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SANSHI-KONCHU BIOTEC 

下総説 | 

毘虫キチンの利用技術の開発と応用

羽賀篤信
(独)農業生物資源研究所遺伝子組換え研究センター新機能素材研究開発ユニット

1. はじめに

筆者が毘出キチンの研究に若手したのは， COE r毘虫

機能利J:Ii研究Jプロジェクト CIE:I科学技術庁，現文部科

学省の制度)が始まった 1996年からである(羽信L

2001 a， b， c; '(]田， 2006)。このプロジェクトでは，“当二

物の機能を利用した新たな産業の創出への期待，.を背景

として， r毘虫機能利mJに研究の主11民が問かれた。筆

者もCOE課題担当者の一人として， 生物を利用した新

材料・バイオマテリアル創出の一環として， r毘虫キチ

ンを利用する」研究に取り組んだ次第である。

1996年当時，毘虫キチンの資源としての利J-/=Jは未開

妬な分野であり，その利月:)i可能性は大きかった(羽賀，

1999c)。筆者が担当した 「毘虫由来キチンの機能改変と

その利HJ技術の開発」課題では，毘虫クチクラに存在す

るキチンの利用を図り，機能性生休素材の開発を目的と

した(竹田敏， 2006)。毘虫キチンの構造特性を明らか

にし，キチンを原料として，化学修館jiにより機能性を付

与した新しいバイオマテリアルの開発研究に着手した。

キチンは， 1811年フランスの化学・植物学者であ

る HenriBraconl1otが西洋キノコから初めて抽出 した

(.reuniaux， 1996ヲ Labrudeand Becq， 2003)0 1823年にはフ

ランスの AugusteOdieJが，毘!Itのクチクラから発見し，

ギリシャ 語の“包む"を意味するキチンと命名した

(Muzzarelli， 2009; OdieJ‘1823)。欧州キチン学会(European

Chitin Society: www.euchis.org) は，キチン科学の研究お

よび学会の発展に関し，顕著な業績並びに貢献された者

〒305-8634 茨城県つくば市大わし1-2

E-mail: 1珂 a@a汀rC.go.Jp

に対して， Braconnot Prizeを贈与 して表彰している。

Braconnot によってキチン物質が初めて抽出されてから

200年自にあたる 2011年に 「毘虫キチンの利用技術の

開発と応用」の総説を執筆できる機会が得られたのは誠

に婚しい限りであるG

日本におけるキチン・キトサン利用技術の発展と|非IfE

活動の変選など 「キチン・キトサンの利用技術の陀!と」

を顧みるには，独立行政法人工業所有権総合情報館の“キ

チン・キトザン利用技術 (2004)' が，詳細な ijJ，'ij査に ~;~

づいた分析結果を促供している 。 その I-~I で， r1968年，

日本/j(産株式会主1:がカニ般を手IJmしたパイロット プラン

トを建設し， 1971年に共不IHill脂工業 (1991年に共和テ

クノスに社名変更)が|立界で初めてキチン・キトサンの

量陀を開始した」と紹介されている。

カニ殻山来キチン・キトサンの丁一来的生産が進むに連

れ，日本におけるキチン・キトサン研究も加速度的に進

化する時期を迎える。1981年，日本で初めてのキチン・

キトサンシンポジウムが大阪で聞かれた。運営実行委員

長はキチン・キトサン研究の第一入者である平野茂|専鳥

取大学教授(名誉教授， 2004年 1YI 8日ご逝去された)

だった。その後も 1985年に第 2回(鳥取)， 1988年に

第 3回(東京)， 1990年に京都で第 4巨|が行われ，第 4

回以降，キチン・キトサンシンポジウムは毎年開催され

る運びとなった。2011年 8Pl 30日と31円の二日間，

第 25I!:t.Iキチン・キトサンシンポジウムが奈良市で開催

されたのは記憶に新しい。運営委員長は近畿大学農学部

の深潜慶教授である。深構教慢は「キチン質分解酵素の

触媒機構および基質認識機構の解明」に取り組んでいる

(Ohnuma and FukamIzo， 2010)。
平野茂i等教援は， 1991年 12月 13日，農業生物資源
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い命は助かった。報道が加熱する 1:1:1，キチンを素材と し

た創傷被器材も大きく取り上げられたのを覚えている。

キチン・キトサンから作られた素材が医療材料として社

会に情報発信されている頃，筆者の 「昆虫キチンを利用

するJ研究は歩み始めたのである。

本総説では，昆虫キチンの特性，毘虫キチンおよびそ

の誘導体を利用した機能性生体素材の開発について，そ

の後の展開も含めて， 1996 年度~ 2005年度に実施され

たCOEプロジェクト「昆虫機能利用研究J(竹田敏，

2006)の成果を中心に紹介する。

2.1. 毘虫クチクラの組成とキチンの精製

カニ，エビやオキアミなどの叩被頒の甲羅には，キチ

ンのほかカルシウムとタンパク質が合まれている。それ

に対し，毘虫の表皮では，カルシウムが存干Eせず.キチ

ンとタンパク質のほかに，ジフェノール化合物を含む。

例えば，カイコ胴の脱皮殻では，タンパク質 62~ 67%， 

ジフェノール化合物 15~ 20%，脂質 1~2%， および

キチン 15~ 18%が含まれる。一方，カブトムシ幼虫ク

チクラでは，タンパク質 40~ 50%，ジフェノール化合

物 20~ 25%，脂質 5%，およびキチン 20~ 30%が含ま

れる。毘虫由来キチンの存在比は，毘:tt種(家蚕， 天蚕，

杵蓋，セミ)によって異なる。同じ種でも，クチクラの

部位や発育ステージによって変動する。ジフェノール化

合物の組成は，カテコール，ノルエピネブイリ ン， ドー

パ，およびメチルドーパであり，組成の種類と組戚比率

は，毘虫の種類と部位によって異なる(図 1)。

これまで，毘虫クチクラにおけるフェノール化合物に

ついては，ゴキブリの卵嚢とトノサマバッタのクチクラ

の硬化に関する研究 (Anderson，1985)から，その存在

が仮説として報告されてきた。しかし，フェノールは不

安定な化合物であること，クチクラを溶かす溶媒がない

毘虫キチンの特性
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研究所 (当時は蚕糸・毘虫農業技術研究所)で開催した

第 5回毘虫機能シンポジウムで， Iキチン・キトサンの

分子一機能と有効素材化」のテーマで、講演をされている(平

野，1992)。キチンの街効利用の現状と問題点，そして

21 世紀に向けた展望について 熱く諮られていたのが

強く印象に残っている。その後，平野茂博教慢の研究室

から張敏博士 (張， 1996)を COEポスドク研究員とし

て採用する。COEプロジェクトでは，研究の加速的進

捗に向けた研究連携ネッ トワークの構築も重要なプロセ

スになるため，日本キチン・キトサン学会との関わりは

非常に効果的であった。1989年に発足したキチン ・キ

トサン研究会は，その後， 1997年から 日本キチン ・キ

トサン学会 (http://www.jscc.jp)へと発展的に成長して

いく 。この間，キチン・キトサン研究会から，キチン・

キトサンを紹介する書箱が出版されている(キチン ・キ

トサン研究会編，1988， 1990， 1991， 1995)。とりわけ，

「キチン，キ トサン実験マニュアルJ(キチン・キトサン

研究会編， 1991)と「キチン， キトサンハンドブックJ(キ

チン・キトサン研究会編， 1995)の二冊は，実践的実験

指導書としての侵害iJが大きく ，I毘虫キチンキE利用する」

研究の初めから，非常に役立 った。「キチン，キトサン

のメデイカルへの応用J(木船， 1994) は，当時繁明則

にあったキチン・キトサンの医療分野への利活用に対し

て，大きな期待と夢を抱かせてくれた一附である。

1990 年，重度の火傷を負ったロ シア連邦サハリ ン州

ユジノサハリ ンスク在住の少年コンスタンチン君(当時

3歳)が，北海道札幌医科大学病院で、治療を受けた。治

療には特殊な綿が使われた。感染症から命を守り， 短期

間で皮脂を再生 できたその綿は，ユニチカが開発に成功

したキチン系創傷被覆材(松永，1992;安瀬， 1992; i:lpl生，

1993)だった。束凶冷戦の最1-¥:1での国境を越えた小さな

命の政出劇は， 一躍日本中に知れ渡る。多くの人からの

皮膚移櫛のl干lし出もあり，多而的な支援活動の結果，M
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ルカリ処理してタンパク質の}J日水分併を行う|際にも，

フェノール化合物が多く除去できた。これらの結果から，

ジフェノール化合物とキチン分子闘の結合は，非共有的

である (張ら， 1998; Zhang and Haga， 1999: Zhang efα1.， 

2000a)。

カイコ自由脱皮殻キチンの非結晶領域は，エピ殻キチン

よりも酸}JCI!Jく分角ftされやすし、。酸}jll水分解によるエピ般

キチンの結晶化度は，69.8%から 73.5%へ微かに増加す

るのに対し，カイコ曲目脱皮殻キチンの結品化度は，

64.5%から 81.3%へ大幅に増加した。さらに，キチナー

ゼに対するカブトムシ幼虫キチンの感受性は，エビ殻キ

チンと比べ高い(図 3:Zhang ef 0/‘2000b)。

これらの事実から，ジフェノール化合物が除かれた後，

毘虫キチンの非結晶部分には，分子聞に主|紛が残り ，酸

やキチナーゼが人りやすい楠造であると11t察される。叩

殻鋲キチンと比べ，毘虫キチンはl出~ìJlllが起こりやすいの

で，キチンのアセチル基を|徐く場合の脱アセチル化反応

は，スムーズに進行するとも考えられる。その結果，毘

虫、キチンは，同じα形でも， 1:]'1殻類キチンと比べ，化学

修自f[iにおける反応時聞を短縮し，反応温度を下げること

ができる。戸l然界にはα構造のキチンは多くイヂ在し， そ

の結晶!l構造は安定である。キチンが安定な構造の α形で

ある乙とは，堅くて強固なクチクラを形成し，身を守る

ための一つの手段と考えられる。同じ結品構造で、はある

が，非結晶領域の梢造において，毘虫キチンの特畏を見

出すことができた(羽賀・張， 1999; *J賀， 2001a， b， c)。

2000年 8月， ドイツ，ポツダム大学で開催された第 3

[!:!lヨーロ ッパキチン'子会において，当時ポツダム大学有

機化ギ構造分析研究所長の M.G. Peter 同士らの研究グ

ループの発表を聴き，筆者が提唱した「毘虫キチンの構

造特異性Jの確信を得た。Petel博イてらはハエ (Cervfh-

rocephι1)の幼虫クチクラから抽出したキチンを問いて，

ンこと宅から，組成分析が難しく ，フェノールによるクチ

クラ脱化の仕組みを裏付ける十分な証拠は得られなかっ

た。 また，毘II¥クチクラからのキチンの単離例もほとん

どなく ，タバコスズメガのクチクラにジフェノール化合

物が存在することを実証した Kramerら (1984) の研究

があるのみであった。カイコとカブトムシのクチクラの

組戚が明らかにされたので，昆虫クチクラからキチンを

W t~t 精製するための有誌な知見が得られた。 その結果，

カイコ踊m~皮殻やカブトムシ幼虫クチクラからキチンが

単向!iできた(羽賀 ・張， 1998，1999)。

2.2. 毘虫キチンの化学構造

キチンの構造には， α，sおよびyの三種類の立体配j主

多形がある (Minkeand 81ackwell， 1978; Ga吋nerand 81ack-

山lel1，1975; R吋 all，1963; Rudall and Kcnchi暗 1011，1973)。年!

殻煩の甲詔J;と毘II¥クチクラの物質組成には遣いが見られ

たので，キチン分 j三の並び方にも違いがあることが1ti察

される。そ乙で，甲殻類キチンと毘虫クチクラキチンに

ついて，粉末 X線fO[.J:fi. r去とI3CCP/MAS-NMRを用いて

調べた。

カイコ焔脱皮殻キチンとカブトムシ幼虫クチクラキチ

ンの結晶形は，斜方系Lこ属する。(020)，(110)， (101)， 

(003)而の回折線が明iili・に現れたので，その結品J[qは，

m殻類キチンと同じ α型である(図 2)。カイコ踊脱皮

殻の 13CCP/MAS-NMRスペク卜ルにおけるキチンのシグ

ナルは，精製後のキチンのシグナルと一致したo 13C CP/ 

MAS-NMRスペクトルにも変化はなかった。ジフェノー

ル化合物は熱水だけでも抽出でき，カイコ師脱皮殻をア
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図3 キチンのキチナーセ'による加水分解速度
・ :カブトムシ幼~ ・ :エピ殻c .エピ殻

図2 キチンの X線回折図
a・カブトムシ幼虫 b:カイコ蜘脱皮被
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)J見アセチル化による化γ修自Iliを行い，キトサンを鋼製し

た。乙の化学修自I[iは， 1'1'げ改~J~キチンよりも穏和な条件で

反応が進むため，分ニヂ量の低下を抑制できたと述べてい

る。さらに，Petcl防士らは 「分 f最低下の少ない脱ア

セチル化度の高いキトサンを合成するのに，毘9:¥E!:1来キ

チンは優れた素材である」と結んでいる (Struszczyk

andHahlweg， 1999)。
日本大学生物資源科学部海洋生物資源科学科の松宮政

弘教授は，魚類キチナーゼの牛理的使訓と基質特異性と

の関連を調べる |擦の~~，~質として 筆者が調製したカイコ

Y)J!I¥クチクラ由来キチンを利用した。松宮教授は，毘!ll

キチンの非結品領域がエピ・カニキチンよ り膨潤しやす

い特性に注目 した。その結果 魚瀬キチナーゼはエピや

カニなどの餌となる食物キチンの分解に，毘虫キチナー

ゼはクチクラキチンの分解など それぞれの生理的役割

に関連した特有な基質特異性を明らかにした(松宮，

2004; Matsul1liya ef al.， 2006)。松宮教肢とは， FI木キチン・

キトサン学会並びにキチン ・キトサン国際会議への参加

を通じて情報を共打してきた。松;匂教授との研究交流の

過程で，魚類キチナーゼの基質特異性の比較研究に，毘

虫キチンが活用され， 魚類キチナーゼ産牛付:物のとt:JLTJ的

役富IJの解明に役立った。多機な領域，多様な分野で、昆虫

キチンの成果が利用用されれば.毘虫キチンを利用する

研究はさらに発展するだろう。

2.3.昆虫キチンの生分解性

キチンの特長の一--つにと牛企分!附(I!I~刷fφ引' 1性|

分向併早f判性leという1機幾能を干打7する乙とが， キチンが医療m途分

野の:Jミ休素材として利用されている理由の一つである。

私たちの研究グループでは，昆虫キチンについて生分解

性試験を行った。微とと物による分解促進試験では，カイ

コ1!前脱皮殻，カブトムシガIJ9:¥，およびウシエピの各キチ

ンから調製したゲルを，農業生物資源研究所大わし地区

の敷地内で採取した|こ峻が入っ た培養液中に入れて，

300Cで 24日間培養し，培養液に1-1の有機炭素総量を比較

検討した。カイコとカブトムシのキチンゲルは培養 31=1 

住|頃から微生物による分解が始まり，ウシエビよりも分

解開始時期は早く，分解時間も短い。さらに，カブトム

シキチンゲルはカイコキチンゲルよりも分解されやすい

(図的。これは，上述の 「カブトムシキチンのキチナー

ゼに対する感受性は，エピ殻キチンより高いJ事実を裏

づける結果である。乙のことによって，カブトムシ由来

キチンの非結晶領域は，加/1く分解されやすく，膨潤しや

すい構造特性が裏付けられた (Zhangef a!ヲ2000b)。
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毘虫キチンを利用した機能性素材の作出

3.1. 水溶性キチンの合成

キチンは71くに治けず.多くの有機溶媒にも治けない。

このことが，キチンの利FIー|を妨げてきた。親水性基の化

学修飾!こよって，キチンから合成される化合物の仁1-1には，

/1<治tl.:ttホすものもある。71く治tlキチンを合成するには，

いくつかの化学修飾法がある。筆者が用いたのは次のよ

うな方法である。キチンが濃アルカリ溶液に溶けること

を利肘し，均一ー系でIJ児アセチル化を行う と，キチンのIJ見

アセチル化度が 45~ 55%の範囲の場合に限り，キチン

が/1くに溶けることが判(Lされている (Sannanelα1.， 1975)。

この方法を参考に，昆虫キチンを加えた高粘度アルカ

リ治被 (1くuritaef (/1.， 1976)をJlIし、て， IJ~~アセチル化を

行い， m~アセチル化度が 45 ~ 55%になるよう反応条件

を設定した。水溶性キチンを制製するには，原料となる

キチンの親ノI<tl:は171い方が効率的であると考えられる。

まず，毘山クチクラの見なる部位から調製したキチンの

71てに対する和平11性試験を行った。その結果，カイコ附脱

皮殻由来キチンの水に対する親和性がもっとも高かった

ので，カイコ踊!1l~皮殻キチンを使って，均一溶液系にお

けるJI見アセチル化反応を行った(羽賀， 1996a， b)。こ

の方法では， 74% の収率で，部分的に )jì~アセチル化さ

れたキチンが得られた(図5)。赤外吸収スペクトル法(松

浦ら， 1995)による，この部分脱アセチルキチンの脱ア

セチル化度は 45~ 48%と推定された。均一溶液系で約

50%のアセチル基を|徐いたキチン誘導体は，;t]<溶性を

示すことが矢j]られている (Sannanef (/1‘ 1975)。

合成した部分脱アセチルキチンも約 50%のアセチル

基が|徐かれており，室温でブlく溶tt;を示 した。飽和蒸気圧

における，水溶性]'il)分!1l~アセチルキチンの水吸着毘は，

処理前と比べ 6.3倍あり，高い吸器l性を持つよ うになっ

た (1主16;羽貨， 1996a， b) 。 普通，不均一系での反)J ~;では ，
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害した結果，高IJ見アセチルキチンが抗|宗十Itを先現したと
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3.3 抗細菌性キトサン誘導体の合成

カイコ蛸脱皮殻から調製した高脱アセチルキトサンと

N-トリメチルキトサン(図 8)は，クワ白紋羽病菌やク

ワ mM~i病菌に対してtAカピ性を示した CHaga and Shirata， 

1998)。植物病原桐|長j(こは効果はなかったo 甲殻類キチ

ンから制製した水治性キ トサンのにいには， +先制i単i'l'I:を発

現する化合物が見出されている。筆者は，水溶性キトサ

ン誘導体として，アミノ般型の N-カルボキシメチルキ

トサン (CMC)とN-カルボキシプロピルキトサン (CPC)

を合成した(図 8)0CMCのメチル基および CPCのプ

ロピル鎖は，菌糸表IIfiの疎水性部分との聞に疎IJく性相互

作mを生じるc この疎水性相互{υI:Jに基づく 抗菌性の発

現を期待したが，いずれの場合も抗菌活性は確認されな

かった。すなわち，植物病原細菌と他物病原糸状|長iに対

キチン分子表百nおよび非品部分から優先的に N アセチ

ル基が|吹かれるため，N- アセチルlT~の分布に偏りがと1 -:

じる。 ープ~~i，均一系での脱セチル化は，ランダムに進み，

伎存する N アセチル基の分布は散在する。 その ~:[~i )f~， 

キチン分平聞の水素結合が弱くな り，7l<溶性が発現する

と説明できる。なお，IJて溶性キチンにおける N アセチ

ル本のランダムな分布状態は，リゾチームによる分解性

(Aiba， 1992)， NMR分析 (Varumet 01.， 1991) から証明

されている。

やbγ。命令。ふbr/
図 7

197 

3.2. 抗力ビ性キチン誘導体とキトサン誘導体の合成

カイコ踊JJlt皮殻から合成したIJ見アセチル化度 100%の

脱アセチルキチン(図 7)は，桑の土域伝染病の一種で

ある 正l紋ょJ~J病(糸状l鈎)に抗カピ性を示した。 高)j党アセ

チルキチンは，酢酸には溶けるが71くに不j容で、ある。抗ï~i

薬剤として散布するには， 71<溶性が望ましいので，キト

サン誘導休として水溶性の 4級アンモニウム塩型 N-ト

リメチルキトサンを合成した。この誘導体は，クワ白紋

羽病I芸|とクワ胴枯病菌(糸状iJlj)に対しでも(ii糸の生育

問書作用を示した (Hagaand Shirata， 1998)。
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しては，メチレン鎖に起因する脱水性相15作用による抗

菌活性は，発現されなかった (Hagaand Shirata， 1998)。

前述したように，カイコやカブトムシのクチクラには，

ジフェノール化合物が含まれている。これらの化合物の

中には薬理活性を示す物質もあり，その薬理効果を利用

するため，キトサンとジフェノール化合物の復合体の合

成試験に筆者は取り組んだ。昆虫クチクラに含まれるジ

フェノール化合物は不安定なので，キトサンとの複合体

には，水溶液中で安定な 3.4-ジヒドロキシフェニル酢

酸を用いた。キトサン/ジヒドロキシフェニル酢酸複合

体(図的は， 大腸菌 (E.coli)及び黄色ブドウ球菌 (5

ωIreus) に対して菌増殖阻審を示した。さらに，キトサ

ンと絹フィブロイン複合体も大腸菌及び黄色ブ、ドウ球菌

に対して菌増殖阻害を示した (Hagaand Shirataヲ 1998)。

3.4. 抗血清凝固活性を示すキトサン誘導体

硫酸系で、化学修~ifli したキトサンは，血液の粘度を低 F

させる抗血液凝固間性を持つ。筆者は，クロロスルホン

酸によるキトサンの硫酸化によって，スルホン化キトサ

ンを安定なナトリウム堀(図 10) として得ることに成

功した(羽賀， 1998a; Haga et al.， 1999b)。クロロスルホ

ン酸を用いる反応系では，反応温度を低漏に設定した場

合でも，高い抗血液凝固活性を発現する誘導体が合成で

きる。その抗血液凝固活性は，臨床薬ヘパリンに匹敵す

る。この硫酸化キトサンは，人工血官や脳血桧の治療薬

としての利丹lが考えられる。
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図9 キトサン/ジヒド口キシブ工二ル酢酸複合体

Sulfation of Chitosan 

ι4J52L 
HlOSOCl 

uペn

SulfonylcWoride Chitosan 哩TOSANI 

図10. キトサンの硫酸化

3.5. カイコキチンのゲル化

カイコ由来キトサンを， 2%酢酸 -MeOI-IでN-アセチ

ル化するとゲル化した(図 11)。このゲルは，キトサン

誘導体 5% と水 95%からliI'i成され，カニやエピのキト

サンのように，キトサン塩イオン結合架橋により，伸長

して長い繊維状となり，同時に三次元網目構造を形成し

た([さ[12)。さらに，非常に薄い膜となり， [ヌ|に示すよ

うに，蜂の巣状の小胞集合体となることを見出した(張

ら， 1998)。この小胞中に溶媒を満たすとゲルになる

(Zhang et al.， 1993)。乙のようなゲルは，天然キチンよ

りも酵素分解されやすい (Hiranoet al.， 1997)。しかも，

低分子化合物は，ゲ、ルの小胞1やそ自由に移動で、き，膜壁

を通して移動できることが示唆されている(平野，

1981)。ゲ、ル内の物質移動特性を利用して，新しい医用

材料としての期待が持たれている (Hirano，1996)。

3.6. キトサンー糖鎖ハイブリツド

キトサンは，カブトムシ幼虫キチンを 40%NaOH溶液

中で，脱アセチル化して得た。各糖鎖 (0-マンノース，

Dーガラクトース，N アセチルーDーグルコサミン，フコー

ス)の還元末端を，アリルアルコールによりアリル化し

た後，オゾン分解して得られたホルミルメチル化合物と

図11 力イコ由来再生キチン

図12.再生キチンゲルの三次元網目構造



2000a， b， 2001d， 2002;羽賀・張， 2000;羽賀・Draczynskiラ

2003， 2004， 2005;羽賀ら， 2005)。

まず，キチンをカイコ幼虫、死骸から抽出して， 回収す

る方法を検討した。そこで 溶解力が強い超臨界一酸化

炭素を用いて，カイコ幼虫クチクラの構成物質である脂

質を除去する方法を検討した。一酸化炭去の臨界点

(31.IOC， 73.8 Bar)以上の範囲で，温度と圧力を変えて

抽出を行った結果，脂質がクチクラから抽出できた(図

19)。庄)J一定の場合，抽出量は温度に依存して増加した。

抽出された物質は，アセトン，クロロホルムとヘキサン

治液に可溶だった。超臨界二階化炭素を用いた場合，室

キトサンのアミノ基との還元的な N-アルキル化によっ

て，キトサン職鎖ハイブリッドを合成した(図 13)。

糖鎖とキトサンの各ハイブリッドの収率(%)および置

換度 (0~ 1.0)は，次のとおりだった。マンノースキ

トサン:80%， 0.5，ガラクトースーキトサン:72%， 0.5， 

アセチルグ、ルコサミンーキトサン・ 78%，0.7，フコース

キトサン:94%， 0.6であった。毘虫由来キチンから調

製したキトサンに，細胞認識能を有する各種の糖鎖を，

側鎖として導入したキトサン糖鎖ハイブリッドを合成

した。このハイブリッドは，キトサンおよび粕鎖の本来

の活性を維持しつつ，さらに新規な機能を有する，新た

な生{木材料として利用可能である (Liel o!.， 1999，2000)。

n 
NHOS02Na 

硫酸化キトサン

CH20H 

図 14

3.7. 毘虫培養細胞株の短期間樹立技術の開発

今回ら(当時は農業生物資源研究所・ 毘虫生産了.学研

究グループ・昆虫細胞工学研究チーム)は， 昆虫のNj代

細胞培養j刊に適した新しい MXi行地を開発した(今!主iら，

2002)。これら培地は，これまで増殖が困刻iだった精巣

や脂肪休の各組織由来細胞の増殖を促進する。さらに，

毘虫の初代培益における細胞外マトリックスとして， 筆

者が合成したカイコ踊脱皮殻由来キチン誘導体(水溶性

キチン，陥商変化キトサン図 14:N-トリメチルキトサン図

15)を利用したところ，細胞増地促進作用が認められた。

カイコ個休から摘出したI飢球系細胞や卵巣組織・精巣組

織FIこ|来細胞(図 16，17) の増地を促進する効果があっ

た(今酉ら， 2002)。

酬
?い

図 15
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図 16 力イコ精巣細胞(無添加)

3.8. 高分子ミクロスフェア作出に必要なキチンの回収

筆者は，メタノールに溶けるジブチリルキチン(図

21)を合成し，溶媒蒸発マイクロカプセル化法を用いて，

自分子ミクロスフェアを作出した(図 22，23)。これを，

キチンの生分解性による徐放効果を利用したドラッグデ

リパリーシステムへ応mするため，毘虫クチクラから精

製したキチンを用いて，徐放'I~I:. ミクロスフェアの作出に

取り組んだ。

ミクロスフェア調製に必要なキチンは，毘虫工場廃棄

物から回収する手段を考案した(図 18:~J~J 貨 ， 岡
田
二
ム
、
斗
山
市
，
い
¥
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カイコ精巣細胞(添加)図 17

1999b， 

4L4L4し/
NH2 NH2 NH 

αL-FucαD-FucαD-GlcNAc守、、~ス

αーD-GlcN，αーD-M血.or s -Lac ヤ~-叫品川O

図13. キトサン-*.融資ハイブリツド
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カイコ幼虫死酸め資源化に向けた再利用

有用物質生涯現場 箆鰻・選別議置leI:
抽出液 カイコ幼虫死際

専用として設計

z，暫留 ? 
121.c 60mln 吹長官ハ ゴ

rM盆織 カイコ幼虫死磁『 予ι

奇勝、

鰯
クチクラ絹糸腺残潰粉末

可gp v 

詑燥

4・・
'.J~' 

廃棄物箆鰻処理装置

J廃棄吻選別議置

図 18 毘虫工場廃棄物の処理 リサイクル系

図 19 超臨界二酸化炭素でカイコ幼虫クチクラから抽出さ
れた溶液

組に近い?12皮でも脂質は抽出されるので，有機溶媒をJJII

熱還流して回収する従来法(~とつ悶， 1995) と比べ，熱に

よるキチン分子の構造変化は認められなかった。有機溶

媒を使わないので，廃液処理が不要である。減圧操作に

伴い， 二般化炭素は気化して独自しない。「奥まで、入り

込むJrものを良く溶かす」性質を利用すれば，回休状

の物質から特定の戚分を抽出するのに，起!臨界一般化炭

索は有効な刀法である(後藤，2007)。このようにして，

組臨界ニー般化炭素抽出法を採用する利点が明らかになっ

た。

カニやエビなどの甲殻類キチンに比べて，非私!i品領域

が分解されやすい毘虫キチンを用いた場合，精製H寺の反

応温度を下げても収率は減少せず，反応時間も大III~に短

縮できた。毘虫クチクラからキチンを調製する場合，反

応温度を低棉に設定できるので，解重合によるキチン分

ザ毘の低下や脱アセチル化が+11附IJできた(羽賀・張，

1999;羽賀， 2001a， b， c)。カイコ幼虫キチンは印殻矧

キチンと比べ熱に明い。熱によるキチンの併重合を抑制

200 

するため，毘虫クチクラから脂質を除去するには， j5.i自

でも:J:HIIJ:\可能な起I?~~I;界二自主化炭素抽出法は，長適な方法

である。

カイコ幼虫表皮の主成分は，タンパク質，ジブェノー

ル類，キチン，および脂質である。ジフェノール類とし

てはカテコール，ノルエピネフィリン， ドーパ，および

メチルドーパが検出された(羽賀 ・張， 1998， 1999)。

脂質の抽出は，超臨界状態の一般化炭素(臨界点 31.IOC，

73.8 Bar) とカイコ幼虫表皮 (1ヌ120)を接触させて 350C

に保ち，百一力を 6段階に設定して行った。:J:r1lI-l-¥された脂

質成分は，溶液;自分解能I)CNMR スペクトルと高分M~

能質量分析から，不飽手1.11.玄の県なる脂肪酸の混合物であ

ること が判明した。温度を 350C一定 とし， 圧力を

200 Bmから日くすると，抽出物(脂質)の量はt'，，¥，I1][1し

た(表 1)。これは，圧力が高くなる と巴|臨界一目立化

炭素の密度が大きくなり，脂肪駿をj創作させる能力が増

大したためである。実際には，500 Balの時に1111出量は

最大値となり， 600Balでは逆に1111出場は減少した。 万，

圧力を固定して開度を重工化させると，低温ほど脂肪般の

抽出;置は減少した。一般には， jE度が低いと也臨界二

円安化炭素の密度は大きくなり，脂肪酸に対する溶解能力

は増大する。しかし，低楓ほど，超臨界:自主{ヒ炭素に治

liJ!jiした1'IIIlH成分の拡散が遅くなるので， 二酸化炭素によ

る脂肪酸の1'r111:11速度は減少したと考えられる。カイコ表

皮のような生(木材料を扱う場合には，脂肪酸の抽出最は

低下するが，熱による脂肪肢の劣化を防ぐためにも低温

で抽出することが望ましい。

カニやエピなどの甲殻には，タンパク質，キチンとカ

ルシウムが存在するのに対し，カイコ幼虫表皮には，カ



プの突からビール苦味成分の除去など， tllil:~，とは逆に，

不要成分を除去する技1jl~も盛んに展開された。 超|臨界流

休を利用した大規模な実用プラントが建設されたのもこ

の時期である(長浜， 2002)。

超|臨界流休技術開発の第二段階は， 1995 年~ 2000年

の期間である(佐古・岡島， 2006a)。二階化炭素に代わっ

て超臨界7Jくや超臨界アルコールなど，分解力の大きな超

臨界流体に注同が集まった時期である。ダイオキシンや

PCBなど有害物質の#!¥宥化，廃棄物のリサイクルに関

連して，環境問題解決への手段としての則絡が強かった

時別である。1995年は， r)}i f~1 ・淡路大農災が発ヨした

年である。そして， 2006年頃からは， 12産物の残留農

薬に対するj旦fljlJが強化され，微量の残留農薬の効率的な

検出手段として，組問il界j州制こ注同が集まってきた。

超1:臨界流体技術の今後の展望としては， 1奥まで、入り

込む(浸透力)Jと 「ものを良く溶かす(溶解)J)Jの特

性を活かして，マイクロカプセル製造技術，ミクロの構

造を持つ半導休の精信洗浄などに大きな期待が寄せられ

ている(佐古 ・岡島，2006a)。新菜料の開発，とりわけ

昆虫キチンや絹タンパク質など、の生休素材を利用した製

造プロセスに関わる附究においては，組I:~)t';界流体の活Eが

するiぷjは拡大するだろう。なお，超lL11;界流休の特性，超

|臨界流体技術の開発と応用については，複数の子主籍が11-¥

版されているので，それらをご覧いただきたい(湾膝，

1996‘荒井，2002司長浜・鈴木， 2002、阿尻，2004;吉圧1，

2004;佐古 ・岡島， 2006bラ原111，2008ヲ化学工学会超 !~Y(;

界ih休部会編，2008‘佐九 2008)。一方，化学工学会l巴

|臨界流体部会が取りまとめた 「超 !~l~界抗体部会成果集

(ワーキンググループ活動報告 No.5)J (2007) は， 特，:H:

/:1:\仲良状況も含めて，超I:~w;界流休技術の基礎から応用まで，

広範な情報が得られる資料として重宝している。

ルシウムはイ7在せず，ジフェノール化合物が含まれる。

タンパク質はキチンやジフェノール化合物と強く結合し

ているため，温和な条刊での抽山は困難である。今回，

タンパク質の抽出で、は， 1 N 水酸化ナトリウム溶液Itlで

加熱するh法を選んだ。lN塩離でジフェノール類宅E抽

出し， 1 N水酸化ナトリウムでタンパク質を収り除いた

後，キチンが単離された。脂質以外の表皮の組成は，表

lに示 した。キチンの割合は，超|臨界二酸化炭素の抽出

条刊に関係なく， 12.5 ~ 16.9% の範囲にある。 字方，

温度 350Cで脂質を1'111出した11寺，抽出時の圧力が高いほ

ど，ジフェノール矧は溶，':1:'，しやすく，反対にタンパク質

は 容U:¥されにくい傾向が認められた。超臨界:酸化炭

系のillll:¥1条件によっては，その後のジフェノール類とタ

ンパク質の溶11-¥量に影響を与えた。

起I:~~l;界流休抽出装置(米国アプライド・セパレーショ

ン担，SFE-2 ~~ )が， 筆者の研究室に設嵩されたのは

2001 年 12月である。|工|本における起臨界流体技術開発

の第一段階は， 1985 fT=ニ~ 1989fT=ニにかけてであった(佐古・

阿島，2006a)。超|臨界一酸化炭素を使った天然物からの

irj]I.U技術が主流だった。1985年は，茨城県つくば市でI1主|

|燦科学技術博覧会」が開催された年である。 f，~l油からは

DHA，花からはエッセンシャルオイルが選択的に効率

よく， しかも布機溶媒を使わずに.J=ill山できる(長浜，

2002)。 今方，コーヒー豆からのカフェインの|徐去，ホッ

酬
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間
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3.9. 高分子ミクロスフェアの作出

次いで，ミクロスフェア作出に必要な仁IJ溶性キチン誘

導体を合成するための化学修飾法を検出 した。過塩素敵

の存在下で， 1!f1)]-<酪酸を溶媒としたエステル化反応を行

うと，ブチリル基は，キチン分子全ての水酸基に導入さ毘虫工場廃棄物から選別回収した力イコの表皮図 20

力イコ幼虫表皮の組成表 1
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れ，量換率 100%が達成された (Szosland，1995， 1997a， b; 

Szosland and Szocikヲ 1999;Haga et a!.， 1999a)。しかもこ

の反応は 250C，311寺聞で完了し， 95%の高い収率でジ

ブチリルキチン(図 21)が合成できた。毘虫キチンの

反応系において，安価な反応試薬(無水酪酸)と触媒(過

堀素酸)を使用し， しかも置換率 100%が達成される化

学修飾法を確立した(羽賀， 1999a)。

さらに，メタノールに可溶となったブチリルキチンを

利用して， Yftl/7Jて系単一エマルション溶媒蒸発法を用い

て，ミクロスフェアの調製を行った (Szosland，1997b)。

従来から使用していたオレイン酸ナトリウムに代わり，

食品添加剤であるグリセリン脂肪酸エステルが乳化剤と

して利用できた。乳化剤として食品添加剤が利用できれ

ば， ドラッグデリパリーへの応用に際し，安全性の観点

から大きな利点、になる。

ジブチリルキチン・メタノール溶液の濃度と，泊中に

おける撹伴速度を適切に嗣挫することにより，ミクロス

フェアの粒径分布|備を狭くすることができた。すなわち，

メタノール溶液の蒸発速度とポリマー濃度の調控が，粒

径の均一化に影響を与えることが確認できた。実際，ポ

リマー濃度が 10% (w!v)で， t覚作速度 1200rpmのとき，

粒径分布が狭く，均一な形状のミクロスフェアが得られ

た(図 22，23 ‘ ~J~J賀， 1999a)。

引き続いて，ミクロスフェアと薬物の複合化を図り，

薬物の徐放性を般討した。復合化する薬剤lのモデ、ルとし

て，テオフィリンを利用した。気管支拡張剤として臨床

で平Ijmされていること，ハイドロゲルを支持休としたド

ラッグデリバリーへの応用例 (Pitarresiet al.， 2003) が

あるなどの理由から，テオフィリンは， ドラッグデリパ

リー研究に適している。テオフィリンとジブチリルキチ

ンを混合して複合化したミクロスフェアは，良好な球形

を形成した(図 24)。薬剤添加によるミクロスフェアの

形状への影響はなかった。

次いで， pH 1および pH6での薬物放出試験を行った Q

まず， リン階緩衝液 (pH6.86) を用いた試験では，テ

オフィリンの放出速度はミクロスフェアの粒径に強く依

存する。粒径の小さなミクロスフェアほど放出速度は速

かった。ただし，粒径の大きさによって放出速度が異な

る傾向は，放出直後では認められなかった。このことか

ら，テオフィリンの大部分はミクロスフェアの核近くに

存在すると揖察される。一方 ~~I~酸緩1'lnwz (pH 1)にお

けるテオフィリンの放出試験では，粒径が 38~ 63 ~lm 

の微ノトなミクロスフェアからは薬物が急速に放11.¥され，

4分以内に全て放LI'，された。粒径の大きなミクロスフェ

アよりも徐放速度は高かった。なお， pHの低い問主任l:領

域では，ミクロスフェアはJ員壊していた。3時間後，徐

放試験j伎の I :!~ にミクロスフェアは， 全く観察されなかっ

た。これは，強い敵性条件下で，ジブチリルキチンが加

水分併を受けて低分子化し，ミクロスフェアの形状を紺

持できなくなったためである。 I:!-I'!t域での徐放性から，

カイコキチンミクロスフェアの徐放伯担体としての有m
性が示唆された。
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図21 ジブチリルキチンの合成

口 <20ドm

• 20 -38μm 

ロ 38-63μm 

ロ 63-75μm ・75-90lIm 

ロ 90-12511m

• 125・150ドm

口 150-180pm

• 180-212ドm・212・250pm

口 250・300μm

困 300-425 pm 

70 
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図22目ミクロスフェアの粒径分布(撹持速度 左:1200 rpm，右 ι800rpm) 
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図23 ミクロスフェアの SEM画像

図24 テオフィリンを含有したミクロスフェア

さらに，ミクロスフェアからの薬物放出特性を評価す

る新しい試験法として， よト3-*微粒子青|担IJ法の利用を試み

た。この計iWJ1.よは，筑波大学数現物質科学研究科化学専

攻の中谷清治准教援が考案し，開発した技術である (1-1:1

谷，2005)。

「ミクロスフェアなどのマイクロカプセルにおける抽

出・放出過程などの速度制御を目的とした研究は， 医薬，

農薬や印刷などl幅広い分野において重要である。従来そ

のような研究は多粒子を用いたjj法で、illiJ定が行われてい

たが，多粒子系においては平均値の情報しか得られず，

粒子間距離で粒子近傍の濃度勾配が変化するため，詳細

な速度論的解析は困難であった。当研究室では，顕微鏡

下で微粒子をマイクロキャピラリーで操作し，吸収スペ

クトルをiJ!lJ定できる手法を開発し，単一微粒子系で速度

論的解析を可能としているJ(小林ら， 2006)。すなわち，

マイクロキャピラリーを用いて，単一の粒子 (図 25)

を染料溶液に添加できるので 色素を聞いて一つのミク

ロスフェアの細孔内における物質移動挙動がわかる。

単一微粒子計出IJ法を知ったのは， 2005年 l月 31日，

つくば国際会議場で開催された“第 4四つくばテクノロ

ジーショーケースで、の発表だ、った。中谷清治准教授(当

図25. マイクロキヤピラリー(右側)に捕捉されるミクロ
スフェア
(写真提供:筑波大学中谷清治准教授)

時は助教J受)は，分野カテゴリー「岳l'iWJJ，発表種別「役

に立つ」の区分で， I単一粒守ーの計出IJと反応方法」と題

して発表された(I~~I 谷， 2005)0 Iマイクロカプセルから

の薬物放出機構や粒 j三の性能解析を本法で、行う乙とによ

り，微粒下系の材料開発が容易になる」と，中谷准教授

は，この技術の将来展望を諮られた(中谷， 2005)。こ

の単一微粒子計測法は，ミクロスフェアの特性評価に適

した技術であると判断した。その後，筆者は， I :I ~谷准教

慢と連携して，カイコ幼虫由来キチンから作ったミクロ

スフェアの放出過程を調べる運びとなる。

実験の結果，色素フェノールブルーはミクロスフェア

の細孔内に吸着されているのがわかった。ブェノールブ

ルーは細孔内部に入り込めるが，フェノールブルーより

分子の大きいアシツドオレンジ 5を山いた実験では，ミ

クロスフェア内部には入らず，表面層にのみ吸着されて

いた。ミクロスフェアの細孔が非河川こ小さいため， ポア

拡散できず¥紺|孔E互に沿った表而拡散が支配的であった

(小小木ら， 2006; Nakatani et a/.， 2008)。このように， カイ

コ幼虫由来キチンでイ乍ったミクロスフェアの微細構造の

特性が明らかになってきた。

「つくばテクノロジー・ショーケース」は，つくばサ

イエンス・アカデミーが筑波研究学園都市にある研究機

関と一緒に， 2002年から開催している研究展示会であ
酬
?於

る。研究者や技術者が，最新の研究，成果，アイデア， 田

技術を持ち寄り，相互に披露し交流することを目的に始 喧
めた催しで，研究者・技術者自らが企画し，主体的に進

めていることが大きな特徴である。本イベントの狙いは，

「研究者・技術者相互の交流，研究者・技術者・企業・

行政の横断的交涜を促進すると同時に，新たな発想、に基

一入
斗
オ|
¥よ

¥ミ

く
O 

CXl 
O 

づく研究やベンチャー事業の契機となる場を提供するこ

と，そして幅広い分野の研究者・企業関係者に新たな出
Z 

会いとひらめきの場を提供することにある 」(11ttpJf g 
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acadel11 y. furea i. or.j p!showcase/i ndex. html)。 このような研

究展示会で，筆者は新しい技術と出会ったのである。す

なわち，筑波大学が持つ最新の技術と COE成果との融

合に向けた第会歩であった。

毘!:L(キチンからミクロスフェアを作出する研究では，

ウッジ技術大学 (ポーランド)と連携した研究交流が，

たいへん有効に機能した。 COEI毘虫機能利用」研究プ

ロジェクトの海外派遣制度で参加した，第 l巨|欧州キチ

ン学会国際会議 (Dol11ardet al.， 1996; www.euchis.org)で

の出会いを通じて，ウッジ、岐市lij大学高分下物思化学科の

Dr. Lidia SzoslandとDr..Ioanna Szul11ilewiczらの研究グ

ループとの研究交流が始まった。 Dr.Szoslandらのグルー

プは，オキアミキチンを利):I:Jした医用材料の開発研究に

取り組んでいた(平l賀， 1998b)。キチンを利用したバイ

オマテリアル開発研究を先導するポーランドキチン学会

の拠点で、もあった (Szosland，1995， 1997a， b; Szosland and 

Szocik， 1999) 0 Dr. Szoslandの招牌を機に， 毘虫キチン

からドラッグデリバリーに利用できるミクロスフェア作

/1¥の研究が始まり， 1998年 10月にはカブトムシ幼虫キ

チンからミクロスフェアの製造に成功した(羽賀，

1999a)。その後，欧州キチン学会|亙際会議での成果発表

(第 21旦1，Lyon， 1997 ;第 31己1，Potsdal11. 2000 ;第 5巨/，

Trondheil11， 2003)，筆者の研ラピ卒への恒則jf府下， ウッジ

技術大学で、のliJf究打ち合わせなど， Dr. Szoslandらのグ

ループとの国際研究交流を展開した。さらに，日本学術

J長興会外国人特別研究員制度の支慢を得て， 2002年 10

月から一年間，ウッジ、技術大学高分子物理化学科の助手

として勤務していた Dr.Zbigniew Draczynskiを筆者の研

究室に保山できた。 これにより，毘~(キチンミクロスフェ

アの研究が加速的に推進できた。

一方， ポーランド目立化学繊維研究所(LodたPoland)

のDr.Danuta CiechanskaとDr.Magdalena Kucharskaらは，

キチン，キトサン， aifタンパク質を利用したバイオポリ

マー開発研究に積同的に取り組んでおり，筆者と共通の

目標を品つことから，国際研究交流を始めた。2000年

度には， COE I毘虫機能利用」研究プロジ、ェクトの外国

人研究者出rp;~制度を利用して 筆者の研究室に短期j帯在

した。その後，キチン・キトサンと絹タンパク質の複合

化を基幹技術として，機能性繊維および医療材料の開発

へと展開した (Strobinel al.， 2006a， b， 2007; Kucharska el 

a!‘2008)。

3.10. カイコ幼虫表皮から抽出された暗肪酸

超1:臨界一酸化炭素によって カイコ幼虫表皮から抽出

された脂肪般について，溶液高分解能 13CNMRと高分解

204 

fi巨質量分析によるマススペクトルを測定した。その結

主14，イコサテトラエン酸 C2oH，，02' イコサトリエン酸

C2oH3402' イコサジエン酸 C2oH3602' イコサエン階

C2oH3S02' アラキジン酸 C2ol-14002の混合物であることが

わかった。 同肢に，超|臨界二階化i実業を汀lいて，カブト

ムシ幼虫表皮からは， パルミチン階 C16H3202' オレイン

|酸 ClsH3402'およびリシノール酸 CIsH3401が抽出された。

オレイン酸が主戚分である。

カイコ幼山とアメリカシロヒトリ幼虫、の表皮には， 炭

素数 20から 8まで、の脂肪酸が存在する。炭素数 12から

6までの脂肪酸は，糸状菌の生育を阻害する (Saitoand 

Aoki， 1983)。これら脂肪酸にはこi三休防御機能としての働

きがある。

j出臨界二階化炭素を):j:Jいると，毘虫工場廃棄物として

のカイコ幼虫死骸の表皮から， 炭素数 20の脂肪酸だけ

が抽出された。超臨界二酸化炭素の溶解力は， 圧力と温

度を変化させることで制御できるので， 1'111出条件によっ

ては，特定の脂肪階だけを選択的に拙 11 11分間mできたと Hí~

察される(岩井，2002)。一方，魚介類の脂質に多く 含

まれる EPA(エイコサペンタエン酸.炭素数 20) や

DHA (ドコサヘキサエン酸:炭素数 22)などの高度不

飽和脂肪酸は，心血管系疾患の予防効果， 1'fLJ:~:刻j県，お

よび記憶学習調節能などの生I:lli活性が注目されている

(~LII:EI ， 2001， 2002;後藤， 2002)。カイコ幼虫表皮から

抽出された脂肪酸(イコサテトラエン限，イコサトリエ

ン酸，イコサジエン酸，イコサエン酸，およびアラキジ

ン酸)にも， 未知の+JW活性を有ーする可能性が残されて

いる。

3.11，毘虫工場廃棄物から回収した滅菌残漬のαーグル

コシダーゼ活性の阻害効果

カイコを用いた有用物質生産系(毘山工場)において，

有用物質を含む体液を採取した後には， 副産物として蚕

幼虫死骸が残る。死骸は，ウイルスの不活化のため洞式

高温(オートクレーブ)で処理される。滅菌処珂後には，

幼虫死骸のほかに抽出液が生じる。幼虫死骸を乾燥，選

別すると， 最終段階で技法粉末が回収される(羽賀，

2001c‘羽賀ら， 2005)。そこで，カイコ内科物が主成分

の滅菌抽出減と残法粉末の有効利用を図る同的で，それ

らの α グルコシダーゼ阻害活性を調べ，糖尿病予防素

材としての可能性を検討した。1210Cで滅菌処理したカ

イコ幼虫死骸J:al出液(図 26) は，遠心してよ澄み (図

27) と沈殿(図 28) に分献した後，凍結乾燥して粉末

に調製した。残溢粉末は，乾燥固形物から選別回収した。

生桑葉 5g，カイコ粉末 5g，および乾燥粉末 (桑とカイ



3.12.αーグルコシダーゼ阻害活性を示すデオキシノジ

リマイシン (DNJ)の存在

カイコ幼虫から調製した粉末は，血粕上昇抑制作用者E

示す (Ryuel al.， 2002) ので，食品への利聞が期待され

ている(将[1， 2000)。カイコガ1:Uの餌である桑紫は，強

い α グルコシダーゼ阻害成分の 1-デオキシノジリマイ

シン (DNJ，図 30)を多量 (0.11'1'0対乾物量)含む (Asano

et al.， 1994)0 DNJ には，結~t尿病予防効果，便秘改普，

コレステロール低下，血栓予防，およびダイエット効巣

などがある(八!i(z，2002)。カイコ幼虫は，休内で DNJ

を 2.7伯にまで濃縮し (Asanoe/ al.， 2001)，カイコ幼虫

由来の DNJにも印刷?降 1;作用がI確認されている (Ryuet 

al ヲ 2002) 。 このように，カイコ幼虫は，桑葉より刻~51ミ的

な機能性食!?I原料と考えられ，カイコ幼虫の]).j，:楽的利m
が期待される。八並ら (2003)は， rカイコ幼虫の αーグ

ルコシダーゼ、の阻吉活性は 系統や齢J~Jにより異なるの

で舌'1'1:の強い系統や佐KtNJをそろえて，大量に育成すれ

ば，極めて効果的な食品素材となり得るj と結論づけて

示唆された(八校・羽賀， 2005)。コ幼虫死骸滅菌技法)2.5 gに対し，蒸留AくをfJllえてホ

モジナイザーで陪砕したo iJ!lI定時に， 150倍に希釈した

j夜を猷験溶液とした。ラット小腸由来 αーグルコシダー

ゼに対する間害活性を，マルトースを基質として測定し

た。カイコ幼虫死骸のうち，滅菌抽出取の上澄みと沈殿

の αーグルコシダーゼ阻答活性は，乾燥桑葉粉末より強

かった ( 1~129) 。

カイコ(小伝丸 5齢)と生桑葉の獄中:1濃度は二倍であ

るにもかかわらず，阻害活tlは弱かった(図 29)。一方，

滅菌抽出液 U:.i笠みと沈殿)の阻害許可性は滅菌残j査(幼

虫死骸)よりも強かったのでオートクレーブ処理によっ

て阻審成分だけが1'111出されていることが考えられる。i威

闘J:i11L1li夜は咽糖尿病予防素材として利J-J.Jできる可能性が

いるo

筆者一は，昆虫」こl~)J廃棄物として回収したカイコ幼虫死

骸を資源化する|三|的で，廃棄物処理・リサイクル系を1'1'，';

築した(羽貨・4長， 2000:羽賀， 2002:平l貨・Draczynski，

2005)。カイコ幼虫表皮からキチンの111111'12003， 2004， 滅菌後の力イコ幼虫死骸抽出液図26

滅菌抽出物の上澄み

滅菌抽出物の沈殿

i主主菌汚。?査

桑葉粉末

蚕 (IJ、石丸5齢)

生桑葉
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図29 力イコ幼虫死骸滅菌残j査，桑葉粉末 1蚕と生桑葉のラッ
ト小腸由来αーグルコシダ ゼ阻害活性の比較
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1ーデオキシノジリマイシ図 30滅菌抽出液の遠心分離後の沈殿図 28
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を試みたこと も毘虫工場廃棄物資源化のー環である。そ

して，滅菌抽出液(上澄み，沈殿)は， αーグルコシダー

ゼ活性を阻害することを見 出 した CSaitoand Aoki， 

1983)。次いで，迅速で高感度の新しい DNJ定霊法

(Kil1lura elα1.， 2004)を考案した (独)農業・生物系特

定産業技術研究機構 ・東北農業研究センターに分析を依

頼した。その結果，滅菌抽出液(上澄み，沈殿)から

DNJが検出された。有用物質生産系(毘虫工場)での

カイコの飼育は人工飼料を用いて行われている。 人工飼

料には桑葉粉末が含まれる。したがって，廃棄物として

回収したカイコ幼虫死骸の体内に，桑葉粉末が残留する

ため， DNJがカイコ幼虫体内に蓄積されていた可能性

がある。滅菌抽出液に見出された αーグルコシダーゼ活

性の阻害は， 柔葉由来DNJ~こ起因すると推察された。

4. 要約一毘虫キチンを利用するための研究一

昆虫由来キチンの構造を解析した結果，毘虫キチンは，

甲殻類キチンと比べ11[17Jく分解され男く，脱アセチル化さ

れ易いので，穏和な条件で分子量の低下を抑えた化学修

~~iがで、きることを明らかにした。 毘虫キチンの特性を活

かして，キチンを原材料に した，機能性素材の作出に取

り組んだ。水溶性キチン，糸状菌に実lし静菌作聞のある

キトサン誘導体，抗血液組問活性を示すスルホン化キト

サン，大腸l業!と黄色ブドウ球菌の増姐を阻害するキトサ

ンとジフェノール複合休 ・キトサンと絹フィブロイン複

合休，ミクロスフェアなどの機能性素材を作出した。硫

酸化キトサンと N-トリメチルキトサンは，細胞増殖促

進作用があり，このキチン誘導体を培養基質として利用

する ζ とにより， 毘虫精華細胞株の短期間樹立技術の確

立に貢献した。

さらに，ドラッグデリパリーシテムへの応用を目標に，

毘虫キチンを材料とした薬物徐放性ミクロスフェアの開

発を推進した。ミクロスフェア調製に必要なキチンは，

昆虫て場廃棄物から回収する手段を工夫した。そのため，

溶解力が強い超臨界二酸化炭素を用いて，カイコ幼虫ク

チクラの構成物質である脂質そ除去する方法を考案し

た。超臨界三酸化炭素を用いると， 室温に近い温度で脂

質を抽出できるので，熱によるキチン分子構造の変化を

抑制できた。有機溶媒を使わないので廃液処理が不要で

あり，減圧操作に伴いニ駿化炭素は気化して残留しない

など， 環境を汚染しないので，超臨界二酸化炭素は毘虫

クチクラから脂質を除去するには最適な方法で、ある。さ

らに，キチンミクロスフェアの合成系を確立し，粒径を

調整できる条件を見出した。
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5.昆虫キチン・キ卜サン研究の今後の展開

2009 ~ 2010 年度の日本キチン・キトサン学会長を務

めた相羽誠一博士(産業総合技術研究所 ・ライフサイエ

ンス分野・生物プロセス部門・生{*物質工学研究グ、ルー

プ)は， 2000年から発刊されている BiomaCl仰 10IeculesC米

固化学会)に掲載されたキチン ・キトサン関連の論文を

検索した。 そして， 2010年末までの 11年聞に，タイト

ルに chitinとchitosanが入っている論文は264報も発表

されていたという o r生体高分子分野の学術雑誌にもか

かわらず，タンパク質や核酸に関する論文よりも， chi-

tll1と chitosanがタイトルに名を連ねている論文が意外

にも多かった」と，キチン・キトサン学会誌 uキチン・

キトサン研究 (Yo1.17，No.l)"の巻頭言で語っている。

さらに，キチン ・キトサン研究を{府固執した印象を次のよ

うに述べている。「論文のタイトルを見て思うことは，

化学分野でまだまだ展開できる研究課題があるのではな

いか。ナノテクノロジー，バイオメディカル，光機能な

ど，キチン，キトサンのユニークな構造と性質を利同し，

また，キチン，キトサンの化学修創刊こより新たな機能を

付与し， 高機能材料としての利用に向けて， 峨々な方法

が研究されるべきではないでしょうか。その結巣として

の日本からの高質な研究発表を期待しますJC相羽，

2011 )。

相羽|尊士は， 今後展開すべきキチン ・キトサン研究に

ついて，“キチン，キトサンのユニークな構造と性質を

利用する"観点に注目した発言をされている。筆者は，

1996年以降の研究過程で，甲殻類キチンと比べ，化学

修自fji反応における“毘虫キチンの優位性"を見出してい

る。この優位性は 「毘虫キチンの構造特異性j によって

引き起とされる。したがって，毘虫キチンにおいても，

そのユニークな構造特異性を活用する工夫をすれば，ユ

ニークな機能性素材の開発は今後も展開できると筆者は

期待している。

6. おわりに

筆者の研究の原点は「繭の解じょに関する研究」であ

る(羽賀， 1982)。養蚕業では解じよの良い繭を作ること，

製糸業ではいかに効率よく生糸を生産するかが，現場で

の重要な目標であった。確固とした産業基盤があればこ

そ，革新的な技術が芽生えて くる。そのよう な技術革新

の流れのrlコでは， 新しい技術者E支える科学や学問の存在

も重要である。製糸や絹に関する特筆すべき成書として，

「製糸学JC鈴木， 1952， 1957)および「絹糸の構造J(伊

藤， 1957)が筆頭に挙げられるだろう。繭や生糸品質に



関わる研究も，その時代の科学や先端知識を取り入れて

同化されてきたようだ。

北村愛夫東京農工大学名誉教J受 (2009年 10月 6日ご

逝去された)は，物理化学者E基礎とした界面化学的手法

を 「絹の研究」に積極的に取り入れて， r製糸工程にお

ける絹繊維の界面現象に関する研究」を完成させた(北

村， 1982)。筆者は， 1976年から北村教授の指導を受け

ながら， i繭の解じよJの研究を始めた。繭の解じょの

良否は繰糸工程，生糸品質，生糸歩合と密接な関係があ

り，繭の品質を評価する重要な項目である。繭解じよの

良否の指標として，セリシンの溶解牲に着目し，界面化

学的視点から取り組んだ。その後，製糸学の範1憶を越え，

f解じよと蚕品種との重要な関連性jを強く認識し，研

究の領域を生化学や生物学へと広げていった。つまり，

カイコという毘虫を意識しながら，繭の品質を決定づけ

る解じょの研究を展開し始めた。すなわち，カイコのiと

まれ素性を知ることが，その後の絹タンパク質やキチン

を用いた素材開発(もの作り)において，いかに大切か

を学ぶのである。

蚕品種との関連で繭解じょを調査した成果として，次

のような知見が得られた。「繭の解じよ率並びに繰糸条

件に特異性を有する蚕品種を用いて，絹糸腺セリシンの

スラブ電気泳動を行い， S -A， S -8， S -Cの 3成分に

分画して，それらの系統間変異を見出した。これらは繭

糸外屈のセリシン Iのま成分であり，解じよネおよび繰

糸特性と深い関係を有するものと判断した。解じよ率不

良系には S-A，良好系には S-8がそれぞれ検出されたj

(羽賀， 1982; ~J~J賀ら， 1980， 1988)。

絹タンパク質の分析には SDS電気泳動法 (Laemmli，

1970) の普及が大きく貢献してくれた。とりわけ，カイ

コの絹糸腺や繭層タンパク質の電気泳動分析技術の進展

は，非常に効果的だった(蒲生， 1円97η3ラ Sp戸ra持g忠引u悶lにe，1975ヲ

Ga叩moetαal‘l円977η)。電気討泳く雷動j法の活月用干で、は， 筒井亮毅|尊

士(当時香蘭女子短期大学教授)並びに庄野崎直守ー博士

(当時福岡女子短期大学教授)にご、指導いただいた。庄

野崎直子教授は，カイコのセリシンタンパク質を対象に，

歪品種聞の遺伝学的挙動を調査・分析した(庄野崎，

1984)。解じょに関連するセリシンの溶解性の研究の中

で，蚕品種[こ着目した研究として，宮原(1979)による

「繭層練減率の低い多糸量系統の選抜に関する試験」が

挙げられる。

このような研究履歴をもった筆者が， 1996年から

COE i毘虫機能利用」研究プロジェクトに参画し， 10 

年の長きにわたり「毘虫由来キチンの機能改変とその利

用技術の開発」に従事してきた。毘虫キチン研究を始め

て間もない頃，藤井博九州大学名誉教授(当時九州大学

農学部蚕学教室)から，九州大学農学部家蚕遺伝子実験

施設において系統保存している突然変異種「数珠蚕J(峰

木ら， 1981) の存在を知る。この蚕幼虫、は， 411民時ある

いは踊化のとき脱皮が困難となり緊死する。乙の脱皮困

難な症状は，幼虫クチクラが厚くかっ硬い性状に起因す

る。だから，毘虫キチンの特異性を知るには，この数珠

蚕のクチクラが最適なサンプルになると判断した。この

数珠蚕が， 筆者にとっては，貴重な毘虫キチンの試料第

号になった。筆者は「カイコという毘虫を意識しなが

ら，研究を展開し始めた。すなわち，カイコの生まれ素

性を知ることが，その後の絹タンパク質やキチンを用い

た素材開発(もの作り)において，いかに大切かを学ぶ

のである」と述べた。この数珠蚕とのU:¥会いこそが，そ

のような意味で， iクチクラに特長あるカイコの素性を

知るJ上で，たいへん役立った所以である。

COE r里虫機能利用」研究プロジ、ェクトを振り返って，

「知識と意識の融合」の必要性を強く感じている。すな

わち， 意識なくして知識は活かされないのである。新素

材の開発にもこの考えが当てはまるように思えてならな

い。とりわけ， ー方向ではなく，多面的に研究の目標や

日的を意識することの大切さを痛感させられた 10年間

だった。
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