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【バイオテクノロジー分野】 

 

仮訳 

 

偶然の出会いが抗生作用を持つスパイダーシルク開発を可能に (英国) 

 

2017 年 1 月 3 日 

 

 

蜘蛛の専門家と化学者との思いがけない出会いから、抗生作用を備えた人工スパイダ

ーシルクの開発が実現した。 

 

 ノッティンガム大学(University of Nottingham)の科学者らによる学際的研究チームの

５年間にわたる取組みの末、化学的に機能性を持たせたスパイダーシルクの作製技術が開

発された。同スパイダーシルクは、微調整を加えることで薬物送達や再生医療、創傷治癒

の分野に応用できる。 

 

同研究チームは、細菌 E.coli による合成を通じて人工的に作製したスパイダーシルク

に、「クリックケミストリー」(click chemistry)と呼ばれる技術を用いて抗生物質や蛍光

色素等の分子を結合させる方法を初めて示した。バイオテクノロジー･生物科学研究評議

会(Biotechnology and Biological Sciences Research Council: BBSRC)からの資金提供を

受けて行われた本研究の成果は、『Advanced Materials』誌オンライン版に掲載されてい

る。 

 

 選択された分子は、可溶性シルクプロテインからファイバーが形成される前または後

に、素早く確実な結合によって配置される。つまり、本プロセスは制御が容易な上、シル

クのストランド（より糸）を複数のタイプの分子で個別に「修飾」することができる。 

 

 

Source: University of Nottingham 

https://en.wikipedia.org/wiki/Click_chemistry
http://www.bbsrc.ac.uk/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201604245/abstract
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ノッティンガム大学のブレイクスルー 

同大学 School of Chemistry の Neil Thomas 教授は Centre of Biomolecular Sciences

の研究室において、School of Life Sciences の Sara Goodacre 博士との協力の下、

BBSRC Doctoral Training Programme (BBSRC DTP)の助成を受ける博士課程の学生ら

を率いている。当初のメンバーは David Harvey 氏のみであったが、その後 Victor 

Tudorica 氏, Leah Ashley 氏, Tom Coekin 氏が加わったこの研究チームは、「遺伝子組換

え」（人工）スパイダーシルクを様々な小分子で高機能化する新手法を発展させ、その用

途を広げている。 

 

 この人工シルクファイバーを抗生物質のレボフロキサシンで「修飾」すると、同物質が

シルクから緩やかに放出され、抗菌活性が 5 日間以上持続することが判明した。 

 

Medicinal and Biological Chemistry 教授の Thomas 氏は、次のように述べた。「私た

ちの技術によって、幅広い用途に適した生体適合性の単機能・多機能シルク構造を迅速に

生成できるようになります。特に組織工学や生物医学の分野で役立つでしょう。」 

 

スパイダーシルクの優れた特性 

スパイダーシルクは、強靭で生体適合性と生分解性を併せ持つ材料だ。タンパク質ベ

ースでありながら、強い免疫反応、アレルギー反応や炎症反応を引き起こさない。昨今の

遺伝子組換えスパイダーシルクの開発に伴い、その驚くべき特性の活用方法を発見すべく

競争が始まっている。 

 

ノッティンガム大学の研究チームは、本技術を用いて二つの機能を一度に発揮する生

分解性メッシュを作製、実証した。同メッシュはヒトの身体細胞が作り出す細胞外基質を

代替し、新しい組織の成長を促進する。さらに、抗生物質を緩やかに放出させることも可

能だ。 

 

 「糖尿病性潰瘍等の回復が遅い創傷を治療する際に、このシルクを進化型の包帯として

利用できるかもしれません。私たちが今回開発した技術を用いれば、抗生物質の放出制御

によって数週間、数か月にわたり感染を防ぐことができます。同時に、シルクファイバー

は生分解される前に一時的な足場として機能するため、組織の再生が促進されます。」と

Thomas 教授は話す。 

 

古くから知られるスパイダーシルクの薬効成分 

 スパイダーシルクの薬効は何世紀も前から認められているが、未だ明確に解明されてい

ない。ギリシャ人やローマ人は傷を負った兵士を治療する際、蜘蛛の巣を用いて止血し

http://www.nottingham.ac.uk/chemistry/
https://www.nottingham.ac.uk/chemistry/people/neil.thomas
https://www.nottingham.ac.uk/cbs/
https://www.nottingham.ac.uk/cbs/
http://www.nottingham.ac.uk/life-sciences/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/life-sciences/people/sara.goodacre
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た。兵士らは蜂蜜と酢を混ぜたもので深い傷を洗浄した後、丸めた蜘蛛の巣で傷全体を覆

ったという言い伝えもある。 

 

シェイクスピア『真夏の世の夢』の登場人物の一人である職工「ボトム」の台詞に

は、次のようなくだりがある。「名医のコブウェブ（蜘蛛の巣）君、君ともっとお近づき

になりたいものだ。指を切った時は、遠慮なく君のお世話になるよ。」 

 

「作れるはずだ！」 

 本研究の構想は、学内の異なる研究分野を繋ぐ 5 年前の「サンドピット」会議で生ま

れた（訳注：”sandpit”は子供が遊ぶ砂場の意）。Goodacre 博士によれば、この会議で

Thomas 教授と偶然出会ったことは、博士の研究者としてのキャリアにおいて最も有意義

な出来事の一つである。 

 

School of Life Sciences で SpiderLab を率いる同博士は、このように述べた。「私はそ

の会議で立ち上がり、参加者たちにスパイダーシルクの写真を見せて『この糸の機能を解

明したい。そして作ってみたい』と言ったのです。」 

 

「会議の最後に Neil（Thomas 教授）がやって来て、『私の研究グループなら、できる

と思いますよ』と言いました。さらに、スパイダーシルクを種々の有用な化合物で修飾し

て微調整することで、永久的に特性を変化させたり、環境の酸性度の変動に応じて化合物

を徐々に放出させたりできるのではないかと示唆を与えてくれました。」 

 

 これを実現するには、通常のタンパク質に含まれない種類のアミノ酸を含有する細菌の

内部でシルクプロテインを生成する必要があった。この特殊なアミノ酸に含まれるのがア

ジド類である。（クリックケミストリーで用いられる）「クリック」反応はタンパク質中で

アジド類が占める場所でのみ生じることから、アジド類は同反応で広く利用されている。

スパイダーシルクに同手法を適用するのは世界初の試みであり、成功するかどうかは全く

不明であった。 

 

 博士は次のように話した。「それは素晴らしい冒険の始まりでした。合成シルクの構築

に向けて予備研究を行ったのは、博士課程在籍中に SpiderLab でタランチュラを研究し

ていた博士研究員です。彼の研究を土台として、私たちはシルクプロテインを細菌内部で

作れることを証明しました。その後に博士課程 1 年生で研究チームに加わった David 

Harveyは、特殊なアミノ酸を組込んだシルクファイバーを作製しただけでなく、そのフ

ァイバーを修飾して抗生物質活性を実証しました。彼のおかげで、本研究の構想は当初の

私たちの予測をはるかに超えて広がっています。」 
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 前述の論文は Harvey氏の研究について記述したものだが、Thomas 教授と Goodacre

博士によれば、これはスタート地点に過ぎない。SpiderLab/Thomas 共同研究室の学生

らは本技術をさらに発展させるべく、その利用法の開発に取り組んでいる。 

 

 本研究チームによる初の論文の筆頭著者である Harvey 氏は、博士号取得後に BBSRC

の追加助成を受けて博士研究員となった今も、研究の中心的存在である。同氏は現在、創

傷治癒と組織再生の分野における機能化スパイダーシルク技術の商業利用推進に注力して

いる。 

 

5 年後にはどうなるか？ 

 「この論文は、新しいスパイダーシルク材料に関する非常に刺激的な研究領域の初めの

一歩だと思います。今後は、SpiderLab が解明に取り組んでいる蜘蛛とスパイダーシル

クの世界で他の素晴らしいアイデアが生まれ、それに基づく研究も行われることでしょ

う。」と Goodacre 博士は述べた。 

 

（了） 

 

本学研究者に対する放送用インタビューは、University Park キャンパスの Media 

Hub（Globelynx 固定カメラ、ISDN 回線を常設）で対応可能です。詳しくは

Communications チーム（電話番号：+44 (0)115 951 5798、E メール：

mediahub@nottingham.ac.uk）までお問い合わせいただくか、Globelynx ウェブサイト

にて本サービスの登録方法をご確認ください。 

 メディア向けの最新情報は、ツイッターで提供しています。 

 

 

後注 

 43,000 人の学生を抱えるノッティンガム大学は、「本拠地で大きな存在感を示すだけで

なく、中国とマレーシアにある大規模キャンパスを基盤として、国際化に向けた『他大学

と異なる』アプローチを採用。英国において真のグローバルな大学に最も近い存在であ

る。」（Times Good University Guide 2016 より引用）また、本学は卒業生就職先におい

て最も知られている英国大学の一つであり、2017 年版 The Times and The Sunday 

Times Good University Guide では University of the Year for Graduate Employment

に選出。QS World University Rankings 2015/16 で世界のトップ 75 大学にランクイン

した他、Research Excellence Framework 2014 では研究力が英国 8 位に認定。さらに、

Greenmetrics Ranking of World Universities での投票の結果、4 年連続で世界一環境に

優しいキャンパスに選ばれました。 

 当学最大の資金調達キャンペーンである Impact: The Nottingham Campaign は、本学

mailto:mediahub@nottingham.ac.uk
http://www.globelynx.com/registration-0
http://www.globelynx.com/registration-0
https://twitter.com/UoNPressOffice
http://www.nottingham.ac.uk/bbdtp/
http://www.nottingham.edu.cn/en/index.aspx
http://www.nottingham.edu.my/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2014/january/nottingham-is-the-number-
http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2016/september/nottingham-is-university-of-the-year-for-graduate-employment.aspx
http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2016/september/nottingham-is-university-of-the-year-for-graduate-employment.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2014/december/world-class-research-
http://blogs.nottingham.ac.uk/newsroom/2016/01/22/nottingham-is-number-one-in-the-world-for-sustainability-for-the-fourth-time/
http://www.nottingham.ac.uk/impactcampaign
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のビジョンである生活の向上、地球的課題の解決、および未来の構築の実現に貢献してい

ます。この他のニュースは、こちらをクリックしてご覧ください。 

 

本記事の著作権 

より詳しい情報は、下記にて入手可能です。 

Professor Neil Thomas, School of Chemistry 

電話番号：+44 951 3565 

E メール：neil.thomas@nottingham.ac.uk 

 

メディア対応窓口 

Lindsay Brooke - Media Relations Manager 

E メール：lindsay.brooke@nottingham.ac.uk 

電話番号：+44 (0)115 951 5751 

勤務地：University Park 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、ノッティンガム大学(University of Nottingham)の以下の記事を翻訳し

たものである。 

“'We could make that!' — chance meeting leads to creation of antibiotic spider silk” 
(http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2017/january/chance-meeting-

leads-to-creation-of-antibiotic-spider-silk.aspx) 

(Reprinted with permission of the University of Nottingham) 

http://www.nottingham.ac.uk/news/
mailto:neil.thomas@nottingham.ac.uk
mailto:lindsay.brooke@nottingham.ac.uk
http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2017/january/chance-meeting-leads-to-creation-of-antibiotic-spider-silk.aspx
http://live-uon.cloud.contensis.com/news/pressreleases/2017/january/chance-meeting-leads-to-creation-of-antibiotic-spider-silk.aspx

