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研究成果の概要（和文）：新規技術として一分子ナノ粒子であるグリコーゲン (NPG) を足場にした抗原の高分
子量化とその生産技術の基盤構築に成功した。DNA結合タンパク質（DBP）にワクチン抗原を融合させ、DNA結合
能を利用し、DNA上に抗原を配置する。さらにDBP-マラリアワクチン抗原/DNAの複合体（DBP-Vaccine/DNA）が分
子全体としてマイナスの電荷を有することから、プラスの電荷を導入したNPGと静電相互作用を利用した三種複
合体の創成に至った。この三種複合体は免疫実験の結果、抗原単独やDBP-Vaccine/DNA二種複合体よりも有意に
高い抗体応答を示すことが分かり、本技術の有用性を示すことができた。

研究成果の概要（英文）：We have developed a new technology to enhance immune responses by generating
 complex which composed DNA-binding protein fused vaccine antigen, DNA and nano-particle glycogen 
(NPG). In this system, NPG was used as scaffold material, DNA was used as crosslinker material for 
vaccine antigen and NPG. New tricomponent vaccine complex (DBP-Vaccine/DNA/NPG) function was 
evaluated using an ookinete surface protein of Plasmodium vivax, Pvs25. The tricomplex immunized 
mice were conferred a high immune response compared to Pvs25 alone or DBP-Pvs25/DNA complex 
immunized groups. This system may be a promising approach for development of subunit vaccines 
against malaria.

研究分野： 医歯薬学

キーワード： マラリア　ワクチン　伝搬阻止　三日熱マラリア原虫
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１．研究開始当初の背景 
寄生虫感染症に対しては、不活化や弱毒化

等の従来法は応用が難しく、組換えタンパク

質を活用した戦略（コンポーネントワクチ

ン）が必須である。問題は組換えタンパク質

抗原自身は従来法に比べ副作用も少なく、安

全性が高いが、抗原の単独投与では免疫系か

ら“無視”されやすいことである。コンポーネ

ントワクチンの成功例としてウイルス様中

空粒子（VLP）を用いたものがある。これは

ウイルス粒子的な形状が元来高い免疫原性

をもつ事実によるところが大きい。つまり、

コンポーネントとして病原体の一部を取り

出すが、最終的には本来の病原体そのものに

近い形状として利用することが寄生虫のワ

クチン開発にとって最大のジレンマかつ有

効法であると言える（宮田ら、アジュバント

開発研究の新展開、2011）。 

国内外の寄生虫のワクチン研究開発動向

としては、アジュバント（免疫賦活機能性物

質とデリバリーシステム）の研究開発が主に

進んでおり、①自然免疫活性化物質の活用、

②抗原提示細胞への高効率デリバリーシス

テムの開発、について様々な試行錯誤がなさ

れている。代表者らは①、②の重要性は認識

しており、既に独自のアジュバントを開発し

ている（Miyata et. al., Infect. Immun., 2011、米

国特許取得済）。そのなかで、マラリア原虫

表層抗原を単に化学的に高分子量化（比較的

ランダムな抗原配置）させただけで、感染防

御能が増強するのを見いだしたことをきっ

かけに、抗原の高分子量化に着目した。それ

を汎用性の高い DNA の構造を利用した抗原

の高分子量化（規則的な抗原配置）技術とし

て構築した。この規則的抗原配置分子はラン

ダム抗原配置分子よりも感染防御能が高い

こと、それは T 細胞依存性抗原が T 細胞非依

存性抗原へ変換されるためであることも突

き止めた。この根幹は“抗原が整列化し、原

虫表層に似る”であると考えている。 

偽原虫には、一分子ナノ粒子である分岐状

多糖（官能基化 NPG、F-NPG）を用いる。こ

の分岐鎖末端に抗原を搭載すると 

 球体表面に抗原が高密度に配置 

 分岐鎖の流動性により、抗原が揺らぐ 

 原虫表層抗原の動的状態を模倣（偽原

虫）になると予測している。 

これらの予測を検証するためにも、本研究に

おいて、寄生虫のワクチン開発に貢献するプ

ラットフォームとして、偽原虫技術の確立、

三日熱マラリア伝搬阻止機能、ネズミマラリ

ア感染防御機能を評価系とした偽原虫のワ

クチン機能の検証、それらの結果を踏まえた

偽原虫の高度化に向けた更なる分子改変を

実施する。 

 

２．研究の目的 

寄生虫、特にマラリア原虫に対するワクチ

ン開発に寄与する新しい技術を構築するこ

とが目的である。具体的には、これまで検証

してきたワクチン抗原の高分子量化と反復

整列化による抗原の免疫原性を向上させる

技術基盤をより発展させるため、本研究課題

では、擬似的な原虫表層の連続体「偽原虫」

を作り、優れたワクチン分子の構築技術の確

立を目指した。 

 

３．研究の方法 

本研究で着目したのは、一分子でナノ粒子

を形成する機能性分岐状多糖（glycogen、

NPG）である。近年では様々なナノ粒子に免

疫応答を増強する機能が見いだされ、その詳

細な免疫学的理解も進んだことからナノ粒

子をキャリアとするワクチン開発が注目さ

れている（Smith et. al., Nat. Rev. Immunol., 

2013）。特に poly(lactide-co-glycolide), PLGA

や poly-glutamic acid, PGA を用いた先行研究

が進んでおり、ウイルス抗原での応用は多い

が、寄生虫抗原での報告は数が少ない。 

これらのナノ粒子型ワクチンは病原体表



層を模倣できることから、理想的な戦略であ

ることは間違いない。代表者らが目指す「偽

原虫」技術は、方向性は同じであるが、ナノ

粒子の素材および性状的に決定的な違いが

ある。代表者らが世界に先駆けて開発した

「官能基化 glycogen（F-glycogen）」は「一分

子 で 粒子」 と いう最 大 の特徴 が あ る 

(Kadokawa et. al., 2013)。PLGA、PGA 等から

粒子を得るには、人工的な成分を導入して集

合体にする為、粒子形成能および生体内での

動態を評価する必要があるのに対し、

F-glycogen にはその必要がなくなる。さらに

食品由来、安価、低免疫原性、無毒性、生分

解性、易消化性、高水溶性、有機溶媒非依存

性、とワクチンのキャリアとして重要かつ基

本的な要素をすべて兼ね備えている。 

このようにワクチンキャリアとして優れ

た性質を保有する NPG を利用し、ワクチン

抗原を高密度に整列させることで、原虫の表

層を模倣した擬似的な物質「偽原虫」を作り、

抗原の免疫原性を格段に向上させた優れた

ワクチン分子とする戦略とした。 

具体的な手法としては、代表者らが開発し

た高機能性の「官能基化 NPG（F-NPG）」は

分岐構造の距離、大きさ、末端基数、末端基

の種類、流動性を細かく調整でき、この

F-NPG 末端にワクチン抗原を共有結合によ

って搭載させることで高密度かつ流動性も

ある多重抗原整列配置が可能となると期待

した。これらを具体的に進めるために「一分

子ナノ粒子（F-glycogen）を用いた偽原虫の

構築」を以下の４段階で確立する。 

(1) マラリア原虫抗原搭載 F-NPG（偽原虫）

構築法の確立 

(2) 偽原虫の生化学的および性状学的解析

（偽原虫のサイズ、抗原配置割合等） 

(3) 偽原虫を用いた動物実験とその感染防御

機能 

(4) 偽原虫の高度化を目指した分子設計（F- 

NPG の改良および高度化偽原虫）と構築

および動物実験とその感染防御機能 

 

４．研究成果 

新規技術として一分子ナノ粒子であるグ

リコーゲン (NPG) を足場にした抗原の高分

子量化とその生産技術の基盤構築に成功し

た。具体的には DNA 結合タンパク質（DBP）

にマラリアワクチン抗原を融合させ、DNA 結

合能を利用し、DNA 上に抗原を配置する。さ

らに DBP-マラリアワクチン抗原/DNA の二

種複合体（DBP-Vaccine/DNA）が分子全体と

してマイナスの電荷を有することから、プラ

スの電荷を導入した NPG と静電相互作用を

利用した三種複合体の創成に至った。この三

種複合体は抗原単独や、DNA が効率よく

DNA に結合することが分かった。さらに動物

実験の結果、抗原単独や DBP-Vaccine/DNA 二

種複合体よりも有意に高い抗体応答を示す

ことが分かり、本技術の有用性を示すことが

できた。 

 今後は、実際の三日熱マラリア患者の血液

を用いたワクチン効果の検証や三日熱マラ

リア原虫を実際に認識できるかの抗体の質

的な解析も進める必要がある。また、ヒト感

染症以外、特に家畜用ワクチン開発の応用に

ついても視野に入れて研究を進めている。 
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