遠心による SUP-2 の調製

に伴って得られた沈澱 PPT-2 の懸濁液の吸収スペク

トルの時間変化である。Trace 0 には 600 nm と 700 

nm 付近に肩が観察された。この肩は図 1D の 580 nm

と 700 nm の肩に対応すると考えられる。700 nm 付

近の吸光度は 10 分間のパンクレアチン処理で減少
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し、その後、550 nm 付近に吸収極大を持つ澱粉が増

加し、処理 40 分後から 550 nm 付近の吸光度はゆっ

くりと減少した。このゆっくりとした減少は、図 1D

の 550 nm 付近で減少した吸光度と対応していた。 

上の二つの吸収帯 (600 および 700 nm) の由来を

確かめるため、試薬アミロース 5KD（平均 DP = 28）

と 30 KD（平均 DP = 196）を緩衝液中で加熱/懸濁さ

せ、それらのアミロース/ヨウ素複合体の吸収スペク

トルを測定した。5KDアミロースは570 nm付近に、

30KDアミロースは650 nm付近に幅広い吸収極大と

600 nm および 700 nm 付近に肩を持っていた。この

結果は、PPT-2 に短いアミロース分子と長いアミロ

ース分子が存在することを示唆している。 

SUP-1 と SUP-2 との間の差スペクトルでは、米粉

粒子中のアミロペクチンから遊離した短鎖のアミロ

ペクチン/ヨウ素複合体は、510−540 nm の吸収帯

(Wang et al., 2010; Wang et al., 2019)として観察された

が（図 1D）、PPT-2 の懸濁液ではこの吸収帯は観察

されなかった（図 1E）。これは、PPT-2 の懸濁液では

ヨウ素濃度が低いためであると考えた。 短鎖の澱粉

に結合しているヨウ素は希釈に伴って、澱粉から遊

離すると報告されている（Hollo & Szejtli, 1957）。 

 

3.2 澱粉の分解に対するタカキビ抽出物の影響 

図 2 には、加熱した上新粉澱粉のパンクレアンに

よる分解が示してある。SUP-1 ではタカキビ抽出物

を加えずに加熱した場合、澱粉/ヨウ素複合体の 550 

nm での吸光度はパンクレアチン添加後 10 分で最大

に達し、その後減少したが(○)、タカキビ抽出物と

共に加熱した上新粉では、添加後 20 分で最大に達

し、その後減少した(●)(図 2A)。この遅延は、タカ

キビ抽出物による PPT-1 からの澱粉遊離の阻害のた

めと考えられる(図 2B）。添加 20 分以降の 550 nm で

の吸光度の減少は、タカキビ抽出物によって抑制さ

れ、この抑制は、タカキビ成分による SUP-1 の澱粉

分解の阻害を示している。 

図 2C には、タカキビ抽出物による SUP-2 の澱粉

分解抑制を示している。図 2D には、550 nm での

SUP-1 と SUP-2 間の吸光度差の時間変化を、図 2E

には、PPT-2 懸濁液の 550 nm での吸光度の時間変

化を示している。パンクレアチン添加後 20−50 分間

では、タカキビ抽出物による PPT-2 の増加抑制はわ

ずかであったが、この抑制はタカキビ抽出物による

PPT-1 からの PPT-2 の遊離阻害のためであると考

えられる。添加 50 分後以降では、550 nm での吸光

度の減少は、両図ともタカキビ抽出物によって遅く

なった。この遅延は、タカキビ抽出物がPPT-2 澱粉

の分解/遊離を阻害したためであると考えられる。 

 

 

Fig. 2 Effects of sorghum extract on time courses of 

pancreatin-induced changes in absorbance at 550 nm. 

 

3.3 澱粉分解の半減期のタカキビ抽出物の影響 

 表 1 は、Scheme 1 で調整した画分での澱粉分解の

半減期に対するタカキビ抽出物の影響である。SUP-

1 の半減期は、測定波長が短くなるにつれて長くな

った。このことは、まず長鎖澱粉が短鎖澱粉に分解

され、生成した短鎖澱粉が更に分解されることを示

している。タカキビ抽出物は半減期を延長したが、

その延長度には波長間での有意差は見られなかった。

パンクレアチン添加後 10 分間の PPT-1 からの澱粉

遊離の半減期もタカキビ抽出物によって増加したが、

表１の波長間で有意差は見られなかった。このこと

は、タカキビ抽出物は PPT-1 からのアミロースとア

ミロペクチンの両方の遊離を阻害できることを示唆

している。 

SUP-2 の半減期も、測定波長が短くなるにつれて

増大した。タカキビ抽出物は、全ての波長での半減
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期を延長させたが、700 nm での延長の程度は 500 nm

でのそれの約２倍であった。SUP-2 には可溶性のア

ミロースとアミロペクチンが含まれていると考えら

れるので、この結果は、短鎖アミロースやアミロペ

クチンよりも長鎖アミロースの加水分解がタカキビ

成分によってより効果的に抑制されることを示唆し

ている。この抑制機構とし、タカキビに含まれてい

るプロシアニジンによる二分子の長鎖アミロース間

での二重螺旋構造の形成が考えられる。 

 

Table 1 Effects of sorghum extract on half-lives of starch 

hydrolysis 

Fraction  Half-life (min) (n = 4) 

500 nm 550 nm 700 nm 

SUP-1a Control 
+ sor 

43.4 ± 1.5 
53.8 ± 7.6 
(124 ± 21) 

33.1 ± 1.2 
42.7 ± 4.9 
(129 ± 19) 

25.1 ± 1.6 
38.5 ± 4.6 
(154 ± 26) 

PPT-1b Control 
+ sor  

3.70 ± 0.48 
5.98 ± 1.45 
(161 ± 32) 

4.03 ± 0.26 
6.08 ± 1.88 
(154 ± 35) 

3.50 ± 0.16 
5.83 ± 1.31 
(152 ± 32) 

SUP-2a Control 
+ sor 

26.4 ± 2.3 
31.6 ± 3.9 
(117 ± 14) 

15.8 ± 1.3 
22.6 ± 2.6 
(145 ± 27) 

8.4 ± 0.9 
17.0 ± 1.5 
(203 ± 20) 

SUP-1 
minus 
SUP-2c 

Control 
+ sor 

75.4 ± 9.0 
227 ± 43 

(316 ± 83)* 

74.1 ± 9.8 
180 ± 40 

(246 ± 64)* 

55.2 ± 10.2 
89 ± 20 

(155 ± 23) 

PPT-2d Control 
+ sor 

91.5 ± 6.3 
155 ± 8 

(170 ± 14) 

66.5 ± 4.7 
101 ± 11 

(157 ± 26) 

41.4 ± 2.6 
60.1 ± 8.5 
(150 ± 8)* 

a Half-life was determined using the data of the 20−70 min, 
20−60 min, and 20−50 min incubation periods at 500, 550, 
and 700 nm, respectively. 

b Half-life was determined using the data between 0 and 10 
min of incubation. 

c Half-life was determined using the data of the 40−70 min 
incubation period in control at the three wavelengths, and 
determined using the data of the 40−90 min incubation 
period at 500 nm, and the 60−90 min incubation periods at 
550 and 700 nm in + sor (sorghum extract)  

d Half-life was determined using the data of the 40−90 
incubation period in the control, and the 60−90 min in + 
sorghum at the three wavelengths. 

Numbers in parentheses, values relative to Control. 
*, significant difference in half-life from that at 700 nm (p < 

0.05). 

 

プロシアニジン以外に、コーヒー酸、ケルセチン、

および没食子酸エピガロカテキンは、二分子のアミ

ロース間に二重螺旋構造を形成できると報告されて

いる（Chang et al, 2020; Yu et al, 2021; Ekaette＆Saldaña、

2020; Li et al., 2020：Takahama ＆ Hirota, 2021）、ま

た、二重螺旋構造のアミロースは一重螺旋構造のア

ミロースより分解されにくいことも報告されている

(Tamura ＆ Ogawa, 2012; Gidley et al, 1995）。 

SUP-1 と SUP-2 との差スペクトルから求めた半減

期と、PPT-2 懸濁液の吸光度減少の半減期との間に

は大きな違いは見られなかった。タカキビ抽出物は

これらの半減期を増大させた。差スペクトルから求

めた半減期では、その増大は 500 nm および 550 nm

の方が700 nmより大きかったが、PPT-2懸濁液では、

その増大に波長による違いは見られなかった。 

上で議論したように、もし PPT-2 懸濁液での半減

期が PPT-2 に含まれている短鎖アミロースの分解あ

るいは遊離によるものであると仮定すれば、表１の

数値は、タカキビ抽出物が短鎖アミロースの分解/遊

離を阻害できることを示している。これと異なって、

SUP-1とSUP-2との差スペクトルから求めた半減期

のタカキビ抽出物による半減期の増大度は、測定波

長が短くなるにつれて大きくなった。このことは、

PPT-2 ではタカキビ抽出物がアミロペクチンの分解

をアミロースの分解より抑制しやすいことを示して

いる。もし、アミロース/プロシアニジン複合体がア

ミロペクチンを取り囲めば、タカキビ抽出物による

アミロペクチン分解抑制が可能になる。 

 

3.4 PPT-1、PPT-2およびSUP-2に結合したプロシア

ニジンの増減 

 デンプンの分解を阻害する可能性のあるプロシア

ニジンが、PPT-1、PPT-2 および SUP-2 から調製した

沈殿物 (ppt of SUP-2) に結合しているかどうかを、

プロシアニジンからのシアニジン生成を用いて調べ

た (Amarowicz & Pegg, 2006)。シアニジンは、パンク

レアチンを添加する前に得られた沈殿物で生成した

（表 2）。PPT-1 でのシアニジン生成はパンクレアチ

ン処理によって減少し、PPT-2 および ppt of SUP-2 で

は増加した。この結果は、パンクレアチンによって

PPT-1 からプロシアニジンと結合した PPT-2、および

SUP-2 に存在するプロシアニジンと結合した可溶性

澱粉が遊離されたこと、また、これらの遊離した

PPT-2 および SUP-2 に結合しているプロシアニジン

は、これらの画分での澱粉の分解の阻害に関与して
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いることを示している。 

 

Table 2 Cyanidin formed by treating the precipitates by  

the 1-butanol/HCl/Fe(III) system. 

 Cyanidin formed (A545 arbitrary unit) 
 (n = 4) 

Incubation 
time 

PPT-1 PPT-2 ppt of SUP-2 b 

0 min 
 

30 min 
 

60 min 

39.8 ± 3.9 
(100) 

35.0 ± 5.0 
(85 ± 7) 

33.8 ± 2.3 
(85 ± 6) 

31.8 ± 3.8 
(100) 

58.3 ± 13.5 
(186 ± 53) 

68.0 ± 10.6 
(214 ± 28) 

20.8 ± 5.1 
(100) 

27.8 ± 6.8 
(134 ± 19) 

29.3 ± 8.6 
(141 ± 29) 

a Details are found in Section 2.4.  
b Precipitate prepared from SUP-2. 

 

4．まとめ 

 加熱上新粉にパンクレアチンを加えた後、上新粉

の一部を採取して澱粉/ヨウ素複合体を作らせた。こ

の複合体を画分し、それぞれの画分での澱粉/ヨウ素

複合体の濃度を測定した (Scheme 1)。タカキビ抽出

物を加えずに加熱した上新粉では、パンクレアチン

は、先ず、PPT-1 (大きい米粉粒子画分) から SUP-2 

(可溶性澱粉画分)と PPT-2 (懸濁性澱粉粒子画分)を

遊離させた。遊離した SUP-2 の澱粉は、時間と共に

分解された。遊離した PPT-2 の澱粉濃度は、時間と

共に、減少→増加→減少した。 

タカキビ水抽出物は、PPT-1 からの SUP-2 および

PPT-2 の遊離を僅かに抑制した。また、この抽出物

は、遊離した SUP-2 の分解も抑制し、その抑制は 500 

nm < 550 nm < 700 nm の順に大きくなった。この結

果から、タカキビ成分であるプロシアニジンは短鎖

のアミロースやアミロペクチンよりも、長鎖のアミ

ロースの分解を効率よく抑制すると推定した。 

一方、タカキビ抽出物は、PPT-2 の分解も抑制し

た。この抑制は、分解されにくいアミロース/プロシ

アニジン複合体がアミロペクチンに結合して、その

分解を抑えるためであると議論した。この議論は、

アミロペクチンからなるもち粉の分解にタカキビ抽

出物は影響を与えなかったという結果と、タカキビ

水抽出液と上新粉との加熱に伴って、プロシアニジ

ンが上新粉澱粉と結合できるという結果 (表 2) に

よって支持された。 

このように、タカキビ抽出物中のプロシアニジン

は上新粉澱粉の分解を抑制し、その抑制にはアミロ

ースが重要な役割を持つことがわかった。 
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プレゴールデンエイジ期におけるキンダートーネン運動学習効果の科学的検証（3年目） 

 
1中国学園大学、 2摂南大学、 3川崎医療福祉大学 

佐々木 公之１、大田 住吉２、 桃原 司３、後藤 大輔３、梶西 将司 1 

（概要） 

子どもにとって、6〜12 歳の時期（ゴールデンエイジ期）は神経系の発達がほぼ完成に近づく時期であるが、

実はこの年齢に到達する「前の年齢期」（プレゴールデンエイジ期、1 歳半〜5 歳）に、いかに子供の自主性、

積極性、協調性を育成・支援できるかが、その後の運動能力を左右する大きな分岐点となる。 

本研究は、プレゴールデンエイジ期にフォーカスし、「キンダートーネン（ドイツ式子ども体操）運動学習」

による効果について、科学的な測定・検証を目的とする。具体的には、キンダートーネン運動教室を企画・運

営する民間企業と連携・協力し、2 つの運動教室（岡山市・広島市）の通学児（3～6 歳）に対し、基礎運動能

力テスト（25ｍ走、立ち幅跳び、ボール投げ）および運動スキル測定（逆上がり、足抜き）を実施した。  

その結果、キンダートーネン運動学習教室に通っている子どもは、①外遊びの時間が増えるなど生活習慣が

改善された、②一定期間以上通う子どもに全国平均値を上回る有意差が見られた、③4～5 歳児において運動

スキルと運動能力の間に有意な相関関係が確認されたなど、科学的かつ有効な検証結果が得られた。 

                                                       

Ⅰ．本研究の背景 

本研究の目的は、子どものプレゴールデンエイジ

期にフォーカスし、キンダートーネン（ドイツ式子

供体操）運動学習による効果について科学的に測

定・検証することである。キンダートーネン

（Kinder Turnen、以下、KT）とは、ドイツ体操

をもとに生まれた 200 年以上の歴史を持つ子供向

けの運動学習であり、Kinder はドイツ語で「子供」、

Turnen は「体操」を意味する。 

本研究では、中国・近畿地区に 4 つのKT 運動学

習教室（岡山市、広島市、宝塚市、伊丹市）を展開

する㈱エヌ・シー・ピー（岡山市北区、以下、「N 社」）

の協力を得て、2019 年度よりその学習効果の検証を

試みた。N 社は、1994 年より 27 年間にわたり、「ド

イツ体操」をもとに、総勢約 10,000 人の子供たちを

指導した実績がある（写真１参照）。 

なお、N 社の KT 運動学習教室に通学する幼児・

児童の多くは、同年代の子どもに比べ運動能力が見

劣りする場合が多く、保護者が将来の学校体育授業

や運動会での成績等を懸念し、「子供に恥をかかせた

くない」という想いで通学させるケースが多い。 

 

Ⅱ．これまでの研究成果 

Ⅱ-１ 1年目(2019 年度)の研究成果 

 1 年目の主な研究成果としては、KT 運動学習効 

果の地域性分析として、以下の 2 点を実施した。 

①N 社の 4 教室の現状把握(ヒアリング調査等) 

②主要 2 教室(岡山、広島)における保護者アンケ

ート分析 

とくに、②の保護者アンケート（無記名）におい

ては、計259件（岡山教室ｎ=164，広島教室ｎ=95）

の有効回答を得た。主な質問内容としては、KT 教

室通学前(Before)と現在(After)を比較し、「運動が

得意 or 苦手になったか」との質問に対し、通学前

に比べ「運動が得意になった」との回答が、岡山教

室で 1.10 倍、広島教室で 1.49 倍となり、KT 運動

教室による運動学習効果の向上が数値データとし

て示された。 

また、KT 教室通学により「子供の基礎的な運動

能力（走る、跳ぶ、ボールを投げる、ボールをつく、
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転がる）が向上したか」との質問に対しては、両教

室を合わせて、約 78％が「運動能力が向上した」

と回答するなど、運動能力の発達に効果があるこ

とが示された（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、特筆すべきは「子供の『協調性』が向上

したか」、「子供の『コミュニケーション力』が高く

なったか」等の質問に対しても、両教室ともに過半

数以上が「向上した」と回答するなど、個人の運動

能力に加え、集団組織生活面での効果が明らかにな

った[1]。 

 

Ⅱ-２ ２年目(2020 年度)の研究成果 

2 年目は、「ナレッジ・マネジメントによる指導

ノウハウの形式知化」を主な研究テーマとして取り

組んだ。 

 N 社の指導スタッフは、体育大学卒業者や体操

競技の経験者など、計 8 名の指導者がそれぞれ得

意の運動分野を持ち、指導にあたっている。しかし

ながら、各教室内で指導者同士のミーティングや勉

強会は定期的に開催されているものの、指導者自ら

の経験値と体感からの指導が多く、指導者それぞれ

が保有するノウハウ(Know-how)などを文章・図

表・映像等のマニュアルに十分に置換できていない

のが現状であった。 

本研究では、KT 運動教室にナレッジ・マネジメ

ント手法である SECI モデルを用い、指導者が持つ

無形の知識（Knowledge）やノウハウといった「暗

黙知」を、文章・画像・動画等の「形式知」へ置換

作業を行う「ナレッジ経営」をN 社に導入するため

の手法について検討を行った。 

SECI モデルとは、ナレッジ・マネジメントの 4

つのフェーズ「共同化（Socialization）」「表出化

（Externalization）」「連結化（Combination）」

「内面化（Internalization）」から構成され、個人、

集団、組織がそれらをスパイラルさせて戦略的に知

識を創造し、マネジメントすることを目的とする（図

２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上述の課題に対して、N 社の主要 2 教室（岡山、

広島）において、年齢別の 5 つのクラスの指導風景

を動画撮影し、その動画を研究メンバーで協議した

上でマニュアル化し、SECI モデル（共同化、表出

化、連結化、内面化）」に当てはめ、文字化や動画

として保存するなど形式知化を図った（写真２参照）。 

その後、N 社は 2 年目の研究を通じて浮き彫りと

なった課題・改善点を克服するため、以下の 2 つの

取り組みを行い、SECI モデルを意識したナレッジ

経営に取り組んでいる。 

①広島教室の店長が月 1 回、本社のある岡山教室に

て子どもへの体操指導を行い、スキルと情報共有

を図っている。そして、オンラインツールや SNS

を活用し、2 教室の指導者が定期的に情報交換を

行う仕組みを構築している。 

共同化
Socialization

表出化
Externalization

内面化
Internalization

連結化
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集団

集団 集団組織

場

環境

組織

集団

個場

図２ SECI モデル 

写真２ 専門家とN 社幹部との検証作業 

図１ 運動が得意か、苦手か 
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②KT 学習指導のマニュアル（形式知）と指導者が

持つ経験と Know-how（暗黙知）をテキスト化し、

形式知を進めている。 

 

Ⅲ ３年目（2021 年度）の研究成果 

Ⅲ-１ 主な研究テーマ 

 3 年目 (2021 年度)は、これまでの研究成果を踏

まえ、以下の 3 点を主な研究テーマとして取り組

んだ 

(1) KT 教室に通う子どもの運動能力は、全国平均

と比較して優位なのか。つまり、アンケート結果

から得られた定性的側面に加え、体力向上効果が

定量的データとして得られるのか。 

(2) 一定期間以上 KT 教室に通っている子どもは、

その通学期間に見合う体力向上効果が定量的デ

ータとして得られるのか。 

(3) KT 運動教室に通学することによって、将来、

子どもが様々なスポーツに適応できるための自

己運動コントロール機能が修得できているのか。 

 

Ⅲ-２ 具体的な検証項目 

(1) KT 運動学習教室通学児の生活習慣に関するア 

ンケート調査の実施 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N 社が運営する 2 教室（岡山教室・広島教室）の

通学児向け（n=85）に、KT 運動教室以外で運動（外

遊び等）をする 1 日の平均時間、日頃の「運動（外

遊び等）」の方法、食生活や既往症についてアンケー

トを実施した（図３参照）。 

(2) KT 運動学習教室通学児への基礎運動能力テス

トの実施 

 プレゴールデンエイジ期の KT 運動学習教室通学

児の基礎運動能力を測るため、N 社の主要 2 教室に

おいて、基礎運動能力テストを行った（表１参照）。 

 

 

 

 

 

基礎礎運動能力テストでは、以下の 2 項目を測定

した。 

①形態測定として、身長・体重を測定した。 

②体力測定として、25ｍ走、立ち幅跳び、ボール投

げの 3 種目を測定し、全国平均(2008 年度文部科

学省公表値)との比較を行った（写真３・４参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 運動スキル測定として、逆上がり、足抜きの 2

種目の測定 

  

  

子どもが逆さの姿勢で鉄棒にぶらさがり、自分の

身体を保持・引き上げるなど、基礎的な自己運動コ

ントロール機能について調べるため、逆上がりと足

抜きの技能を A（3 点）、B（2 点）、C（１点）で評

価し、運動能力（走・跳・投）との相関関係につい

て分析した（表２、写真５・６参照）。 

 

写真３・４ 運動能力テスト 

表１ 運動能力テスト（岡山教室・広島教室） 

図３ 子どもの生活習慣に関するアンケート調査 

①　逆上がり

項目 チェックポイント 評価

跳ぶ・蹴る
片足の振り上げとともに、反対の足で
地面をしっかり蹴ることができている

Ａ・Ｂ・Ｃ

支える・逆さになる
体を鉄棒に近づけたまま、逆さの
姿勢になることができている

Ａ・Ｂ・Ｃ

回る・起きる
体を回転させながら、軽快に起き
上がることができている

Ａ・Ｂ・Ｃ

②　足抜き

項目 チェックポイント 評価

跳ぶ・蹴る
片足の振り上げとともに、反対の足で
地面をしっかり蹴ることができている

Ａ・Ｂ・Ｃ

支える・逆さになる
両腕でぶら下がったまま、逆さの
姿勢になることができている

Ａ・Ｂ・Ｃ

回る
両腕の間から体を回転させて、
脚を中に通すことができている

Ａ・Ｂ・Ｃ

表２ 運動スキル測定（岡山教室・広島教室） 
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なお、分析にあたっては、上述の運動能力テスト

データが各年齢層とも必ずしも正規分布となってい

ないため、スピアマンの順位相関係数を用いた。 

 

Ⅳ 検証結果 

Ⅳ-１ 生活習慣に関するアンケート結果 

「遊びの時間がかなり増えた」(17％)、「少し増え

た」(52％)と、合計で約 70％の保護者が KT 運動教

室に通うことで、「子どもの遊び時間が増えた」と回

答している（図４参照）。 

 

年齢別では、3 歳児(岡山 72％、広島 80％)、4 歳

児(岡山 75％、広島 78％)、5 歳児(岡山 69％、広島

64％)など、KT 運動教室に通うことで、プレゴール

デンエイジ期の子どもの生活習慣が改善しているこ

とが明らかになった。 

 

Ⅳ-２ 運動能力テストの検証結果 

 今回実施した測定で得られたデータのうち、25m

走、立ち幅跳び、ボール投げの各年齢階級で比較を

行った結果、全 18 項目のうち 11 項目で全国平均を

上回る結果となった。とくに、25m 走・立ち幅跳び

は顕著に差が見られる結果となった（表３参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料)全国平均値は、森ら(2011)[2]を参照。 

 ただし、t 検定を行った結果、どの年齢・性別にお

いても有意差は認められなかった。 

 一方、一定期間(母数データの平均期間)以上 KT

教室に通っている子どもに限定し、再度 t 検定によ

る分析（全国平均値との比較）を行ったところ、 

①25m 走において、4 歳女子と 6 歳男子 

②立ち幅跳びにおいて、4 歳女子 

③ホール投げにおいて、5 歳女子 

の各々の層において、有意差が見られた（図５参照）。 

この分析結果は、対象母数の減少などから、厳密

な統計的有意差とまでは断定できないものの、KT

運動教室に一定期間以上通うことで、運動能力に効

果がある可能性があることが示唆される結果となっ

た。 

 

 

 

表３ 測定データの平均と全国平均の比較 

図４ KT 教室通学後、運動（遊び）の時間が増えたか 

17%

52%

31% 0%0%
かなり増えた

少し増えた

ほとんど変わらない

少し減った

かなり減った

写真５・６ 運動スキル測定 

図５ 観測データの平均と全国平均の比較(25m 走) 
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Ⅳ-３ 運動スキル測定の結果 

 逆上がりと足抜きの運動技能と走・跳・投の測定

記録との相関関係については、以下のとおりの結果

が示された。 

(1) 4 歳児の検証結果 

①逆上がりと 25m 走との間に有意な相関関係が確

認された。 

②立ち幅跳びとの間に有意な傾向（p=0.089）がみら

れた。 

③足抜きと 25m 走・立ち幅跳び・ボール投げとの間

に有意な相関関係が認められた。 

④逆上がり＋足抜きと 25m 走・立ち幅跳び・ボール

投げとの間に有意な相関関係が確認された。 

(2) 5 歳児の検証結果 

①逆上がりと立ち幅跳びとの間に有意な傾向

（p=0.097）が確認された。 

②ボール投げとの間に有意差が認められた。 

③逆上がり＋足抜きと 25m 走（p=0.070）と立ち幅

跳び（p=0.072）の間に有意な傾向が確認され、ボ

ール投げとの間には有意差が確認された。 

 今回のスキル測定項目である足抜きの動作は、鉄

棒にぶら下がった状態で行われるため、身体（体重）

を保持する力が必要である。これに加えて、逆上が

りでは身体（体重）を引き上げる力が必要となる。

さらには、足抜きや逆上がりでは地面を強く蹴る動

作や股関節をすばやく屈曲（腿を振り上げる動作）

する動きが必要である（写真７参照）。 

 

 

つまり、KT 運動教室に一定期間通うことで、身

体の発育発達に合わせ、動きに力強さとコントロー

ル機能が加わることにより、子どもの体力および運

動スキルが向上することが示唆された。 

 なお、ボール投げでは、巧緻性と筋パワーの体力

要素が評価される。つまり、投動作の発達に力強さ

が加わると、ボール投げの記録は向上する。 

一方で、ボール投げは投動作に対する学習の機会

の多少が影響する。したがって、今回得られた結果

の解釈については、さらなる検討が必要である。 

 今回実施した運動スキル測定は、子ども自身がい

かに自分の身体や姿勢バランスのコントロール機能

を有しているかを測定するものである。これは、将

来的にどのようなスポーツ競技に携わるにしても、

基本的な運動能力として不可欠なものと言える。 

 

Ⅴ．総括 

 現代社会は、科学技術の飛躍的進展による生活習

慣の変化等により、一般的な日常生活において必ず

しも高い身体能力や多くの運動量を必要としなくな

っている。なかでも、幼児期（1 歳半～5 歳）の運動

は、将来の運動能力を大きく左右すると言われるに

もかかわらず、保護者自身の認識不足から幼児の身

体活動が軽視される傾向がある。 

こうした状況を踏まえ、文部科学省は「社会環境

や生活様式の変化により、子どもの遊ぶ場所、遊ぶ

仲間、遊ぶ時間が減少し、また交通事故や児童犯罪

への懸念などが、子どもの身体を動かして遊ぶ機会

の減少を招いている」[3]と指摘する。 

本研究は、昨年度（2020 年度）と同様、新型コロ

ナウィルス感染拡大により諸々の活動が大幅に制限

される状況下で行われた。 

研究 3 年目として、N 社の 2 つの KT 教室（岡

山・広島）の通学児に対し、アンケート調査と基礎

運動能力テスト、運動スキル測定を実施し、一定の

検証結果を示すことができた。つまり、以下の４つ

のことが明らかになった。 

(1) KT 運動学習教室に通っている子どもは、遊び

の時間が増えている。特に、3，4 歳の子どもたち

は KT 運動学習教室に通うことで、運動（外遊び）

の時間が増えるなど、子どもの生活習慣が改善し

ていることが分かった。 

(2) 運動能力テストにおいては、年齢・性別・種目

別の全 18 区分のうち、11 項目で全国平均を上回

写真７ 運動スキル測定 
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った。さらに、一定期間以上 KT 教室に通ってい

る子どもについては、とくに女子の測定値が全国

平均と比較して統計的な有意差を示すなど、運動

能力に効果がある可能性があることが示唆される

結果となった。 

(3) 運動スキル（逆上がり・足抜き）と走・跳・投

能力の相関関係については、多くの年齢・項目に

おいて統計的な有意差が確認された。身体の発育

発達に併せて、動きに力強さが加わるともに、自

身の身体のコントロール機能が付加されることに

より、子どもの体力および運動スキルが向上する

ことが示唆された。 

 

Ⅴ．今後の研究に向けて 

 本年度は、当初 3 年間の研究計画の中で、最終年

度である研究活動であった。 

無事 3 年間の研究を終えることができたが、コロ

ナ禍が影響し、当初計画の一部についてはほとんど

手つかずの状況のものもあった。 

また、小学校に入学する 6 歳の体力測定は毎年全

国で行われ、そのデータは毎年更新されるが、本研

究の対象である 3～5 歳のプレゴールデンエイジ期

の岡山県、広島県を含めた全国的な体力測定値は、

2008 年以降最新のデータがなく、今回得られたデー

タを比較・検証するにはやや新鮮味に欠ける側面が

あるとも言える。 

以上を踏まえ、今後の研究課題テーマとしては、

以下の点が考えられる。 

(1) 昨年度実施した運動能力テストの撮影動画を分

析し、生体力学(バイオメカニクス)の視点から、

プレゴールデンエイジ期の子どもの運動学習効果

について、さらに科学的に定量解析・検証を行う。 

(2)発達障害児に対する効果的な運動支援のあり方

について、事例にもとづく定性的分析を行う。 

(3)体力測定データの構築・活用等による「子ども運

動カルテ（仮称）」の整備など、KT 運動学習にお

ける DX 化推進に向けた調査研究に取り組む。 

(4) 昨年度実施した運動能力テストや運動スキル測

定を一過性のイベントに終わらせず、開催の定例

化を図るなど、地域社会および自治体等に対し、 

KT 運動学習効果の普及・啓発活動を展開する。 

 コロナ禍の収束は依然として不透明であるが、だ

からといって次世代を担う子どもたちの体力向上が

軽視される訳では決してない。今後とも、保護者ら

の理解・協力を得ながら、さらなる発展的な研究を

目指したい。 

 

謝辞 

本研究を遂行するにあたり、研究課題として採択

頂いた(財)ウエスコ振興財団の山地弘理事長をはじ

め、選考委員の先生方および関係各位に心より深謝

いたします。 

また、アンケート調査および基礎運動能力テスト

にご協力頂いた KT 運動教室(岡山、広島)の通学児

と保護者の皆様、またN 社の 2 教室の指導員スタッ

フの皆様にも厚く御礼申し上げます。 

 

参考文献 

[1] 佐々木公之、大田住吉、桃原司「プレゴールデン

エイジ期におけるキンダートーネン(子供体操)運

動学習効果の価格的検証およびSECI モデルによ

るナレッジ・マネジメント導入に関する研究」(1

年目)、ウエスコ学術振興財団令和元年度研究成果

報告書、pp.259-268. 

[2] 森司朗 他「幼児の運動能力における時代推移と

発達促進のための実践的介入、平成 20～22 年度

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究Ｂ）研究

成果報告書」2011 年、pp8－9． 

[3] 文部科学省「幼児期運動指針」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousi- 

sin/1319771.htm , 2021/04/15 閲覧。 

- 287 -



QGISを用いた小田川上流地域の空間データ分析 

 

中国短期大学 情報ビジネス学科 

藤本 宏美 

 

 今日ではいつどのような災害が起こるか予測できない．平成30年7月豪雨では，西日本を中心に全国的に広

い範囲で記録された台風 7 号および梅雨前線等の影響による集中豪雨となり，地震による災害以外では，近年

では未曽有の災害となった．倉敷市真備町では河川の増水によるバックウォータ現象が発生し，井原市でも支

流の河川の堤防の決壊が確認されたほか，川沿いの道路の陥没や川水の勢いによる道路側面の浸食や堆積も確

認された．井原市では 125 年前に起きた「井原の大水」など水害が度々起きている．定住者は祖先からの口承

や町の昔話等で知識がある場合もあるが，近年の家族形態の変化や地域社会等との関係の変化によって説話を

伝えられること自体も減少している状態である．そこで本研究では，説話の調査により昔話の語り手の高齢化

による伝承の消滅を防ぎ補完することと，空間データを用いることにより洪水等の災害における重要ポイント

の洗い出しを目的としたQGISを用いた空間データを作成及び分析を行う．初年度である今年度は，井原地域（旧

井原・後月地域）を中心とした地域に伝わる口承や昔話などの説話の調査を行った． 

 

1.はじめに 

 世界において，今日ではいつどのような災害が起

こるか予測できない．平成30年7月豪雨では，西日

本を中心に北海道や中部地方など全国的に広い範囲

で記録された台風7号および梅雨前線等の影響によ

る集中豪雨となり，地震による災害以外では，近年

では未曽有の災害となった．西日本豪雨で岡山県の

犠牲者 61 人のうち，51 人の犠牲者を出した倉敷市

真備町では河川の増水によるバックウォータ現象が

発生した．この真備町を流れる小田川では，真備町

以外にも矢掛町でも堤防の決壊が確認され，井原市

でも支流の河川の堤防の決壊が確認されたほか，川

沿いの道路の陥没や川水の勢いによる道路側面の浸

食や堆積も確認された．小田川では，60 年に一度，

もしくは100年に一度起こるか起こらないかと言わ

れていた洪水であり，定住者は祖先からの口承や町

の昔話等で，知識がある場合もあるが，近年の家族

形態の変化や地域社会等との関係の変化によって説

話を伝えられること自体も減少している状態である．

二瓶の「平成30年7月豪雨 小田川における洪水氾

濫状況」(1)のように真備地域は取り上げられること

も多いが，上流地域についての研究は少ない．また，

真備地域の河川の流れが変わっていることは，取り

上げられているが江戸時代の井原・後月の地図と現

在では，少しながらではあるが川の流れが変わって

いることもわかる．そこで，本研究では，井原地域

（旧井原・後月地域）を中心とした地域に伝わる口

承や昔話などの説話の調査を行う． 

次に説話を基とし，QGISを用いた空間データを作成

する．最後に空間データを用いて洪水等の災害にお

ける重要ポイントの洗い出しを行いシミュレーショ

ンすることを最終目的としている． 

本研究により， 

a 説話の調査により昔話の語り手の高齢化による伝

承の消滅を防ぎ，補完すること． 

b 空間データを用いることにより洪水等の災害にお

ける重要ポイントの洗い出しをすること． 

その２点の成果が得られる．また，洗い出しを行う

ことにより，災害時におけるフォールトツリーやベ

イジアンネットワークの事象発生確率の計算に役立

つのではないかと考えられる． 

初年度の研究では，QGISを用いた空間データを作成

をするための基となる旧井原・後月地域に伝わる口

承や昔話などの説話の調査を図書館の資料・社会調

査の手法を用いて，聞き取り調査を行い，その後実

際に現地に行き調査・検証を行った． 

- 288 -



2.井原地区（旧井原・後月）の地形と小田川 

 まずはじめに本研究の調査地区である井原市と小

田川について説明する． 

 井原市は岡山県の西南部に位置し，西は広島県に

接する．中心市街は高梁川支流の小田川の流域の平

野部に広がり，地形的には井原市街地を除いては，

ほとんどが山々に囲まれた農山村である． 

 小田川は図１に示すように広島県神石郡神石高原

町周辺から南東方向に流れる．石灰岩の地質の吉備

高原を侵食しながら渓谷を形成し，山野峡を抜けて

井原市に入り，天神峡を抜けて井原市街で東流に転

じた後，倉敷市真備町と総社市との境界付近で高梁

川へ注ぐ2． 

 

図 1 小田川 

3．旧井原・後月地域に伝わる口承や昔話などの説話 

3.1 説話の収集 

 井原語りの会「話輪和会」の井上晴正氏にご協力

をいただき旧井原・後月地域に伝わる口承や昔話の

資料収集を行なった．資料は井上氏らが編纂したも

ののほか，井原市内の図書館（井原・芳井・美星）

と神辺図書館の蔵書を収集した．しかしながら，新

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置（緊急

事態宣言及びまん防発令）のため図書館や資料館の

閉館の影響もあり予定していた資料の約 60％程度

しか集めることができなかった． 

 

3.2 フィールドワーク 

 枝益六が著作した「後月の地理」1で紹介されてい

る土地と，水に関連した地名・伝承が残っている場

 
1 『川相誌 全』(3)に掲載されている枝益六が明治

22 年頃，高等精研小学校の生徒たちに後月郡内の

地理や歴史を習得させるために作成したもの．明治

時代後月郡と呼ばれている小学校区を高屋から順次

所のフィールド調査を行なった．*調査では，鬼橋と

重玄寺跡も行く予定ではあったが，土砂災害の影響

で中止した． 

 2で述べた小田川は河川延長 : 72.9 km （広島県 

32.7 km ，岡山県 40.2 km ）(2)となっているが，

この地理で述べられている長さ十里三十町（43km）

は岡山県内の河川延長ではなく，山野川・芳井川・

七日市川つまり福山市山野町から井原市と小田郡矢

掛町小田あたりまでではないかと考えられる．また

幅は数十間（約100m）と記述があり当時の川幅も分

かる． 

図 2 井原市地図 

図 2に示す番号順に紹介する． 

①鯉の川 

大旱魃で雨が欲しい時も昔から水が枯れたことがな

い．後月の地理では「昼夜源泉混々と湧き出る泉」

(3)と表現されている． 

②井森神社 

上流にあるどこかの神社の御神体が流れ着いた場所

とも言われている． 

③水車小屋跡（森谷） 

吉備高原の断層と水脈を利用した水車小屋があった

地域の１つ．現在ではダムができた影響もあり，水

車を回せるだけの水力を確保できない．水車では製

紹介し，井原の校区で終えている．また各学区の産

業や地理（地質）・歴史に加え，当時栽培されてい

た植物にも精通している地誌である． 
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粉を行っていた． 

④談義所 

この場所には真言宗寺院の長法寺があり仏教学，宗

乗学を研修する僧堂（談義所）があった．しかしな

がら洪水で流れることが度重なり，現在は長法寺は

笠岡に移動している．この場所には地名としてのみ

残っている． 

⑤縣主神社 

鴨別命がこの土地を苦しめるミズチを退治したとの

伝承がある．そのミズチを祀っている神社．⑦で記

述する稲木川の川の流れをミズチに例えているので

はないかとも言われている．別説では大サンショウ

ウオだったのではないかという見解もある． 

⑥鳴尾の淵跡（図３） 

⑤に祀ってある鴨別命とミズチが戦った場所という

言い伝えがあり，年に一度鴨別命の神輿とミズチが

この場所で対話すると言われている．現在は池が埋

められて田んぼとなって４m 四角ぐらいしか残って

いない． 

⑦天保川と稲木川 

小田川と稲木川の合流地点．稲木川から小田川に合

流させるために，下流の掘削を行い，天保川を新た

に整備し，今まで沼地であった土地が水田となった．

稲木川が蛇行し，氾濫も起こしやすい形状だったた

め計画的にまっすぐする改修工事を馬越恭平が始め

た．（改修工事終了は昭和28年） 

工事以前，付近は木之子沼と呼ばれる湿地帯だった．

⑧出雲大社木之子教会 

神社合祀前は，厳島神社（現 縣主神社内）があった

とも言われている 

⑨船岩 

岩礁．穴の海辺だった名残．周囲が沼地だった頃は

冬になると多数の鶴が飛来した 

⑩猿尾 

川の水勢を抑えるために岸から川の中央部に向かっ

て突き出した土手．この猿尾が，小田川の流れを西

から東に変えた跡の一つであるかもしれない 

⑪足次神社（遺跡）（図４） 

芳井町大字川相大社に 1012 年頃まで約 150 年鎮座

していた．「社谷」「天屋」「若宮」の近くに「神子の

峠」という地名もある．2 回の奉遷があり，応永の

頃に現在の場所（井原町倉掛）に移されたと言われ

ている．小田川の源流の一つでもある．水の流れ道

が豪雨のたびに少しずつ変わっているそうだ． 

⑫足次山神社（郷社） 

井原市の郷社．元は芳井町川相→足次山→現在の場

所へと奉遷された．この境内にある池の水はもとも

と湧き出るため増水する可能性もあったため，池は

深く掘られていたと伝えられている． 

⑬鯨 

鯨が迷い込んだという口承のある地域．現在では砂

防指定地となっている．砂防ダムと貯砂池がある． 

⑭大曲（でんぐら堂） 

旧山陽道で，単調な旅に変化をつけるために一里塚

と共に大曲を作った．新しいまちづくりによる土地

区画整理事業で姿を消した． 

でんぐら堂は水野勝成が浪人時代に干飯を干してい

たら，大雨が降り，飛ばされたり，流されたりして

砂か干飯か見分けることができなかった．という話

が残っている．また，小田川は西にも流れていたが

水野勝成により東のみに流れるように流れを変えた

という伝承が残っているのもこの辺りの地域である． 

 「後月の地理」で当時栽培されていた植物・産物

で現在は衰退しているものを図２に書き加える． 

a.うどんと製紙業 

図 4 川相地区山中（足次神社跡地） 

図 3 鳴尾の淵 
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b.畳表などの敷物 

c.蕈 

d.蔦と五倍子 

e.千畝竹 

f.五倍子 

g.藍 

h.桃（不言渓） 

 

3.3 考察 

 特産物・産業に繋がるいわゆる換金作物は図2を

見ても分かるように小田川流域周辺に広がっている．

うどんと製紙業は，宿場町周辺で栄えているが，両

方とも冷たい谷川の水や井戸水が必要である．また

上記で記した猿尾・足次山神社・鯉の口・大曲がり

や鯨の話など小田川西域説の可能性も示唆される． 

良質の藍を育ていたと言われている与井・梁瀬・梶

江では，現在もマムシが出ると言われている．マム

シは藪に住んでいて水場周辺に多く出現し，山間部

の水田や小さな川周辺で見かけることも多い．また

藍の匂いを避けるとも言われているので，マムシ除

けの意味でも植えられていたのではないかと考えら

れる． 

 千畝竹と呼ばれる良質の竹が生息している重玄寺

跡地へと向かう山道は土砂災害以来，通行止めにな

っている．また，足次山神社（跡地）がある川相地

区だけではなく他の地区でも，平成 30 年 7 月豪雨

により土砂や立木が倒れておりそのままになったり，

令和3年8月の豪雨でさらに土砂や立木が倒れるな

どの被害もある．さらに，山中ではこの場所に限ら

ず，猪が地面を掘り込んだ穴による天然の落とし穴

が発生していてかなり危険な環境もあるが，過疎化

が進んだ地域では，穴埋め作業が出来るだけの労力

や資金がないのでそのまま放ったらかしにしている

ことも現実である． 

 8/12 の宇戸川と小田川の合流地点付近の写真で

ある．宇戸川より流れ出た水は茶色の水で，小田川

からの水はまだそこまで濁っていない状態で境界線

ができている．これは，濁った川の上流に濁る原因

があると考えられる．この原因については，分から

ないが「宇戸川流域は赤土質で主に泥質礫岩や粘板

岩が分布していて，宇戸川沿いに傾斜の大きい斜面

が続いている．」(4) 

そのため，急傾斜地崩壊危険個所，警戒区域，特別

警戒区域や土石流警戒区域，特別警戒区域に設定さ

れている場所もある．また片塚地域は，塩基岩質凝

灰岩であり赤土質という地質 (4)から，古くから好適

土壌条件であるゴボウが特産であると考えられる． 

その二つの地域の地層から原因の洗い出しができる

のではないかと考え，今後地層と災害の因果関係に

ついて研究を進めていきたい． 

 

４．まとめと今後の展望 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置

（緊急事態宣言及びまん防発令）のため図書館や資

料館の閉館の影響もあり予定していた資料の 60％

程度しか集めることができなかった． 

また聞き取り調査についても，スノボール・サンプ

リング中に上記と同じく感染拡大防止措置が発令さ

れ，安易にインタビューができない環境もあり現在

中断している．また，令和3年8月豪雨（8/12〜）

の土砂災害のため現在も通行止めで調査ができなか

った場所など多数あり環境面での調査の進行が遅れ

てしまった． 

しかしながら今回の調査や集まった分だけの資料を

読み解いた結果，途中段階ではあるが説話が残って

いる地域と浸水したまたは災害が発生（もしくは災

害以降危険区域に指定された）場所が一致している

箇所も多いことが明らかとなった．今後も調査を継

続して説話をデータベース化し，その後本格的な分

析・QGISにより，公開地図データと資料や口承によ

り整理された井原・後月地域の小田川周辺の地図の

作図を進める．また収集した口承・伝承はテキスト

マイニングを行い傾向を分析し，災害の継承となる

口承は重点的に地名を表す．また，今年度の調査で

図 5 8 月 12 日 小田川と宇戸川合流付近 
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感じたことはこれらの残っている伝承は年代がバラ

バラになっているのでそれについても時代ごとに透

過出来る様に工夫することも課題の一つだと考える． 

この地図の作成により，昔話の語り手の高齢化によ

る伝承の消滅が危惧されている中，これから先，伝

承する上でも重要な役割を果たすという循環を生み

出したい． 
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（「速く⾛る」⾛る⽅指導法の開発） 
 

（環太平洋⼤学） 

（梶⾕亮輔） 
 

（概要）本研究の⽬的は，球技系選⼿の⾛り⽅や体⼒的特性を評価し，縦断的に短距離選⼿のトレーニングを実践
することで，多競技に応⽤可能な⾛り⽅の指導⽅法を開発することであった．そこで，⼤学ラグビー選⼿ 7 名を対象
に，スプリントおよびジャンプの測定を実施し，約 1 ヶ⽉トレーニングを実施した後に，再度測定を⾏なった．結果
として，30m タイムの向上，接地様式の改善，RJ 能⼒の向上が認められた．指導内容は 1 回⽬の測定から修正点や改
善点を導き出し，そこから必要だと考えられる内容を考案した．このとき，技術的な要因として姿勢の改善と腿上げ
を意識，接地をつま先にしてトレーニングする意識などを持たせた．そして，体⼒的な要因として RJ のように接地
時間を短くしてジャンプするトレーニングを頻繁に取り⼊れた．このように，技術と体⼒双⽅を同時に⾼めることを
⽬的としてトレーニングを⾏うことでパフォーマンスの向上が認められた可能性が⽰唆された. 

 
 
背景                    
 ⾛ることは，児童からアスリートまで数多くの⼈々
が経験している運動である．そして，速く⾛ることは，
⼈間が競争の中で追求している重要課題である．これ
を達成するために，陸上競技の世界では，⼀流短距離
選⼿のバイオメカニクス的要因（動作や⼒発揮），体⼒
的要因（筋⼒やジャンプ能⼒），あるいは形態的要因（⾝
⻑や下肢⻑）などを調査し（Delecluse et al.,1995 伊
藤ほか，1998；岩⽵ほか，2002；Young et al.,1995），
得られた報告が，現場で実践しているトレーニングの
根拠となっている． ⼀⽅で，球技系種⽬であるサッカ
ーやラグビーにおいても速く⾛ることが重要である
（Barnes et al.,2014）．しかしながら，これらの競技
における速く⾛ることを⽬指すトレーニングの根拠は
不⾜しており，トレーニングの結果は「どうなるかわ
からない」という状況下で指導がなされていることも
否定できない． 

 こうした現状にはあるものの，短距離コーチがサッ
カー選⼿に対して⾛り⽅の指導を試み，単⼀事例では
パフォーマンスが向上したとの報告もある．しかし，
実際にどのような根拠を基にトレーニングを試み，ど
こに（動作）変化が起き，また多く対象者にも当てはま
る普遍的な事象であるかは不明である．これを明らか
にし，指導の⽅法を提案することは多くの指導者，競
技者が待ち望んでいるものである．本研究において，

陸上競技者の短距離トレーニングで疾⾛タイムが向上
した場合，スポーツ種⽬の垣根を越えたトレーニング
内容となることが予想される．これまで，良い⾛り⽅
については，トップアスリートから⼩学⽣を対象に数
多くの報告がなされているものの（伊藤ほか，1998），
そこに導くための⽅法については未確⽴であった．ま
た，データを基にした改善例などの報告については陸
上競技短距離選⼿を対象としたものばかりである．こ
うした現状から，他のスポーツ選⼿の⾛り⽅を改善さ
せ，速くなったという報告ができれば，スポーツ種⽬
に関係なく速く⾛るための指導⽅法として確⽴させる
ことができると考える． 

そこで本研究では，球技系選⼿の⾛り⽅や体⼒的特
性を評価し，縦断的に短距離選⼿のトレーニングを実
践することで，多競技に応⽤可能な⾛り⽅の指導⽅法
を開発することを⽬的とした． 

 

⽅法 

1. 対象者 

ラグビー部に所属する 11 名の⼤学⽣とした．なお，
本研究では 1 回⽬（1st）および 2 回⽬（2nd）の両⽅の
測定に参加することのできた 7 名のデータを⽰すこと
とする．また，対象者の⾝体特性は，⾝⻑：171.3±
5.64cm，体重：82.0±6.53kg であった． 
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2. 測定内容 

陸上競技場トラックにて，スタンディングスタート
からの 30m の全⼒疾⾛を 2 回実施した．このとき，対
象者の側⽅から⾼速度ビデオカメラ（CASIO 社製，
EX−F1）を⽤いて，毎秒 300コマ，露出時間 1/2000秒
で撮影した．さらに，30m のタイムを測定するために
光電管を設置した（図 1）． 

また，マルチジャンプテスタ（DKH社製）を⽤いて，
カウンタームーブメントジャンプ（垂直跳 以下「CMJ」
と略す）とリバウンドジャンプ（5 回連続ジャンプ 以
下「RJ」と略す）の 2 つのジャンプをそれぞれ 2 回測
定し，下肢の⼒・パワー発揮特性を評価した．なお，こ
のとき，CMJ は反動を利⽤してできる限り⾼く跳ぶこ
とを意識し，RJ はできる限り接地時間を短くし⾼く跳
ぶことを意識させた． 

なお，トレーニング前（1st）とトレーニング後（2nd）
の 2 回に渡り測定を実施した． 

 

3.算出項⽬ 

 スプリントは，30m の疾⾛タイム，接地時間，接地様
式を算出した．また，研究主体者および研究分担者の 2

名で動画を確認し，接地様式を判定した．なお，この 2

名は陸上競技短距離を指導するコーチであり，⽇頃か
ら疾⾛動作を主観的および客観的に評価している． 

 CMJ とRJ は，マットスイッチから跳躍中の滞空

時間（s）と接地時間（s）を求め，跳躍高（m）を以

下の式によって算出した． 

 跳躍高（m）=1/8・g・（滞空時間）2 

 また，“RJindex”（図子ほか，1993）を以下の式によ

って算出した．これは，できる限り短い接地時間で

高い跳躍高を獲得する能力を示す指標であり，RJ の

評価指標である． 

 RJindex（m/s）=跳躍高（m）/接地時間（s）  

 

4.短距離⾛のトレーニング 

トレーニングは，pre 測定で得られたデータから短距
離⾛を専⾨とするコーチ 2 名で解釈し，そこから弱点
を判断した．なお，指導の観点で⽰していることがお
およそ予想される改善点であることから（図 3），これ
らを改善するトレーニングを実施した．具体的には，
⾜⾸の⼒発揮を⾼めるプライオメトリックトレーニン
グ，腕振りを改善し遊脚の遅れを少なくするなどが挙
げられる． 

 

 

5.統計処理 

 各測定項⽬の平均値および標準偏差を算出した．ま
た，各測定項⽬間の pre と post の⽐較には対応のある
t検定を⽤いて有意差を検定した．なお，いずれの統計
処理においても，有意性は危険率 5%未満で判定した． 
結果 
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 図 4 には，1st と 2nd における 30m タイム，接地時
間，および接地様式の⽐較について⽰した．30m タイム
は，1st では 4.39±0.16s，2nd では 4.33±0.07s であ
り，2nd は 1st と⽐較して有意に速いことが認められ
た．接地時間については, 1st では 0.103±0.007s，2nd
では 0.100±0.006s であり，両者の間に有意差は認め
られなかった．接地様式については，1st ではつま先接
地（1 名），フラット接地（2 名），踵接地（4 名），2nd

ではつま先接地（4 名），フラット接地（2 名），踵接地
（1 名）であった． 

 
 図 5 には，1st と 2nd における CMJ の跳躍高の

比較を示した．1st では 42.1±3.33cm，2nd では

42.7±3.38cm であり，両者の間に有意差は認められ

なかった． 

 
 図 6 には，1st と 2nd における RJ の index，接

地時間，跳躍高の比較を示した．Index については，

1st では 2.05±0.15m/s，2nd では 2.11±0.18m/s で
あり，2nd は 1st と比較して有意に高いことが認め

られた．接地時間については，1st では 0.158±
0.007s，2nd では 0.151±0.006s であり，2nd は 1st
と比較して有意に高いことが認められた．跳躍高に

ついては，1st では 32.6±2.56cm，2nd では 32.1±
2.24cm であり，両者の間に有意差は認められなか

った． 
 

 
考察 

 本研究の⽬的は，球技系選⼿の⾛り⽅や体⼒的特
性を評価し，縦断的に短距離選⼿のトレーニングを実
践することで，多競技に応⽤可能な⾛り⽅の指導⽅法
を開発することであった．そこで，⼤学ラグビー選⼿
を対象に，スプリントおよびジャンプの測定を実施し，
約 1 ヶ⽉トレーニングを実施した後に，再度測定を⾏
なった． 

 まず，スプリントの測定結果をみてみると，30m
の疾⾛タイムにおいてトレーニング後の2ndにおい
て有意に速いことが認められている．したがって，
短距離⾛のトレーニングをラグビー選⼿が実践する
ことで，1 ヶ⽉という短期間の中でもタイムが向上
する可能性が⽰唆された．このとき実践した短距離
⾛のトレーニングとして，動きの⾒直しが実施され
た．これはいわゆる「⾜が流れる」といった短距離
⾛においてネガティブに働く脚の動きの改善を⽬的
とするものである．具体的には⾝体を⽴てる（前傾
姿勢にならない）ような意識を持ちながらドリルや
スプリントを実施することが挙げられる．また，腿
上げ系のドリルも多く取り⼊れた．ここでポイント
に挙げられることは，1st の測定結果である接地時
間および接地様式についてである．接地時間につい
ては，短距離選⼿と⽐較して速度が遅いことも影響
し，⽐較的⻑めである．また，接地様式については，
つま先接地が 1 名のみにとどまり，踵接地が 4 名も
存在していた．これは，疾⾛速度の向上を⽬指す際
には，修正が必要な点であることから，接地様式が
⾃然と変更されるように，ジャンプ系のトレーニン
グも同時に取り⼊れた．具体的には，伸張短縮サイ
クル運動であるプライオメトリック系のトレーニン
グを中⼼にして，つま先での接地意識を持たせた．
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その内容も相まって，2nd では接地時間に有意差は
認められなかったものの，接地様式には⼤きな変化
が認められつま先接地が 4 名で踵接地が 1 名となっ
た． 
 このことも踏まえてジャンプの測定結果を概観す
る．まず，CMJ において有意差は認められなかった．
このことは，垂直跳の跳躍⾼を向上させるような筋
⼒向上系のトレーニングを⽬的として実施しなかっ
たことも影響していると考えられる．次に，バリス
ティックなジャンプ運動であり，トレーニングにも
頻繁に取り⼊れた RJ の数値は，Index の向上と接地
時間の短縮が認められている．短距離選⼿において
も，RJindex が⾼まることで疾⾛速度が向上するこ
とも報告されていることから，この指標を⼀定のレ
ベルまで引き上げる必要はあるものと推察される．
さらに，RJindex は接地時間と跳躍⾼により構成さ
れており，本研究の結果からは接地時間の短縮を介
して RJindex の向上が引き起こされたと解釈するこ
とができる．したがって，短距離⾛トレーニングで
広く⽤いられているプライオメトリックトレーニン
グはラグビー選⼿においても有効であり，これによ
り，スプリント時の接地様式の変化も引き起こる可
能性が⽰唆された． 
 
まとめ 
 ラグビー選⼿を対象に 1 ヶ⽉間短距離⾛のトレー
ニングを実践することで，疾⾛タイムの向上や RJ 能
⼒の向上が認められた．また，動きや体⼒を独⽴し
てトレーニングを実践するのではなく同時に⾏うこ
とでパフォーマンスの向上が認められたと考えられ
る． 
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女性アスリートの月経随伴症状を含むコンディションの実態調査 

～若年層から始める女性アスリートのための健康教育構築に向けて～  

 

環太平洋大学 体育学部 体育学科 

前川 真姫 

 

女性の健康を考える上で、月経は欠かせない要素である。月経随伴症状は、勉学・就学の妨げや生活の質の低

下、パフォーマンスの低下を招くと言われているが、月経周期を考慮した体調管理について参考にできる情報

は少ない。また、無月経は骨粗鬆症や骨折のリスクを高めるため、将来の健康にも影響を及ぼす。そこで、本研

究では、若年層の女子アスリートを主対象に、アスリートとしての健康管理に加え将来を見据えた健康教育を

行うことを目標に、基盤となる若年層の女性アスリートのデータを収集し、若年層の女性アスリート向け教育

プログラムの作成を目指す。今年度は、月経状態を含むコンディションの実態調査を実施し、月経痛等の症状

によるコンディションの相違を検討した。月経と睡眠状態には関連性があると考えられているが、本研究では

それらに明確な関連が認められなかった。月経随伴症状も睡眠の質評価も、様々な要素が複雑に関連し合った

結果として現れるものと考えられるため、より詳細な生活習慣等の実態把握が必要といえる。また、月経痛の

要因には、一般的に痩せ型や過体重が考えられているが、本研究では月経痛には体格の影響だけではないこと

が示唆された。若年層の女性の健康を考える上では、過度な痩せに対する注意喚起に加え、適正体重の範囲で

あったとしても、月経状態は、栄養、睡眠、運動量、ストレスなどと関連しうるため、更なる検討が必要である。

これらは、次年度以降、詳細に検討し、若年層の女性アスリートのための健康教育構築に繋げることとする。 

 

1. はじめに 

 女性の健康やQOL（quality of life）ならびにQOW

（quality of work）の維持及び向上を考える上で、

月経は欠くことができない重要な要素といえる。近

年、月経周期に伴う女性ホルモンの変化によって生

じる頭痛、嘔気、便秘下痢、月経痛、腰痛等の身体

的症状や、眠気、イライラ、抑うつ等の精神的症状

等の月経随伴症状が、勉学・就学の妨げや生活の質

の低下を招くことが明らかにされている(Nur et al. 

2013,Chen et al.2017)。なかでも、女性アスリート

にとっては、月経は体重コントロールなどコンディ

ショニングを難しくする要因にもなるため、専門的

な知識と支援が求められる。2013年に国立科学セン

ターから「女性アスリートのためのコンディショニ

ングブック」が発刊され、女性トップアスリートの

月経に関する問題が顕在化し実態調査が進んでいる。 

申請者らも、運動部女子学生（n=310）を対象に月

経に関する実態調査（2019 年 11 月～）を行い、月

経前症状 71.3％、月経困難症 90.9％と非常に高い

割合であることを確認した。また、その多くの学生

が月経随伴症状への適切な対処に関する知識が不十

分であることが分かった。この要因の一つに、参考

となる情報が乏しいことが挙げられる。女性アスリ

ートは運動習慣のない者と比較して、練習やトレー

ニング強度の変化、精神的ストレス等の要因により、

食事の量や睡眠の質が変動することが報告されてい

るが（Erlacher et al.2011,Monma et al. 2018）、

月経周期を考慮したコンディショニングの指標とし

て参考にできる情報が少ない。また、女性ホルモン

には骨を強くする作用があり、20歳頃には骨量のピ

ークを迎える。無月経は骨粗鬆症や骨折のリスクを

高めるため、若年層を対象とした月経に関する教育

は将来の健康にも繋がる重要な内容と言える。 

本研究は若年層の女子アスリートを主対象に、ア

スリートとしての健康管理だけでなく将来を見据え

た健康教育を行うことを目標に、基盤となる若年層

の女性アスリートのデータを収集し、若年層の女性

アスリート向け教育プログラムの作成を目指す。 

初年度にあたる 2021 年度は、月経状態を含むコ

ンディションの実態調査を実施し、月経痛等の症状
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によるコンディションの相違を明らかにすることを

目的とした。 

 

2. 研究方法 

K 大学に所属する女子学生を対象に、月経状態や

運動習慣、睡眠状態に関するアンケート調査、身体

計測を実施した。なお、アンケート調査に回答した

者は204名であった。そのうち、身体計測のすべて

の項目を実施した者は129名であった。 

(1) アンケート調査 

 対象者にWeb形式のアンケート調査を実施した。

調査は、以下の項目について質問した。 

1）月経状態 

・月経1週間前の痛み（10段階評価） 

・月経中の痛み（10段階評価） 

・直近3ヶ月以内の月経周期 

・月経に伴う出血の日数 

2）運動習慣 

・専門とする競技種目 

・競技年数 

・競技レベル 

・1 週間あたりの平均的な練習あるいはトレーニ

ング日数（トレーニング頻度） 

・1日の平均的な練習あるいはトレーニング時間 

3）睡眠状態 

睡眠の質を評価するために、日本語版ピッツバー

グ睡眠質問票を用いた。本質問紙は C1：睡眠の質、

C2：入眠時間、C3：睡眠時間、C4：睡眠効率、C5：

睡眠困難、C6：睡眠剤の使用、C7：日中覚醒困難、

の 7 要素 18 項目で構成されている。各項目は 0-3 

点の4 段階で評価され、睡眠障害の程度を表す総合

得点（0-21点）が高いほど睡眠の質が悪いと評価さ

れる。合計点が6 点以上となる場合、睡眠の質の低

下と定義されている。参加者には、過去1ヶ月にお

ける睡眠状況を回顧法で回答を求めた。 

 (2) 身体計測 

 3D ボディスキャナにより全身体積、全身表面積、

各部位の長さと周径囲を計測した。InBodyにより体

重、脂肪量および徐脂肪量、体脂肪率を計測し、

InBody Scoreと SMI（骨格筋指数）により身体組成

を評価した。骨密度測定器を用いて骨年齢を求めた。 

(3) 統計処理 

統計処理はすべてSPSS26を用いて実施した。アン

ケート調査においては、回答者すべての回答（n=200）

の単純集計を行った。また、各質問項目の間のピア

ソンの積率相関係数を求め、相関関係を確認した。

全ての調査・測定を実施した者（129名）について、

月経1週間前の痛みと月経中の痛みの段階により、

それぞれ群分けを行い、一元配置分散分析による比

較検定を行った。なお、群分けは10段階評価のうち

0と回答した者を無痛群、1～4の回答を軽度群、5～

7の回答を中程度群、8～10の回答を重度群とした。 

 

3. 結果 

(1) アンケートによるコンディションの実態調査 

1）月経状態 

 月経1週間前の痛みおよび月経中の痛みについて

の回答は表１に示す通りであった。 

表1 月経1週間前の痛みおよび月経中の痛み 

評価 月経1週間前の痛み 月経中の痛み 

0 80名 14名 

1 19名 13名 

2 21名 23名 

3 19名 14名 

4 12名 16名 

5 13名 12名 

6 15名 17名 

7 7名 31名 

8 9名 27名 

9 2名 17名 

10 3名 16名 

 月経周期では、76.0％（152 名）が周期的な日数

を回答した一方、「周期が不規則」が23.5％（47名）、

「3か月以上なし」が0.5％（1名）であった。出血

日数は、3日以内が12.0％（24名）、4～6日が81.0％

（162名）、7日以上が7.0％（14名）であった。 

2）運動習慣 

専門とする競技は、球技種目が最も多く 32.5％

（65名）、次いでサークル・無所属が32.0％（64名）

であった。その他には、陸上競技、柔道、剣道、ダ

ンス、チアリーディング、マーチングなどの種目が

挙がった。競技年数は7.65 ± 4.35年であった。
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競技レベルは、全国大会レベルが42.0％（84名）、

地方大会レベルが31.0％（62名）、それ以外が25.5％

（51名）、無回答が1.5％（3名）であった。 

1 週間あたりの平均的な練習あるいはトレーニン

グ日数（トレーニング頻度）は 4.2±2.4 日であっ

た。また、1 日の平均的な練習あるいはトレーニン

グ時間は2.6 ± 1.6時間であった。 

3）睡眠状態 

 ピッツバーグ睡眠質問票を基に評価した結果、平

均値は4.5 ± 2.8点であった。6点以上で睡眠の質

が低いと評価された人は28.5％（57名）であった。

なお、「実際の睡眠時間は何時間くらいでしたか？」

という問いに対する回答は、6.2 ± 1.0時間（最小

値；3.0時間，最大値；9.0時間）であった。 

4）各項目間の相関関係 

月経1週間前の痛みと月経中の痛みとの間に有意

な正の相関関係が認められた（r=0.55, p<0.01）。ト

レーニング頻度とトレーニング時間との間に有意な

正の相関関係が認められた（r=0.78, p<0.01）。その

他の項目間には有意な相関関係が認められなかった。 

(2) 月経痛等の症状によるコンディションの相違 

1) 月経1週間前の痛みとコンディションについて 

 月経1週間前の痛みによる群分けの結果、無痛群

が56名、軽度群が43名、中程度群が24名、重度群

が6名であった。群間比較の結果、有意な差が認め

られた項目は身体計測におけるInbodyScoreと全身

表面積のみであった。また、月経1週間前の痛みと

InbodyScore との間に有意な負の相関関係が認めら

れた（r=-0.28, p<0.01）。一方、全身表面積との間

には有意な相関関係は認められなかった。 

2) 月経中の痛みとコンディションについて 

 月経中の痛みによる群分けの結果、無痛群が11名、

軽度群が42名、中程度群が37名、重度群が39名で

あった。群間比較の結果、すべての項目において有

意な差は認められなかった。 

 

4. 考察 

本研究は、月経状態を含むコンディションの実態

調査を実施し、月経痛等の症状によるコンディショ

ンの相違を明らかにすることを目的とした。先行研

究において、高負荷のトレーニングや精神的なスト

レスにより、月経前の諸症状が悪化する要因となる

ことが報告されていることから(Sadler et al.2011, 

Heim et al.2013)、練習およびトレーニングの頻度

や時間が月経前痛や月経痛と関連するものと仮説を

立てていたが、本研究における実態調査の結果から

は関係性を読み取ることはできなかった。また、女

性ホルモンの分泌や変動の調節と睡眠調節機構は、

同様の視床下部下垂体軸を介す経路にて制御され、

睡眠の質が低い者では、月経痛が強いことが報告さ

れている（Kazama et al.2015）が、本研究において

は睡眠の質と月経痛の度合いとの間に有意な相関関

係は認められなかった。このことから、月経随伴症

状も、睡眠の質評価も、様々な要素が複雑に関連し

合った結果として現れるものであると考えられ、よ

り詳細な生活習慣等の実態把握が必要であるといえ

るだろう。 

月経痛等の症状によるコンディションの相違につ

いて、主に身体計測の結果を基に検討を進めたが、

特徴をつかむには至らなかった。平田ら（2002）は、

BMI19.8 未満のやせ型の女子学生の月経痛の有訴率

が体格の普通の女子学生に比べて高いことを報告し

ている。また、一般的にも痩せ型や過体重が月経痛

の要因との考えから、適正体重の維持の重要性が語

られている。今回の結果はこれらを支持する結果は

示されなかったものの、若年層の女性の健康を考え

る上では、やはり過度な痩せに対する注意喚起は必

要であろう。 

 

5.次年度に向けて 

申請書の目的2に掲げたトレーニング期間に伴う

月経随伴症状を含むコンディションの変動に関する

検討は、コロナ禍で様々な制限がある中ではあるが、

対象者の基礎体温の測定を継続して実施できている。

今後は、月経周期の各期間における女性ホルモン濃

度の計測および体力測定を実施していく予定である。 

また、2022年度の目標として掲げていた「女性ア

スリートのための健康教育プログラムの作成および

実施」については、関係機関との連携を円滑に進め

ることができたため、前倒しで実施した。2021年度
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においては、学内外の専門家による講話を定期的に

開催した。参加者は、性別を問わず、アスリート学

生、一般学生、指導者、保護者、一般であった。2021

年度に実施した講話内容は以下の通りである。 

第1回【女性の健康】月経の仕組み、月経諸症状

とその対応 

第2回【女性スポーツと健康】減量と身体パフォ

ーマンス、減量・増量の考え方 

第3回【アスリートとサプリメント】効果的なサ

プリメントの摂取 

第4回【アスリートと栄養】体重管理（減量）の

考え方と食事管理の実践 

第5回【アスリートのコンディショニング】睡眠

とコンディショニング 

第6回【アスリートとWinning mentality】セル

フハンディキャッピングに気をつける 

第7回【スポーツコンプライアンス】スポーツコ

ンプライアンスを知りスポーツの価値

を見直す 

第8回【DV根絶のために】私たちができること 

受講者からの感想は、「分かりやすい」「自分の体

と向き合いたい」「試合でとてもいかされ、自己ベス

トの更新や標準記録突破につながった」など、学生

が、身体や健康問題を自分のこととして捉え、考え、

行動へ移すことができている様子が伺えた。この他

に、アスリートの健康教育と関連して、排便状態に

関する調査やセクシュアリティに関する認知度・理

解度調査を実施している。 

さらに、2021年度は、中学生・高校生・大学生・

保護者・指導者を対象とした、アスリート相談窓口

を開設した（右図参照）。女性アスリートを支えるネ

ットワークの構築に向け、今後も測定・調査を継続

して行い、横断的かつ縦断的な検討により、さまざ

まな視点から、現在そして将来をも見据えた女性ア

スリートの健康支援を行っていきたいと考えている。 
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終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討に関わる看護実践に関する研究 

 

新見公立大学健康科学部看護学科 

安藤 亮 

 

 

 近年の高齢化とともに維持血液透析患者の高齢化も年々進んでいる．高齢化の進行に伴い、最期までどう生

きたいかを引き出し、それを支えるケアであるエンドオブライフケアの重要性も増している。終末期の維持血

液透析患者との関わりについて、透析の中止はすなわち死を意味し，つらい決断である家族の思いを尊重した

うえで話し合いを行う等の困難があることや，透析の中止を決定するうえで看護師の困難として中止の判断に

ついて葛藤があることが明らかとなっている。本研究では，医療・ケア方針の検討に必要な看護実践について

看護師が自己評価を行い、医療・ケア方針の検討における困難感や葛藤の軽減につながることをねらいとして，

終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討に関わる看護実践尺度を開発し、妥当性、信頼性の検証を行

った。 

                                                                                             

                                                  

                                                  

はじめに                    

 近年の高齢化とともに，維持血液透析患者の高齢

化も年々進んでおり，日本透析医学会の調査による

と，特に 70 歳以上の透析患者が増加していること

が明らかとなっている（花房ら，2021）．高齢化の進

行に伴い、最期までどう生きたいかを引き出し、そ

れを支えるケアであるエンドオブライフケアの重要

性が維持血液透析患者についても増している。 

終末期の維持血液透析患者との関わりについて、

透析部門に勤務する看護師への調査（本田ら，2010）

では，「透析の中止はすなわち死を意味し，つらい決

断である家族の思いを尊重したうえで話し合いを行

う」等の困難があることが明らかとなっている．ま

た、海外の研究（Hussain J.A, et al, 2015）にお

いても，看護師の困難として透析の中止の判断につ

いて葛藤があり、中止することが患者の真の要求

（genuine request）なのか判断しかねることが明ら

かとなっている。 

透析の差し控えはすなわち死を意味すること、透

析は患者の日常生活の一部となっている一方で、終

末期においては苦痛を伴い生活の質を下げるものに

もなり得る等の特徴があり、がんや心不全などの他

の慢性疾患とは異なる特性があり、終末期にある維

持透析患者の医療・ケアの方針決定には、専門的な

看護実践が必要であると考えられる。 

 そこで本研究では，まず研究１として終末期維持

血液透析患者の医療・ケア方針の検討に関わる看護

実践尺度を作成し、妥当性，信頼性の検討を行うこ

とを目的とした。尺度の開発により，医療・ケア方

針の検討に必要な看護実践について看護師が自己評

価を行い、医療・ケア方針の検討における困難感や

葛藤の軽減につながると考える． 

 

目的 

 終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討

に関わる看護実践尺度の妥当性，信頼性の検討を行

う． 

 

方法 

1.対象者 

 本研究の調査対象者は，全国の維持血液透析を実

施している入院病床を有する日本透析医学会の認定

施設及び教育関連施設より，無作為に抽出した 250

施設の透析部門に勤務する看護師各 4名，計 1000名

である．看護師の選定条件については，看護師経験

年数が 5年以上である者とした． 
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2.調査方法 

 調査は無記名自記式質問紙調査およびオンライン

調査により行った． 

 調査期間は 2021年 9月～10月． 

3.調査内容 

 調査内容は，対象者の基本属性（年齢，看護師経

験年数・透析看護経験年数），終末期維持血液透析患

者の医療・ケア方針の検討に関わる看護実践尺度原

案 23 項目，併存的妥当性を検討するために看護師

の倫理的行動尺度改訂版（大出，2019）で構成した． 

なお，終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針

の検討に関わる看護実践は，調査票の冒頭に「『当事

者』とは，『患者本人』，『家族』，『その他の重要他者』

のことを指す」こと，「『専門職』とは，医師・看護

師等の医療職者，介護職者，ソーシャルワーカー等

の患者に関わる専門職者のことを指す」ことを明記

し，回答を「行っていない」から「行っている」の

4件法で求め，それぞれ 0～3点で得点化した．  

4.終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討

に関わる看護実践尺度原案の作成 

 終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討

に関わる看護実践尺度原案の作成については，筆者

らが実施した調査（安藤ら，2022），医学中央雑誌，

PubMedを用いた文献検討，終末期における意思決定

についての国内外の資料を項目収集の際の参考とし

た．内容的妥当性の確保のため，筆者と看護系大学

の教員 2名，尺度の開発に精通した保健学分野の研

究者 1名，看護実践経験の豊富な大学院生 1名にて

各項目の見直しと表現の修正を繰り返し行い，5 因

子 23項目からなる尺度原案を作成した． 

5.分析方法 

1)妥当性の検討 

(1)構造的妥当性の検討 

 終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討

に関わる看護実践の因子構造を確認するために，項

目特性の検討により採択された項目を用いて，探索

的因子分析（プロマックス回転）を実施した．なお，

因子数については終末期維持血液透析患者の医療・

ケア方針の検討に関わる看護実践に関する質的研究

の結果（安藤ら，2022）より 5因子（〈患者の真の思

いとの対峙〉，〈患者，家族，医師の共通認識の促進〉，

〈医師との信念対立がありながらも，患者らしく最

期までよりよく生ききることに向けた医師との協

働〉，〈医療職者・介護職者間の対話〉，〈透析見合わ

せの見極めのための身体状態の注意深い観察〉）を想

定し，初期の因子負荷量 0.30以上を基準とした（伊

藤，2019）．次に，探索的因子分析により得られた因

子を一次因子，「維持血液透析患者の医療・ケア方針

の検討に関わる看護実践」を二次因子として配置し

た二次因子構造モデルを仮定し，このモデルの適合

性を確認的因子分析により検討した．推定法はいず

れもロバスト重みづけ最小二乗法を用い，確認的因

子分析におけるモデルの適合度指標は，Root Mean 

Square Error of Approximation（以下，RMSEA），

Comparative Fit Index（以下，CFI）を算出した．

適合度の基準値は，CFI>0.90, RMSEA <0.05 （良好），

<0.08（良），<0.1 （可）とした（友利ら，2019）． 

(2)併存的妥当性の検討 

 併存的妥当性は，開発した尺度と看護師の倫理的

行動尺度改訂版の合計得点の Pearsonの相関係数を

算出した．倫理的行動尺度は，生命倫理 4原則であ

る「自律尊重」「無危害」「善行」「正義（公正）」に

依拠し，看護師の行動を測定するものとして開発さ

れた尺度である（大出，2019）である．一方，今回

開発しようとする尺度は，患者の自律の尊重，提供

する治療が患者に与える益・不利益，権利擁護など

に関わる看護実践を含む内容である．これらより，

両者の間には理論的に関連があると予想され，正の

相関があると仮定した． 

2)信頼性の検討 

尺度の信頼性については，Cronbach’s α係数を

算出した． 

データ分析には Mplus7.4，SPSS Statistics 27，

Exametrika 5.5を使用した． 

6.倫理的配慮 

 本研究は新見公立大学倫理審査委員会の承認を得

たうえで実施した．（承認番号：228） 

調査対象施設の看護管理者および調査対象者には，

文書により研究の主旨，権利保護等について説明を

おこなった．調査への同意の確認は，調査票に同意
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確認欄を設け行った． 

 

結果 

1.対象者の基本属性（表 1） 

 配布した調査票1000部のうち，336部が回収でき，

そのうち不備のない 280部（有効回答率 83.3％）を

分析対象とした．対象者の平均年齢は 45.3±8.4歳，

看護師経験年数の平均は 21.4±8.8年，透析看護経

験年数の平均は 9.4±6.9年であった．  

 

2.構造的妥当性の検証（表 2，図 1） 

 準備した 23 項目での探索的因子分析を行った結

果，項目 7，11，18，19は複数の因子に 0.30以上の

因子負荷量を示したため削除した（表 3）．次に残っ

た 19 項目で 5 因子二次因子モデルを仮定し確認的

因子分析を行った．結果，モデルの適合度はχ

2=418.885，df=147，RMSEA=0.081，CFI=0.966であっ

た（図 1）． 

第 1因子は 6項目からなり，患者と家族，その他

の重要他者から構成される当事者と医師間において，

医療・ケア方針における共通理解を促進する【医師

との橋渡し】とした．第 2因子は 3項目からなり，

専門職種間で医療・ケア方針に関する意見の対立の

調整やケアチームの組織などを行い，合意形成を促

進する【合意形成の促進】とした．第 3因子は 3項

目からなり，患者の意思決定能力をアセスメントし，

本人の意思をより明確にすることを支援する【意思

形成支援】とした．第 4因子は 3項目からなり，医

療・ケア方針を選択することは患者の権利であるこ

とを伝え，家族とともに意思の表明をできるように

支援する【意思表明支援】とした．第 5因子は 4項

目からなり，患者の全身状態の観察と苦痛症状の緩

和のためのケアを行う【症状のマネジメント】とし

た． 

 

 

3.併存的妥当性の検討 

 本尺度の合計得点は，看護師の倫理的行動尺度改

訂版の合計得点と有意な中程度の相関（r=0.411）が

得られた． 

4.信頼性の検討（表 3） 

 本尺度の Cronbach’s α係数は，【医師との橋渡

し】が 0.912，【合意形成の促進】が 0.793，【意思形

成支援】が 0.848，【意思表明支援】が 0.804，【症状

のマネジメント】が 0.804，合計得点については

0.940であった． 

表1　対象者の基本属性

項目 Mean SD

年齢 45.3 ± 8.4

看護師経験年数 21.4 ± 8.8

透析看護経験年数 9.4 ± 6.9

n=280

因子1 因子2 因子3 因子4 因子5

1 私は，当事者と医師による終末期の医療・ケア方針についての話し合いの内容を
記録している

0.723 0.092 -0.032 0.004 0.142

2 私は，病状や治療方針の認識にずれが，当事者と医師との間で生じていないかを
再確認している

0.802 -0.155 -0.044 0.065 0.255

3 私は医師に，当事者の透析見合わせを含めた医療・ケア方針への希望や思いにつ
いて伝えている

0.656 0.084 0.086 -0.032 0.186

4 私は，患者の病状や医療・ケア方針について，患者，家族のそれぞれが理解でき
ているかを確認している

0.743 -0.009 -0.036 0.178 0.079

5 私は，患者の病状や医療・ケア方針について，必要性を感じた時には，患者や家
族に補足説明をタイムリーに行っている

0.756 0.147 0.067 0.011 -0.041

6 私は，医師の病状説明に同席し，疑問や不安などを当事者が声にできていないと
きには，代弁し医師に伝えている

0.738 0.258 0.112 0.014 -0.248

7 私は患者，家族に医療・ケア方針を検討するうえで必要な社会資源に関しての情
報を提供し，患者・家族が理解できているか確認している

0.482 0.323 0.073 0.138 -0.089

8 私は，患者に関わる専門職者間で医療・ケア方針についての意見が対立している
場合，それぞれの専門職者の意見の根拠・思いを尋ねている

0.298 0.504 -0.069 -0.128 0.264

9 私は，当事者の状況に応じてケアチームを柔軟に作り，医療・ケア方針を検討し
ている

0.167 0.866 -0.152 0.094 -0.106

10 私は必要時には，臨床倫理委員会や緩和ケアチーム，専門看護師などにコンサル
テーションを依頼している

0.155 0.733 -0.066 0.018 -0.072

11 私は患者が臨死期（死の直前1週間程度）であると捉えたときに、患者の医療・ケ
ア方針について専門職者間で話し合っている

0.036 0.374 0.069 -0.160 0.414

12 私は，患者の医療・ケア方針の検討における，意思決定能力（理解・認識・選
択・表現する能力）をアセスメントしている

0.097 0.224 0.175 0.028 0.416

13 私は，患者自身の”いのち”に対する価値観と医療・ケア方針への希望を確認し
ている

0.072 -0.058 -0.081 0.171 0.869

14 私は，患者の医療・ケア方針について希望だけでなく，その理由も尋ねている 0.088 -0.11 0.063 0.272 0.692
15 私は，家族の患者への思いや，家族の医療・ケア方針への希望を確認している 0.223 -0.098 0.051 0.817 0.037
16 私は，患者と家族が病状や医療・ケア方針についてお互いの思いを話せるような

機会を作っている
0.069 0.264 -0.080 0.565 0.105

17 私は，患者に医療・ケア方針を選択する権利があることを伝えている -0.058 0.275 0.060 0.393 0.280
18 私は，患者の医療・ケア方針についての意向を代弁し専門職に伝えている -0.029 0.391 0.050 0.330 0.270
19 私は，患者と家族の医療・ケア方針の希望が変化していないかを継続的に観察し

ている
-0.083 0.432 0.035 0.342 0.273

20 私は，患者の生活や療養に関わる人々から情報を収集し，患者の身体状態を把握
している

-0.019 0.211 0.462 0.253 0.020

21 私は，患者に疼痛，呼吸困難，悲嘆等の耐え難い身体的・心理的苦痛が生じてい
ないかを観察，アセスメントしている

-0.039 -0.067 0.998 0.083 -0.073

22 私は，患者の急変の可能性について，多面的に観察を行い，予測している 0.123 -0.190 0.959 -0.073 0.016
23 私は，終末期における苦痛を緩和するケアを実施している 0.008 0.251 0.481 -0.059 0.146

因子間相関 1 0.621 0.471 0.476 0.536

プロマックス回転, WLSMV 2 0.538 0.564 0.679

RMSEA: 0.062 3 0.454 0.587

4 0.556

表2　終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討に関わる看護実践尺度の探索的因子分析

項目
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考察 

1.構造的妥当性の検討 

 23項目の尺度原案について，項目特性の検討をし

た結果，すべての項目について識別力，困難度はと

もに良好な値を示したため，本尺度の各項目は肯定

的，否定的のいずれかに偏ることなく，適切に医療・

ケア方針に関わる看護実践を測定することができた

と言える． 

 探索的因子分析の結果，基準を満たさない 4項目

を削除し，19項目で構成される 5因子二次因子モデ

ルを仮定し，データへの適合性を確認したところ，

適合度指標は統計学的許容水準を概ね満たし，モデ

ルはデータに適合した．この結果は本尺度の構造的

側面からみた妥当性が検証されたことを意味する． 

2.併存的妥当性の検討 

 終末期維持血液透析患者の医療・ケア方針の検討

に関わる看護実践尺度の合計得点と看護師の倫理的

行動尺度改訂版の合計得点の間に有意な中程度の正

の相関（r=0.411）を認め，併存的妥当性について確

認できた． 

3.信頼性の検討 

内的整合性について，各因子の Cronbach’s α係

数は 0.793～0.912，合計得点については 0.940であ

り，本尺度は一貫性を持った項目で構成されている

と言える．このうち，【合意形成の促進】の信頼性係

数のみ 0.793とやや低い結果となったが，項目数が

3項目と少ないことを加味すると十分な値である． 

4.尺度の活用可能性 

 本尺度を用い，透析部門に勤務する看護師が具体

的に医療・ケア方針に関わる看護実践をそれぞれの

下位因子について実践内容を詳しく振り返ることで，

自己の看護実践における課題の発見や，できている

実践の肯定的な評価にもつながる．また，本尺度を

用いて医療・ケア方針の検討における看護実践の必

要性に看護師が気づき，自分を含めた関係者全員の

価値観や思いを声にすることの重要性を認識できる．

これらより，終末期にある維持血液透析患者の医療・

ケア方針の検討に関わる看護の質の向上に資すると

考える． 

  

研究の限界と今後の課題 

本研究においては「当事者」を「患者，家族，そ

の他の重要他者」，「専門職」を「医師・看護師等の

医療職者，介護職者，ソーシャルワーカー等の患者

に関わる専門職者」とし，尺度開発を行った．それ

ぞれの用語の意味は限定されている可能性があり，

これは本研究の限界である． 
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大原美術館所蔵の油彩作品を対象とした光学調査を基にした研究 

 

公益財団法人大原美術館 

柳沢秀行 

 

（概要）                                              

 油彩画は、カンバスや板などの支持体のうえに、絵具を積層させて制作が進められる。 

画家は、その塗り重ねによって、質感や色彩など独自の表現を追求するのだが、それがゆえに、表面の目視だ

けでは、どのような絵具が下層にあり、またどのような手順において画家が制作を進めていったのかを確かめ

ることはできない。さらに、下層の不可視性は、塗り重ねられた絵具同士の収縮率の違いによって、亀裂などの

作品の保存状態の確認を難しくもさせる。 

本調査では、紫外線、赤外線など、不可視光による撮影画像といった、従来の光学的調査に加え、蛍光Ｘ線分

析などによる調査により、油彩画の組成分析を試みた。 

すでにこれまでの調査によって、表面目視では金に近いような絵具が見受けられるジョバンニ・セガンティーニ

《アルプスの真昼》や、１９１９年の制作当初は、金に近い表現があることを当時の批評が伝える関根正二《信仰の悲し

み》に対して、いずれも金や金属質の成分は確認できなかったなどの成果を上げてきた。それらの成果を踏まえ、より

大規模な調査に、本研究で取り組む計画を立てた。 

もっとも、COVID-19 感染拡大防止の観点からの移動制限などにより、予定した光学機器による臨床的な調査を

断念せざるを得なかった。しかしこうした状況でも、従来の調査結果を基にした共同研究者での検討を進め、関連学

会での発表を行うことができた。 

 

（本文） 大原美術館は、すでに倉敷中央病院の協力

により、アルベルト・ジャコメィティ《キュビスム的コンポ

ジションー男》の CT スキャン撮影を行い、同作品の内

部構造を明らかにするとともに、その制作過程を考察

する調査を行った。 

また倉敷市オリエント美術館の協力により銅と鉄な

ど異なった金属を組み合わせて制作されたバイメタル

剣を、また東京理科大の協力のもと古代エジプトのフ

ァイアンスについて、いずれも+兵庫県佐用郡佐用町

にある大型放射光施設 Spring-8 において、組成分

析調査にかけるなどを行って来た。 

こうした経験から、作品についての光学的な調査の

有用性を実感し、さらに、昨２０２０年度からは、東京理

科大、東京電機大、東京芸術大学との協同により、光

学機器を活用して、油彩画作品の組成調査に取り組ん

できた。 

これまでも、油彩画作品に関して紫外線撮影による

加筆箇所の確認を行うことがあったが、さらに踏み込

んで、蛍光 X 線分析による絵具の組成調査を行うと、

制作年の推定や、金属由来の成分の有無などが確認

できる。 

蛍光 X 線分析のシステムについては、当館での調

査に携わった阿部善也（東京理科大学→東京電機大

学）により、すでに、2020 年 9 月 5 日に、日本文化財

科学会第 37 回大会で、下記のように報告されている。 

 

これまでに 7.1 keV（Fe-K 吸収端）から 37.4 

keV（Ba-K 吸収端）までの間で 14 元素の分析が可

能であることを確認したが、今回の自作のモデル試

料を用いた検証によりさらに Ni、Se、Br、Sb つい

ても分析が可能であることが確認でき、X 線の照射

に伴う色材やワニスの視認できる変質は生じなかっ

た。 

また、同一元素であっても価数や化学状態によっ

て X 線の吸収端エネルギーが異なることを利用し、

金属銅と 1 価、2 価の酸化銅、鉱物であるマラカイト

中の銅などの化学状態別のイメージングにも成功し

た。 
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油彩画の絵具層中に生じた事例が多数報告されて

いる Pb、Zn の金属石鹸の生成を模した試料の分析

では、金属石鹸の粒度の違いや絵具表面の凹凸まで

正確に視覚化できる可能性を明らかにした。 

さらに、事前の XRF 分析だけでは確認できなかっ

たバーミリオンやジンクホワイトなどに起因する特徴

的な元素をイメージングすることで、その存在を可

視化することができた。 

加えて、この油彩画に対して連続Ｘ線を用いた通

常のＸ線透過撮影も行い、一般的に油彩画の X 線吸

収の主要因の一つと考えられる Pb によるイメージ

ング像とその違いを比較することで、通常のＸ線透

過像の読影に有益な情報を得られることが分かった。 

このように、様々な元素を含む絵具が塗り重ねられ

て構成される油彩画の分析においては、元素ごとの

イメージングが可能な本法の利用が有用であること

を視覚的に示すことができた。 

（「 放射光 X 線吸収端差分法による大原美術館所蔵

アンリ・マティス《マティス嬢の肖像》非破壊元素イメ

ージング」） 

 

すなわち、いくつもの絵具層が重ねられて成立して

いる油彩画において、表面目視ではわからない下部

層にどのような絵具層があるのかを、蛍光 X 線分析に

よって知ることができるわけである。そのことは、作品

の制作手順の確認や、あるいは、絵具によっては使用

される時期が限定される（ある時期だけ使用されてい

たケースや、１９世紀に開発された絵具ならば、制作年

は必然的にそれ時期となる、など）ゆえに、制作年の推

定にも役立つというわけである。 

具体的にケースとして、これまでに得られた知見を

書きとめる。 

アンリ・マティスによる≪マティス嬢の肖像（以下、本

作）≫では、肘掛椅子に座る人物と背景の間に明らか

に両者と無関係な水色が視認できる。マティスが、同

様のモチーフを描いた他の作品では、背景に海や空が

描かれる事例があることから、本作においても表面に

見える紺黒色の絵具層の下に、海あるいは空の描写

が存在する可能性が考えられている。   

調査の結果、背景部分の最上層となる紺黒色の下

の水色の絵具層では、肘掛け椅子の手すりの形状と

は異なる直線的な図像や線描も多数見受けられ、現

在とは異なるイメージが存在している可能性が高めら

れた。また絵画右下部分に、明らかに異なる組成の絵

具が確認され、過去に絵具層が剥落し、修復処置を行

ったものであると考えられる。 

また、人物の目の高さを境界として右側背景のみに

明確な Pb 成分の濃淡が確認されたことで、マティス

は黒色絵具で背景を塗りつぶす前には、人物の目の

高さで背景部分の色調を変えるなどしていた可能性

が明らかとなった。 

こうした光学的な調査による知見に、美術史研究か

らの知見を重ねると、当初、マティスは本《マティス嬢

の肖像》において、帽子と紺黒色の背景との間にわず

かに覗く、水色の絵具層において、現在、表面から観

察できる図像とは異なる線描やモチーフの描写があり、

それを上から紺黒色の絵具で覆い隠すように塗りこめ

たという推定が出来、本作品の制作のプロセスや、マ

ティスの芸術的創造の在り方を考察する重要な知見

を得ることが出来た。 

こうした調査のプロセスや結果については、本研究

に携わる大原美術館の塚本貴之、孝岡睦子も共同研

究者として名を連ね、第４３回文化座保存修復学会（２

０２１年７月１５日）での口頭発表「油彩画の新規の非破

壊元素イメージング技術としての放射光X線吸収瑞差

分法の開発」として報告され、その概要も活字化され

ている。 

 この他にも、これまでも、エル・グレコ《受胎告知》、ジ

ョバンニ・セガンティーニ《アルプスの真昼》、パブロ・ピ

カソ《鳥籠》、《頭蓋骨のある静物》、ジョルジュ・ルオー

《道化師(横顔)》、関根正二《信仰の悲しみ》について、

東京理科大学、東京電気大学、東京芸術大学の協力

を得て、光学調査を実施し、本年度もそれを継続、拡

大しての作品からの光学的な情報収集を検討してい

た。 

 しかしながら、COVID-19 感染拡大防止の観点か

らの移動制限などにより、当初、予定の活動がほぼで

きなくなってしました。 

 しかしながら、E-mail 等を活用しての連絡により、

これまでの調査によって得られた情報についての検討
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や、高額で重量もある機器の輸送や設置の手順の検

討により、当館での限られた時間内での効率的な測定

方法についてでなど臨床的な調査手法についての検

討を進めた。 
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斜面崩壊の規模を予測するための崩壊土砂層厚の分布調査手法に関する研究 

 

統合物性モデル技術研究組合※1 岡山大学自然科学研究科※2   

西垣 誠※1  鈴木 茂之※2 

 

自然斜面内の崩壊に対して最も危険な弱部（風化層，潜在崩土層）の厚さの分布状況の推定は，斜面崩壊の規

模の推定に対して最も重要な課題である。本研究では、山全体を俯瞰した「崩壊土砂量の推定」を効率的に行う

ことを目的として，ミニラムサウンディング試験機の仕様を基に，斜面における作業性と高い貫入能力を有する

軽重量のサウンディング機器を開発した。 

                                     

 

はじめに 

近年，我国の各地で短時間の雨量や累積雨量が観

測史上最大となることがしばしばあり，これに伴う

斜面崩壊の発生件数の増加および発生規模の大規模

化が懸念される。また，近年の災害は過去に想定し

た外力を上回る可能性が指摘されている。 

斜面崩壊は，表層崩壊，深層崩壊，地すべり性崩

壊に大別され，斜面崩壊全体の約 95％が傾斜度 30

度以上の斜面で発生していると言われている〔1〕。ま

た，このうちの80％以上が表土や崩積土が崩落する

表層崩壊に分類されている〔1〕。 

2018 年に発生した西日本豪雨災害でも土石流が，

道路施設の管理区域外にある山の頂上付近からでも

生じており，既設の対策施設や道路施設を乗り越え

て破壊した事例や，土砂災害防止法に基づく急傾斜

地崩壊危険箇所の定義外の 20～30 度程度の緩斜面

においても表層崩壊が発生した事例が確認されてい

る〔2〕。写真―1は岡山大学北側に位置する傾斜26度

程度の半田山で発生した斜面崩壊である。 

また，2021年5月に福井市足羽川沿いでは，過去

複数回の地すべりや崩壊が発生した斜面の隣接地で，

想定していない大規模な斜面崩壊が発生し，河道閉

塞により県道が冠水した事例がある〔3〕。このように

頻発する土砂災害に対して，崩壊危険箇所の特定と

崩壊土砂量の推定精度の向上は喫緊の課題である。 

 

1.研究目的                    

本研究では，自然斜面崩壊においては，豪雨後に 

 

写真―1 半田山の斜面崩壊（2018年7月） 

 

崩壊した斜面の対策を実施していた現状に対して，

崩壊前に日本中の斜面の危険度をあらかじめ予測す

ることを目的としている。また，その予測により，

崩壊する前に自然斜面の安定化（治山）を提案して，

安定化対策を実施する国土管理を目標としている。 

その目的に対して，近年では，自然斜面の地山の

表面の地形把握が，レーザー計測（ＬＰ）によって

可能になっている。このような現状の技術を駆使し

て国土全体の地盤内の情報を統合して国民の安全と

安心を構築することを究極の目的としている。この

自然斜面に対しての目的を達成するには，以下の事

項の研究，技術開発が必要であると考えられる。 

（a）自然斜面内の風化層の厚さの分布の推定 

（b）斜面内の水径（ミズミチ）の分布の推定 

（c）斜面崩壊，地すべり，落石の危険度の推定 

（d）斜面崩壊対策（グランドアンカー，表面・地

下排水施設等）の健全度診断 

本研究では，このような多くの目的の中で，自然

斜面の風化層の厚さの分布の推定を研究目的とした。 
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自然斜面内の崩壊に対して最も危険な弱部（風化

層，潜在崩土層）の厚さの分布の推定は，斜面崩壊

の規模の推定に対して最も重要な課題である。 

このような斜面内の弱部の3次元的な分布に対し

ては，弾性波探査等の物理探査が有効である。しか

し，現状では，この物理探査結果に対しての精度の

確認が必要である。その確認手法として，ボーリン

グ調査やサウンディング試験による補完が必須であ

る。そこで，斜面における作業性と高い貫入能力を

有する軽重量のサウンディング機器の開発，製作し

た結果について報告する。 

 

2.斜面調査の各種サウンディング機器 

斜面における風化層厚を確認する主な調査手法に

は，簡易動的コーン貫入試験（以下，簡易貫入試験

と称す，JGS1433）や標準貫入試験（JISA1219），ス

クリューウエイト貫入試験（旧スウェーデン式サウ

ンディング試験，JISA1221）がある〔4〕。これらのサ

ウンディング機器の性能を表―1 に示す。ここで，

簡易貫入試験とスクリューウエイト貫入試験は，玉

石あるいは礫を含む土質では適用範囲外であり，礫

打ちの影響を低減できる打撃エネルギーの大きなサ

ウンディング機器の開発が課題である。 

標準貫入試験は，あらゆる土質に適応可能である。

しかし，ボーリング掘削と併用のため仮設が大掛か

りであり，自然斜面の多数の地点で試験することは

困難である。 

 

3. 軽重量サウンディング試験機の開発 

今回開発した軽重量サウンディング試験機（写真

―2，以下，ＬＷＣＰＴ（Light Weight Cone 

Penetration Test）と称す）は，高い貫入能力と斜

面での運搬を考慮し，写真―3 に示すミニラムサウ

ンディング試験機（以下，ミニラムと称す，JGS1437-

2014動的コーン貫入試験方法の中型に相当）の仕様

に基づき，表―2 に示す改良を実施した。その主な

特長は，30kgのハンマーを15kgずつ2個に分割し，

試験時にボルトで一体化したことと（写真―4，5），

ハンマーの吊り上げ装置を電動ホイスト（写真―6）

にして動力を発電機としたことである。 

表―1 斜面調査用サウンディング機器性能 

比較表〔5〕 

 

表―2 ミニラムとＬＷＣＰＴの比較〔5〕 

 

 

写真―2 ＬＷＣＰＴ全景 

 

 吊り上げ装置と動力の改良により，機材の合計重

量はミニラム（270kg）の3割程度の85.8kgに軽量

化でき，分割すると現状のドローンでも運搬できる

ようにした。 

項 目 簡 易 貫 入 試 験

(JGS1433) 

標準貫入試験

(JISA1219) 

ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入

試験(JISA1221) 

ﾊﾝﾏｰ、おもり質

量(kg) 

5 63.5 100 

落下高さ(mm) 500 760 ― 

先端ｺｰﾝ、ｼｭｰ 先端角 60度、外径

25mm 

ｼｭｰ角度 19 度

45’外径 51mm 

(ｽｸﾘｭｰﾎﾟｲﾝﾄ) 

ﾛｯﾄﾞ外径(mm) 16 40.5 19 

適用性 作業が簡易。礫、玉

石含む地盤に不適。 

あらゆる地質に

適応。土層判定可

能。ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ機械

と併用。 

軟弱地盤を対象に

静的貫入抵抗測

定。礫、玉石含む地

盤に不適。 

 

項目 ミニラム ＬＷＣＰＴ 

ﾊﾝﾏｰ質量 30kg 1 体 30kg 運搬時 2分割 

落下高さ 35cm 35cm 

ﾊﾝﾏｰ吊上方法 ｴﾝｼﾞﾝ,油圧モーター,ﾁｪｰﾝ 発電機,電動ﾎｲｽﾄ,ﾁｪｰﾝ 

先端ｺｰﾝ 先端角 90 度,φ36.6mm 先端角 90 度,φ36.6mm 

脚 4 本 3本(急斜面用予備 1本) 

ロッド φ28mm,4.7kg φ28mm,3.8kg(中空) 

引抜き方法 油圧駆動引抜き装置 電動ﾎｲｽﾄ 

運搬方法 本体の車輪で人力運搬 部品に細分し人力運搬 

合計質量 270kg(本体のみ 135kg) 

ﾛｯﾄﾞ 4.7kg/本 

85.8kg(発電機 15kg 含) 

ﾛｯﾄﾞ 3.8kg/本 
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写真―3 ミニラム全景 

 

 

写真―4 開発したＬＷＣＰＴ 1式（発電機除く） 

 

 

写真―5  分割したハンマー近景 

 

 

写真―6  電動ホイストとハンマー 

4. ＬＷＣＰＴの試行 

西日本豪雨災害時に，斜面崩壊が発生した岡山大

学北側の半田山（標高152m）において，ＬＷＣＰＴ

を試行した。斜面崩壊時の規模は，幅45m，長さ170m，

深さ2m程度であり，今回の試験箇所は，頭部滑落崖

から20m程度下方の管理道沿いに位置し，表層には

礫混り砂質土からなる崩積土が分布する。現在は，

前述写真―2 等の背景に写るように吹付枠工が施工

済みである。 

サウンディング試験は，推定Ｎ値 30 以上を確認

できる深度まで実施した。 

ＬＷＣＰＴによる推定Ｎ値は，ミニラムと同様に

式(1)により算出する〔6〕。 

  Ｎ=Ｎｍ／2―0.16ＭＶ           (1) 

ここで，Ｎｍは貫入量20cm当たりの打撃回数， 

ＭＶ（単位N･m）は貫入ロッドのトルクである。 

図―1 にＬＷＣＰＴにより推定したＮ値と，当試

験箇所の近傍で崩壊時に実施された簡易貫入試験に

よる推定Ｎ値を示す。 

簡易貫入試験による推定Ｎ値は，式(2)により算出

する〔7〕。 

Ｎ=1.1+0.3・Ｎｄ  （Ｎｄ＞4）    (2) 

Ｎ=0.66･Ｎｄ    （Ｎｄ≦4）          

 ここで，Ｎｄは簡易貫入試験の貫入量 10cm 当た

りの打撃回数である。 

今回の試験地点では，深度1mにおいて，推定Ｎ値

35の地盤が確認されたが，簡易貫入試験地点のＧＬ

－1m では推定Ｎ値 20 であり，それ以深推定Ｎ値が

低くなる傾向であった。 

二つの試験による推定Ｎ値の差異は，現場状況か

ら，基盤岩の凹凸ではなく，不均一に混入する転石

の影響と推察される。 

単位面積当たりのコーン先端エネルギーは，ＬＷ

ＣＰＴは97.9kJ/m2，簡易貫入試験は49.9 kJ/m2で

あり，打撃のエネルギーは今回開発したＬＷＣＰＴ

の方が大きいが，礫の硬さや大きさにより高止まり

したと推察される。 

斜面における潜在崩土層厚を把握するためのサウ

ンディング試験では，礫や転石と基盤岩を区別する

ことが重要である。  

ハンマーを15kg2つに分割急斜面用予備脚 
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図―1簡易貫入試験とＬＷＣＰＴの推定Ｎ値 

比較図〔5〕 

 

5. まとめ 

本研究により得られた結論を以下に列挙する。 

（1） ミニラムサウンディング試験機（ミニラム）

の仕様に基づき，斜面での使用を考慮した軽重

量サウンディング試験機（ＬＷＣＰＴ）を開発

した。 

（2）ＬＷＣＰＴは，30kgのハンマーを運搬時に2つ

に分割し，ハンマーの吊り上げを電動ホイストと

発電機にすることで，全体質量を 270kg から

85.8kgに軽量化した。 

（3）ＬＷＣＰＴの試行の結果，推定Ｎ値35，38の

地盤を確認した。 

 

6. 今後の課題 

本研究において斜面で人力運搬できる軽重量サウ

ンディング試験機（ＬＷＣＰＴ）を開発した。しか

し，潜在崩土層厚分布の推定には，最終調査深度が

礫か基盤岩かを判断できる装置の追加等の改良が必

要であることがわかった。 

このような観点から，今後の課題として以下の事

項が考えられる。 

（1）浮石や転石の根入れ深さを振動計測により推定

する手法を参考に〔8〕，ハンマー打撃時に先端 

コーンから地盤に伝わる振動波形特性を解析し，

転石と基盤岩を区分。 

（2）土層確認のためにＬＷＣＰＴ先端をサンプリン

グ可能なコーンに交換できる仕様への改良（写

真―7，8）。 

  

写真―7  サンプリング可能な先端コーン試作 

 

 

写真―8  試作コーンによる試料サンプリング状況 

 

（3）ＬＷＣＰＴと3次元弾性波探査，常時微動アレ

ー探査，空中電磁探査，ＤＡＳによる振動計測

等の物理探査結果の照合による潜在崩土層厚の

推定精度向上。 

（4）電動補助装置（パワースーツ）の改良による斜

面上におけるＬＷＣＰＴの運搬の効率化（写真

―9）。 

 

写真―9  開発中のパワースーツ 

 

（5）潜在崩土分布地の3次元物性モデルの作成と3

次元浸透流解析による豪雨時の崩壊土砂量の推

定精度向上。 
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