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研究背景研究背景

ES細胞 iPS細胞など幹細胞を用いた再生医療分野の伸展はめざまES細胞，iPS細胞など幹細胞を用いた再生医療分野の伸展はめざま
しく，網膜再生など臨床研究がすでに始まっている。これらの幹細胞
は感受性が高く，ほとんどの場合は細胞が接着せずに死滅してしまう
が現状 あ た 幹細胞を培養す た 足場材料が欠かのが現状である。このため，幹細胞を培養するための足場材料が欠か

せず，現行では細胞に対して効果の高い哺乳類由来因子を用いている。
しかしながら，人畜共通感染症のため安全性に乏しく、臨床応用への
展開は困難である。
本研究では、哺乳類由来因子の代替として，共通感染症が見つかっ
ていない魚類由来細胞外マトリックスに着目し 安全で高効率なだけていない魚類由来細胞外マトリックスに着目し，安全で高効率なだけ
でなく，積極的に細胞分化を誘導する3次元スキャフォールドを提供す
る。
海洋由来廃棄物 高度な再資源化・海洋由来廃棄物の高度な再資源化

・感染症を予防する足場素材の原材料供給
・細胞分化誘導を可能とする3次元スキャフォールドの開発・細胞分化誘導を可能とする3次元スキャフォ ルドの開発
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研究背景

細胞培養基材

研究背景

・二次元コート法
溶液キャスト

ECM
・コラーゲン (I, II, IV型)
その他
・ポリリジン
・ラミニン フィブロネクチン

a) b)

・三次元スキャフォールド

ラミニン，フィブロネクチン

ECM
・コラーゲン (I型)
その他 Cell：PC12（ラット褐色細胞腫細胞）その他
・ポーラスシリカ
・リン酸カルシウム
・ポリ乳酸

Cell ：PC12（ラット褐色細胞腫細胞）
Medium ：Ham's F12, 2.5%FBS, 15% HS, 50ng/ml NGF
×200倍, 10 days.
a) Coated with type-I collagen, b) without coating.
* AGC旭硝子株式会社資料より引用*画像は、高研HPより引用

・コラーゲン由来バイオスキャフォールド

コラーゲン線維構造は見られない
(変成コラーゲンのキセロゲル構造)

a) b)

( 構 )

ECM自体の生理活性を利用した基材の開発

*画像は、高研HPより引用

三次元スキャフォールド（a) コラーゲンスポンジマイティー, b) コラー
ゲンスポンジハニカム（いずれも高研））のSEM像
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研究背景研究背景

細胞分化の制御細胞増殖の制御 細胞分化の制御細胞増殖の制御

：線維成分（コラーゲン，エラスチン）

：非線維成分（プロテオグリカン グルコサミノグリカン）
細胞外マトリックス

：非線維成分（プロテオグリカン，グルコサミノグリカン）

：調節因子（フィブロネクチン，ラミニン，ビトロネクチン）

生存環境の提供・組織構築の制御

代表的なコラーゲンの種類と基本構造 代表的なプロテオグリカンの種類と基本構造

タイプ

I型
II型
IV型

主な組織

骨，真皮
軟骨，硝子体液
基底膜

構造

線維性
線維性
非線維性

構成

a1鎖(2本)，a2鎖(1本)
a1鎖(3本)

a1，a2, a3, a4, a5鎖(混合)

グリコサミノグリカン

コンドロイチン硫酸

ヘパラン硫酸型
ケラタン硫酸型

名称

アグリカン，バーシカン，ニューロカン，ブレビカン
デコリン，ビグリカン，テスティカン
パールカン，ジストログリカン，アグリン，グリピカン
アグリカン ルミカン

V型 胎盤，羊膜，角膜 線維性
， ( )

a1, a2, a3鎖(混合)

Mw = 300,000
Length: 300 nm
Diameter: 1 5 nm

ケラタン硫酸型
デルマタン硫酸型

C末端

グリコサミノグリカン

アグリカン，ルミカン
デコリン，ビグリカン

テロペプチド

Diameter: 1.5 nm

Mw = ~ 2,500,000

C末端
N末端 コアタンパク質
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研究背景研究背景
ECMの抽出

プロテオグリカンプロテオグリカン
・コンドロイチン硫酸型プロテオグリカン 30,000,000円/g
・アグリカン 43,000,000 円/g
コラーゲン
・I型 (ラット由来; 178,000円/g, ヒト由来; 4,100,000円/g)

ECMが抽出されている様々な哺乳類由来

型 (ラット由来; , 円 g, ト由来; , , 円 g)
・II型 (ウシ由来; 8,400,000円/g)
*上記価格はベクトンディッキンソン社価格
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研究背景研究背景
ECMの抽出

海産廃棄部からのECM抽出
ウシ・ブタ
・牛海綿状脳症 (BSE)
・口蹄疫
トリ

その他の海洋生物

ECMが抽出されている様々な哺乳類由来

・鳥インフルエンザ 鱗・皮膚→I型コラーゲン
軟骨→II型コラーゲン，プロテオグリカン
骨→グルコサミノグリカン

○○→プロテオグリカン

海産廃棄物由来ECMの高機能化
抽出したECMを用いて
細胞外環境を高度に模倣すると・・・ 基礎研究分野

細胞外マトリックス

海産廃棄物
・I型，II型コラーゲン
・プロテオグリカン
グルコサミノグリカン

基礎研究分野
・再生医療工学
・細胞工学（細胞外環境制御工学）
・糖鎖機能工学
・遺伝子工学・グルコサミノグリカン

海産廃棄物の再資源化
（有用成分の抽出）

医療・医薬品
・医薬品
食品分野
・健康食品，サプリメント

（有用成分の抽出） 海産漁業関連分野
・学術的研究
・ECMの高付加価値化
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研究目的研究目的
本研究の目的（１）

・鮭鼻軟骨からのECM抽出

剥離
脱脂

粉砕

？II型コラーゲンの抽出

廃棄鮭頭部 鮭鼻軟骨

粉砕

抽出 (従来価格) 30,000,000円/g

(本製品) 1 550 000円/g
1/20

*画像は、バイマテックジャパンHPより引用
コンドロイチン硫酸型プロテオグリカン (CSPG)

(本製品)      1,550,000円/g

本研究の目的（２）本研究の目的（２）
・アテロコラーゲン (AC) を基体としたCSPGを併用したバイオスキャフォールドの作製

1) 線維化 2) 機能化
細胞機能評価

II型アテロコラーゲン溶液 コラーゲンネットワーク
の再構築

プロテオグリカンによる機能化 3次元スキャフォールド
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新技術の基となる研究成果 技術新技術の基となる研究成果・技術

海産由来廃棄物（鮭鼻軟 ） 細胞外1. 海産由来廃棄物（鮭鼻軟骨）からの細胞外マトリックス (ECM) (type-II 

アテロコラーゲン，コンドロイチン硫酸型プロテオグリカン (CSPGs)) 

の高純度抽出の高純度抽出
2. ECMを用いたバイオアクティブな3次元スキャフォールド（培養基材）の
新規作製法



新技術の基となる研究成果 技術新技術の基となる研究成果・技術
1. 海産由来廃棄物（鮭鼻軟骨）からの細胞外マトリックス (ECM) (type-II アテロコ
ラーゲン，コンドロイチン硫酸型プロテオグリカン (CSPGs)) の高純度抽出

2)ペプシン処理 3)遠心分離 5)塩析 6)遠心分離4)不活性化 7)再溶解1)洗浄

従来の方法
2) ペプシン処理 3) 遠心分離 5) 塩析 6) 遠心分離4) 不活性化 7) 再溶解1) 洗浄

ウシ由来

操作
1) 0.5 M AcOH sol. (24 h x 2 days).) ( y )
2) Pepsine (25mg/5ml in 0.5M AcOH sol.), 24 h.
3) 8000 g，20 min.
4) NaOH sol.でpH 7.0に調整.
5) 0.9 M NaCl (final conc.).
6) 8000 g，20 min.
7) 0.5 M AcOH aq.
いずれの操作も4 ˚C雰囲気下.

非変性率 = 12 5 %

SDS-PAGE of type-II collagen extracted from salmon nasal 
cartilage.

非変性率 = 12.5 %
*Chondrex社製, Native type-II collagen ELISA kit.



新技術の基となる研究成果 技術新技術の基となる研究成果・技術
1. 海産由来廃棄物（鮭鼻軟骨）からの細胞外マトリックス (ECM) (type-II アテロコ
ラーゲン，コンドロイチン硫酸型プロテオグリカン (CSPGs)) の高純度抽出

改善方法１） 改善方法２）

150

(kDa)
鎖
(220 kDa程度)150

(kDa)

収量80 鎖
(120 kDa程度)

30

80 収量
氷体 40 g (乾燥重：約3.2 g) 

抽出量： 42 mg (乾燥重量に対し1.6 %)抽出量： 42 mg (乾燥重量に対し1.6 %)
・Total cost: 1225円/42 mg

*高研アテロコラーゲンtype-II 16,800円/30mg

→市販試薬品と変わらないほど高純度なコラーゲンが、安価に大量に抽出可能
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新技術の基となる研究成果 技術新技術の基となる研究成果・技術
1. 海産由来廃棄物（鮭鼻軟骨）からの細胞外マトリックス (ECM) (type-II アテロコ
ラーゲン，コンドロイチン硫酸型プロテオグリカン (CSPGs)) の高純度抽出

200

変成率

0
salmon 非変成率が高い

→アテロコラーゲンの抽出が確認

-400

m
de

g

-200
非変性率 = 90 %

*ウシ由来II型アテロコラーゲン比
市販試薬品と変わらないほど高純度で
か 非変成 型 ゲ が

-600
bovine

l = 197 nm

かつ非変成のII型アテロコラーゲンが、
安価に大量に抽出可能

CD spectra of type-II AC extracted from bovine cartilage 

Wavelength (nm)

-800
190 300220 240 260 280

9

p yp g
and salmon nasal cartilage.
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新技術の基となる研究成果 技術新技術の基となる研究成果・技術
1. 海産由来廃棄物（鮭鼻軟骨）からの細胞外マトリックス (ECM) (type-II アテロコ
ラーゲン，コンドロイチン硫酸型プロテオグリカン (CSPGs)) の高純度抽出

コート法によるtype-II AC (salmon) の細胞増殖性

1.2 3.0

1.0

0.8

bi
lit

y

2.5

2.0

S 00.6

0.4

0.2

C
el

l v
ia

b

1.5

1.0

S/
S

0
0

0.2 0.4

0.2

Concentration of type-II AC (mg/ml)

0 1 2 3 4
0.5

Incubation times (days)
Cell proliferation of HeLa cell on type-II AC coated well 

Cell viability of HeLa cell against to taype-II AC from 
salmon nasal cartilage (   ) and bovine cartilage (   ).

p yp
plate extracted from salmon nasal cartilage (   ), bovine 
cartilage (   ), and non-coating substrate ( x ).

接着性・増殖性いずれも，市販ウシ由来コラーゲンコートと何ら遜色ない結果が得られた

細胞培養コーティング試薬としてはウシ由来の代替品となり得る。



13

新技術の基となる研究成果 技術新技術の基となる研究成果・技術
2. ECMを用いたバイオアクティブな3次元スキャフォールド（培養基材）の新規開発

1) 線維化 2) 機能化
細胞機能 価

II型アテロコラーゲン溶液 コラーゲンネットワーク
の再構築

プロテオグリカンによる機能化 3次元スキャフォールド

細胞機能評価

の再構築

プロテオグリカンにより機能化された新規3次元スキャフォールド
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新技術の基となる研究成果 技術
2. ECMを用いたバイオアクティブな3次元スキャフォールド（培養基材）の新規開発

新技術の基となる研究成果・技術

キセロゲル HeLa細胞
懸濁液

培地

シャーレ

リング 膨潤

37℃, 1.5h

懸濁液

シャーレ 1日培養
カルセイン‐AM染色

蛍光顕微鏡観察

変成 ゲ非変成II型コラーゲン‐CSPGsネットワーク中のカルセ
イン‐AM染色後の蛍光顕微鏡観察. 細胞が均一に
基材に拡散していることがわかる.
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新技術の基となる研究成果 技術

a) Type IV AC b) Type II AC

新技術の基となる研究成果・技術
2. ECMを用いたバイオアクティブな3次元スキャフォールド（培養基材）の新規開発

a)  Type-IV AC                                                                           b) Type-II AC

Type-IIおよびtype-IV ACで作製されたキセロゲルへの細胞の接着・伸展状態．Type-II AC（b）に対しtype-IV AC
（a）では顕著な細胞伸長がみられる．細胞培養を継続するとType-II ACはスフェロイドを形成するなど，顕著
な違いが見られるな違いが見られる．
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新技術の基となる研究成果 技術

a) Type IV AC b) Type II AC

新技術の基となる研究成果・技術
2. ECMを用いたバイオアクティブな3次元スキャフォールド（培養基材）の新規開発

a)  Type-IV AC                                                                           b) Type-II AC

Type-IIおよびtype-IV ACで作製されたキセロゲルへの細胞の接着・伸展状態．Type-II AC（b）に対しtype-IV AC
（a）では顕著な細胞伸長がみられる．細胞培養を継続するとType-II ACはスフェロイドを形成するなど，顕著
な違いが見られるな違いが見られる．



従来技術とその問題点

コラ ゲン由来3次元スキャフォ ルドはすでに市販されているが

従来技術とその問題点

コラーゲン由来3次元スキャフォールドはすでに市販されているが，
・生体内構造とは全く異なった環境
・細胞分化誘導を誘起しない細胞分化誘導 誘起

等の問題があり、ECMの機能を十分に生かしていないだけでなく，
・コストパフォーマンスの悪さ
・哺乳類由来による安全性の低さ

が挙げられる。

a) b)

三次元スキャフォ ルド（ )コラ ゲンスポンジマイティ b)コラ ゲ

生体内構造とは全く異
なった細胞外環境

*画像は、高研HPより引用

三次元スキャフォールド（a) コラーゲンスポンジマイティー, b) コラーゲ
ンスポンジハニカム（いずれも高研））のSEM像



新技術の特徴 従来技術との比較

新たな C 抽出法を確立する とにより 従来法と比較し 安価

新技術の特徴・従来技術との比較

• 新たなECM抽出法を確立することにより，従来法と比較して、安価
（１／２０程度）で高純度な海洋由来細胞外マトリックスの抽出が
可能となった。

• type-IIアテロコラーゲンは，試薬レベルで市販品試薬と同等の細胞接
着性・増殖性を示した。

• 上述の細胞外マトリックスを用いて 従来技術では作製できなかっ• 上述の細胞外マトリックスを用いて，従来技術では作製できなかっ
た“生体内を高度に模倣した3次元スキャフォールド”を作製すること
に成功した。

• 作製した3次元スキャフォールドは，従来のスキャフォールドにはな
い“スキャフォールドからの細胞分化誘導”の可能性が示された。



想定される用途想定される用途

• 海洋食品関連製造業から廃棄される海洋廃棄物に適用することで
，原料代のかからない高付加価値成分(ECM)を大量かつ安価に提
供可能供可能。

• 海洋由来ECMのため、従来の哺乳類由来ECMより安全性が高い
。食品分野サプリメントとしても提供できる。

• 再生医療分野における細胞培養基材
• 細胞工学-糖鎖工学研究分野におけるECM機能の解明モデル系へ
の応用の応用。



想定される業界

利用者 対象

想定される業界

• 利用者・対象
海洋食品加工工場
サプリメントなどの健康食品サプリメントなどの健康食品
再生医療関連を中心とした研究関連施設

• 市場規模
→食品業
→海洋産業
→再生医療関連の市場に関しては，今後大幅な進
展が期待されるため未知数展が期待されるため未知数。



実用化に向けた課題実用化に向けた課題

抽出ECMについて
• 抽出プロトコルは確立済み。供給レベルに応じたスケールアップに
ついては未解決。

3次元スキャフォールドについて
T IVおよびt IIアテロコラ ゲンとコンドロイチン硫酸型プロ• Type IVおよびtype IIアテロコラーゲンとコンドロイチン硫酸型プロ
テオグリカン(CSPGs)を用いた3次元スキャフォールドは検討済み。
ただし、様々な種類がある点は今後の課題。

• 作製した3次元スキャフォールドにより、特定の細胞について細胞機
能制御が可能である点は検討済み。しかし，細胞の種類は色々とあ
り評価していかなければいけない点は今後の課題。り評価していかなければいけない点は今後の課題。



企業への期待

• 海産食品加工関連において 廃棄部分からの有効成分抽出（再

企業への期待

• 海産食品加工関連において，廃棄部分からの有効成分抽出（再
資源化、高付加価値化）を考えている企業には，本技術の導入
が有効と思われる。

• 再生医療関連技術，細胞工学関連の技術を持つ、企業との共同
研究を希望。

• また、細胞培養基材を開発中の企業、幹細胞関連分野への展開また、細胞培養基材を開発中の企業、幹細胞関連分野への展開
を考えている企業には、本技術の導入が有効と思われる。



問い合わせ先問い合わせ先

鳥取大学 産学・地域連携推進機構

担当コーディネーター 山岸 大輔担当コーディネーター 山岸 大輔

ＴＥＬ 0857-31-6094

ＦＡＸ 0857-31-5474

e-mail yamagishi@cjrd.tottori-u.ac.jp


