
様式Ｆ-１９ 
 

 

科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究成果報告書 

 

 

平成２５年５月３１日現在 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）：スフィンゴ糖脂質 KRN7000 は、ナチュラルキラーT 細胞を活性化し

て抗腫瘍活性を誘導する。報告されている CD1d/KRN7000/TCR 三体複合体の X 線結晶構造

解析に基づき、KRN7000 の糖部分 6-位水酸基の構造活性相関研究を行い、6-位水酸基をカル

バメートへと変換した類縁体が、マウス in vivo において強力に IFN-gamma を産生誘導する

ことを見出した。 
 
研究成果の概要（英文）：KRN7000, an alpha-galactosylated sphingolipid, stimulates natural 
killer T cells to induce antitumor activity. Based on the X-ray crystallographic analysis of 
CD1d/KRN7000/TCR, structure-activity relationship study on the 6-hydroxyl group of the 
galactose part of KRN7000 was performed. We synthesized several 6’’-carbamate analogs of 
KRN7000. It was found that these analogs were potent immunostimulants, and induced a 
large amount of IFN-gamma production in vivo (mouse). 
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１．研究開始当初の背景 
 
 免疫細胞の一種であるナチュラルキラーT
（NKT）細胞は、NK 細胞受容体と T 細胞受容
体（T cell receptor、以下 TCR）の両方を併
せ持つ免疫細胞である。T 細胞とは異なり、
NKT 細胞の TCR には多様性が無く、糖脂質を
認識して活性化され、様々な免疫反応を引き
起こす。多様性が無いということは、ヒトで
あればヒト、マウスであればマウス全ての個
体の NKT 細胞を、同一の抗原（糖脂質）によ
って活性化することができることを意味し
ている。従って、NKT 細胞を活性化する糖脂
質は、全てのヒトに適用可能な医薬品の開発
ターゲットとなりうる。 

 NKT 細胞は、抗腫瘍活性を誘導する免疫賦
活型サイトカインである IFN-gamma と、それ
と相反する免疫抑制活性を誘導する IL-4 の
両方を産生する能力を有している。NKT 細胞
に対して IFN-gammaのみを多量に産生誘導さ
せることのできる糖脂質は、患者本人の免疫
力によって癌を治療できる、副作用の少ない
新規な抗癌剤候補化合物となりうる。1995 年
キリンビール（株）は、NKT 細胞を活性化し
てマウス in vivo で強い抗腫瘍活性を誘導す
るスフィンゴ糖脂質、KRN7000 を開発した。
しかしながら、１回の投与で IFN-gamma と
IL-4 の両サイトカインを同時かつ多量に産
生誘導するため、IFN-gamma による抗腫瘍活
性の効果を十分に引き出すことが出来ない
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という問題を抱えており、医薬としての利用
は制限されているのが現状である。そのため
国内外の多くの研究グループによって、
KRN7000 よりも IFN-gamma を効率良く産生誘
導する新規糖脂質の開発研究が精力的に行
われている。 
 NKT 細胞の TCR は、抗原提示細胞の膜上タ
ンパク質 CD1d と糖脂質との複合体を認識す
る。ヒトおよびマウスの TCR-KRN7000-CD1d
複合体の X 線結晶構造解析が 2007 年、2009
年にそれぞれ報告された。KRN7000 のガラク
トース部位の 2-、3-、4-位水酸基は複合体内
で水素結合ネットワークを形成しており、こ
れまでの知見から、これら水酸基の除去や官
能基変換は活性を低下させる。一方で、糖の
6-位水酸基およびピラン環内の酸素原子は
水素結合に関与していない。 

2007 年に研究代表者らはピラン環内酸素
原子をメチレンで置き換えたカルバ糖類縁
体糖脂質 RCAI-56 を開発した。RCAI-56 は生
体内で酵素による分解を受けにくいエーテ
ル結合を有しており、KRN7000 と比較して
mouse in vivo で４倍の IFN-gamma 産生を誘
導する。同じくエーテル結合を有する類縁体
である C-ガラクトシド体 alpha-C-GalCer で
は、NKT 細胞を介して IFN-gamma の大量産生
者である NK 細胞を強く活性化することが報
告されている。従って RCAI-56 も同様に NK
細胞の活性化によって多量の IFN-gamma産生
を誘導したと考えられる。alpha-C-GalCer は
ヒトの系では全く活性を発現しないのに対
して、RCAI-56 はマウス、ヒトいずれの系に
おいても強力な活性を発現することから、リ
ード化合物として相応しいと考えた。 

2008 年、6-位水酸基をメチルエーテルへと
変換した類縁体 RCAI-61 が、mouse in vivo
で KRN7000 の 8倍もの IFN-gamma 産生を誘導
できることを見出した。その後、6-位水酸基
をアミド結合、あるいはウレイド結合に変換
した類縁体においても IFN-gammaに偏ったサ
イトカイン産生を誘導することが報告され
ている。 
 
２．研究の目的 
 
 新規抗腫瘍活性化合物の開発を目的とし
て、ヒトの系において、NKT 細胞の活性化を
介して NK 細胞に対し抗腫瘍活性サイトカイ
ンである IFN-gammaを多量に産生誘導させる
ことのできる糖脂質を開発する。具体的には、
KRN7000 あるいは RCAI-56 の糖部分 6-位水酸
基の構造活性相関を調査し、免疫細胞を強力
に活性化させる糖脂質を開発する。さらに、
その活性化機構を調査する。 
 
３．研究の方法 
 

 これまでに(1)糖脂質-CD1d 複合体が安定
であるほど多量の IFN-gamma が産生される、
(2)糖脂質のガラクトース部位 6-位水酸基は
構造修飾可能である、という知見が得られて
いる。こられから、研究代表者らが開発した
ヒトの系でも強い活性を示す糖脂質 RCAI-56
のカルバガラクトース部位 6-位水酸基に、
Trp153 とのπ-πスタッキング相互作用を期
待して芳香族（複素）環を導入した類縁体で
は、高い免疫賦活効果と多量の IFN-gamma 産
生が期待される。類縁体を種々合成し、mouse 
in vivo ならびに human in vitro での活性を
評価する。さらに投与方法の検討や、ドッキ
ングモデルの算出による結合状態や安定性
の調査を行う。 
 
４．研究成果 
 
(1) 6-位水酸基へアミド結合により芳香環を
導入する例は報告されているが、官能基変換
に多段階を必要とする。本研究では、１段階
で変換できるカルバメート結合によって芳
香環を導入することを試みた。一方で、カル
バガラクトースは合成が容易ではないこと
から、先ずは糖部分をガラクトースとして 6-
位水酸基を修飾し、活性を調査した。 
 アニリンおよびパラ-位に官能基を有する
様々なアニリン誘導体のカルバメート類縁
体を合成した。さらに、脂環式アミンあるい
は非環状アミン、ヒドロキシアミン由来のカ
ルバメートも合成した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１．カルバメート類縁体の構造 
 
 合成した糖脂質を mouse in vivo において
活性評価したところ、KRN7000 と比較して、
IFN-gamma に偏ったサイトカイン産生が誘導
された。マウスの系では芳香環を有する類縁
体では活性が低下し、ヒドロキシアミンやジ
メチルアミンから調製した類縁体において
強い活性が確認された。 
 
(2)糖脂質を効率よく細胞内に取り込ませて
高い活性を引き出すために、投与方法の検討
を行った。DMSO 溶液とした後に PBS で希釈し
たものを静脈注射するという従来の手法で
は、時として再現性の良くない結果が得られ
ることがある。そこで、現在糖脂質を予め強
制的に提示させた樹状細胞（DC）を投与する
方法（DC-pulse 法）を用いて mouse in vivo



 

 

での活性を調査した。本方法は、現在ヒトで
の臨床試験において用いられている手法で
ある。その結果、KRN7000 よりも遥かに多量
の IFN-gamma産生が産生誘導されることを見
出した。また、KRN7000 ではヒスチジンや
Tween20 等の添加剤を加えると活性が向上す
るが、6-位水酸基を修飾した類縁体では界面
活性剤等の添加により活性が低下してしま
うことが観察された。 
 
 これらの結果より、6-位水酸基をカルバメ
ート基へと変換すると IFN-gammaに偏った強
い Th1型免疫反応を誘導できることが明らか
となった。一方で、アミド結合を有する化合
物とは異なり、6-位にカルバメート基を導入
した類縁体では水への溶解性が低下した。水
溶性と産生誘導される IFN-gamma/IL-4 バラ
ンスとの相関関係は明らかになっていない
ことから、調査を行った。 
 
(3)KRN7000 の 6-位水酸基に n-プロピル基、
メトキシメチル基、およびヒドロキシエチル
基を導入した３種の類縁体（それぞれ
RCAI-86、113 および 125）を合成し、その活
性を調査した。これら置換基は、ほぼ同程度
の鎖長であるが極性は大きく異なっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２．RCAI-86、113、125 の構造 
 
 活性試験の結果、RCAI-86＞113＞125 の順
に IFN-gamma 産生量が低下した。いずれの類
縁体も同程度の IL-4 を産生誘導したことか
ら、上記の順で疎水性が低下するのに伴い、
より Th2型の免疫応答を誘導する傾向が確認
された。メトキシエトキシメチル基を導入し
た類縁体もまた IL-4 に偏ったサイトカイン
産生を誘導した。 
 
(4)6-位を修飾したスフィンゴ糖脂質中で最
も IFN-gamma 産生誘導活性が強い化合物は、
現時点では 6-位がメトキシ基へと変換され
たRCAI-61である。そこで、この化合物とCD1d
ならびに TCR との結合状態を算出した。産業
技術総合研究所の広川貴次博士との共同研
究によりドッキングモデルとモレキュラー
ダイナミクスシミュレーションを行い解析
したところ、RCAI-61 は KRN7000 よりも強固
な CD1d/糖脂質/TCR複合体を形成しているこ
とが明らかとなった。Surface plasmon 

resonance を解析したところ、CD1d/RCAI-61
複合体は CD1d/KRN7000 よりも TCR に対して
親和性が高かったことから、このモデルを裏
付ける結果を得ている。 
 
 以上、本研究を通して新規医薬候補化合物
となりうる 6-カルバメート類縁体を開発し
た。これらはマウスの試験系において強力に
IFN-gamma 産生を誘導した。今後、同様の変
換をカルバガラクトースを有する糖脂質に
対して施し、その活性を調査する。 
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