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無機ナノファイバーを複合化した色素増感太陽電池の作製と特性評価
池田 古都美
Preparation and Characterization of Dye-sensitized solar cell
Hybridized with Inorganic Nanofiber
Kotomi Ikeda
Abstract
Imogolite is almino-silicate nanofiber , having good affinity and adsorption ability to water due to the unique structure and high specific surface
area. Therefore, imogolite is expected to be used as humidity control material, drying agent, and so on. In this study, imogolite was introduced to
dye-sensitized solar cell (DSC) for improvement of DSC property by hybridizing with titanium dioxide (TiO2) used as electrode of DSC. The
hybridized procedures were two types, one was solution blending method of each dispersed solution, the other was in situ synthesis method of
imogolite in TiO2 solution. Imogolite could be dispersed in TiO2 hybrid electrode by in situ method, and the amount of dye adsorption was increased
than normal type TiO2 electrode. However, the short-circuit photo current (Jsc) of DSC with in situ hybrid electrode was decreased. Preparation
condition of in situ synthesis method was need to be controlled for increasing of Jsc and improvement of conversion efficiency of DSC.
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1.

緒言

2.2 イモゴライトの合成
調製した前駆体溶液を攪拌下でホットプレートにより 100ºC で 4 日

イモゴライト（Al2O3・SiO2・2H2O：図 1）はアルミノケイ酸塩のナ

間加熱し、イモゴライトの合成を行った。また、TiO2 ペースト中での

ノファイバーであり、その特徴的な構造から比表面積が大きく、水に

イモゴライト分散の改善のため、イモゴライト前駆体溶液に TiO2

対する高い親和性、吸着能力を有している 1)。その特性を活かした調

（P25）を混合した後に加熱合成を行う in situ 合成も行った。

湿材料・速乾性乾燥剤やガスの貯蔵媒体への応用が期待されている
が、材料として利用されていないのが現状である。しかし、このよう

2.3 合成イモゴライトの評価
合成イモゴライト溶液は原子間力顕微鏡の DFM モードと透過型

なイモゴライトの性質を上手く利用すれば新しい応用材料展開の可

電子顕微鏡（TEM）を使用して形状観察を行った。また、合

能性があると考えられる。そこでイモゴライトの応用材料展開の一つ

成溶液の乾燥処理により得られた粉末を用いてフーリエ変換赤外吸

として、イモゴライトの色素増感太陽電池（DSC）への導入に着目し

収分光法（FT-IR）測定を行い、分子構造を評価した。

た。DSC は光を照射すると、まず負極の酸化チタンに化学吸着してい

2.4 イモゴライト複合電極作製と表面評価

る色素が光励起し、ここから電子の流れが生じる。そのためイモゴラ

1 M-酢酸、合成イモゴライト、TiO2 を任意の割合で混合後、超音

イトを DSC の電極に導入することで色素を吸収する表面積の増加、

波処理を行い、ペーストを調製した。以降、このペーストをイモゴ

色素吸着量の増加に伴い光電変換効率が向上すると考えられる。

ライト/ TiO2 (blend)とした。また in situ 合成法により調製したイモゴ

本研究では、イモゴライトの応用材料展開の一つとして DSC への

ライト/ TiO2 溶液を適度な粘度状態になるまで濃縮させ、ペーストの

導入を試みた。電極として用いられている酸化チタンとイモゴライト

調製を行った。以降このペーストをイモゴライト/ TiO2 (in situ) ペース

による複合化電極を導入し、その特性評価を行った。

トとした。調製したペーストをスピンコート（4000 rpm, 20s）により
FTO ガラス上に塗布し（5 mm×5 mm）
、真空乾燥機により 383 K で 1
時間乾燥させ電極を作製した。また、これらの電極表面形態を確認
する為 DFM 観察を行った。
2.5 色素の固定化
作製した電極を Ru-色素（N719）溶液に 2 日間(48 時間) 浸漬した
後、電極をアセトニトリルで洗浄し大気中で乾燥させた。

図 1 イモゴライトの化学構造
2. 実験
2.1 イモゴライト前駆体溶液の調製
イモゴライト合成の前駆体溶液として 2.4 mM AlCl3 水溶液と 1.4 mM

2.6 DSC の作製と評価
色素を吸着させた電極と、Pt をスパッタした FTO ガラス基板をス
ペーサーで挟んで接着し、
隙間に電解質溶液を浸透させることで DSC
を調製した。DSC の I-V 特性はソーラーシュミレーター（AM1.5, 100

Na4SiO4 の水溶液を調製し、それぞれを混合した。次に 0.1 M NaOH 水

W/cm2）を照射することで評価した。また、紫外可視吸光分光（UV-Vis）

溶液を混合溶液の pH=5.0 程度になるまで加えた。その後、1 M HCl を

測定により作製した各電極の色素吸着量を評価し、ダブルスキャン高

1 ml、1 M CH3COOH を 2 ml 加えイモゴライトの前駆体溶液を調製した。

度レーザー測定器により電極基板の膜厚測定を行った。

結果及び考察

3.

表 1 各電極を用いて調製した DSC の I-V 特性

3.1 合成イモゴライトの確認
調製を行ったイモゴライト溶液について DFM, TEM 観察を行った結
果、図 2, 図 3 の像が得られた。これらの像より長さ 1000 nm 程度のフ

Photocurrent Dnsity/mA・cm-2

ァイバー形状が観察された。

1000 nm
図 2 合成イモゴライトの
DFM 像

図 3 合成イモゴライトの
TEM 像
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伸縮振動の吸収が 995, 935 cm に確認された。以上の点からイモゴラ
イトの合成が確認された。
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また、IR スペクトルの結果からイモゴライトに特徴的な Al-O-Si の
-1
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図 6 各電極を用いて調製した DSC の I-V 曲線
3.4 電極の膜厚と色素吸着量評価
各電極の膜厚、及び色素吸着量を表 2 に示す。また、図 7 に各基板

3.2 イモゴライト/ TiO2 電極表面の評価

電極の UV-Vis スペクトルを示す。

調製したイモゴライト/ TiO2 (blend)、イモゴライト/TiO2 (in situ)ペー
表 2 各基板電極の膜厚および色素吸着量

ストを DFM により観察を行った。結果を図 4 , 図 5 に示す。

平均膜厚
(μm)
4.26
4.01
4.21

sample
1
2
3

平均色素吸着量
（mol/μm)
1.67×10-8
1.42×10-8
1.72×10-8

0.06

図 4 blend 法で調製した
電極基板の DFM 像

1000 nm
図 5 in situ 法で調製した
電極基板の DFM 像

図 4 に示すイモゴライト/TiO2 (blend)ペーストから調製した基板の
DFM 像は TiO2 と考えられる粒子形態が多数確認されたが、イモゴラ
イト由来のファイバー構造は確認できなかった。これは混合の際にイ
モゴライトが凝集した為と考えられる。図 5 のイモゴライト/TiO2 (in
situ)ペーストから調製した基板の像からは粒子とイモゴライト由来の
ファイバー形態が観察された。この結果よりイモゴライト/TiO2(in situ)
ペーストの調製による酸化チタンとイモゴライトの相互分散状態の
改善が示唆された。
3.3 調製した DSC の I-V 特性
表 1, 図 6 に各電極を用いた DSC の I-V 特性の結果を示す。結果よ
り、イモゴライトを導入した DSC が電池として機能していることが
確認された。また開放端電圧は各試料同じ値を示したことからイモゴ
ライトの存在により電池のエネルギー準位に影響を与えないことが
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図 7 色素が吸着した各電極基板の UV-Vis スペクトル
この結果からイモゴライト/TiO2(in situ)電極の方がイモゴライト
/TiO2(blend)電極よりも高い色素吸着量を示した。これは TiO2 溶液中
において in situ 合成する事でイモゴライトの分散状態が改善された
ためと考えられる。しかし色素吸着量が増加したにも関わらず電池特
性の低下、
（短絡電流の低下）した理由として、イモゴライトの存在
量に対し、電子輸送の担い手である TiO2 粒子の存在量が少なかった
ためと DFM 像から推測される。十分な TiO2 存在下でイモゴライト
と TiO2 が相互に分散する条件を見出すことで電池特性の改善が可能
になると考えられる。

確認された。しかし、今回の結果からイモゴライト/TiO2(in situ)電極は
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乳酸菌と大腸菌の共凝集体形成に関する研究
石場

まどか

Characterization of coaggregation between Escherichia coli and Lactobacillus species
Madoka ISHIBA
Abstract
Coaggregation between intestinal bacteria is thought to be important to establish and maintain a healthy microflora in our intestine.
We found coaggregates with diameters ranging from 500 to 1,000 µm in the mixed culture of Escherichia coli and Lactobacillus
species known as probiotics strains. The objective of this study was therefore to evaluate the detailed conditions required for
coaggregation between E. coli and L. casei, and to identify the genes that code for the outer membrane structures involved in
coaggregation by using E. coli single-gene knockout mutants. E. coli was found to coaggregate with a variety of Lactic acid bacteria
species under acidic conditions. The coaggregation required E. coli LPS and fimbriae, but not curli or flagella. These results suggests
that the coaggregation is not only due to electrostatic interaction but also to the structural mediators on their surfaces.
Keywords: Escherichia coli, Lactobacillus, coaggregation

1. 緒

言

微生物は自然界で様々な環境変動を生きるために、浮遊して
いる単独菌体が凝集して集団となることで、外界からの物理的、
化学的ストレスに抵抗し、また、接着して自然界で足場を形成
する一連の生活様式を有している。しかし、単独菌種での生息
は希であり、様々な異菌種が複合して共生している。
私たちは、乳酸菌の一種である Lactobacillus 属と大腸菌
Escherichia coli が目視可能な共凝集体を形成する現象を検討し
ている。乳酸菌は乳酸を対糖収率 50％以上生成するグラム陽性
細菌の総称で、ヒトや動物の消化管や膣内にも多く生息してお
り、主に Lactobacillus 属で構成されている。大腸菌は、グラム
陰性の通性嫌気性細菌で、腸管内の最優勢種細菌である。一般
に、共凝集には細菌の外膜構造に由来する因子が重要とされて
いる。そこで、大腸菌の単一遺伝子を欠損させた変異体のノッ
クアウトライブラリである Keio Collection の中から、共凝集形
成に関与すると予測される構造の検索を行うこととした。
このような共凝集体形成の条件や因子を検討することにより、
その生理的意義を見出すことができれば、新たなプロバイオテ
ィクスの検索法や腸内細菌叢の確立に関する新たな知見が得ら
れると期待できる。
2. 実験方法
1. 共凝集体形成法
乳酸菌 Lactobacillus casei subsp. rhamnosus NBRC 3831 を MRS
培地 10 ml に接種し、静置で、また、大腸菌 Escherichia coli MG
1655 または BW 25113 を LB 培地 10 ml に接種し、120 rpm で振
とうで、37℃、24 時間、前培養を行った。その後、ポリスチレ
ン製シャーレ（90φ×20 mm）に L. casei を 1 ml、E. coli を 2 ml
の同一菌数（109 cells/ml）を複合し、37℃、24 時間、静置培養
した。シャーレ上で形成した共凝集体の目視による観察及びグ
ラム染色後、倍率 1,000 倍の光学顕微鏡で観察を行った。
また、複合培養前後の生菌数を調べるために、乳酸菌は MRS
培地、大腸菌は LB 培地を用いて、CFU（Colony Forming Unit）
として算出した。

2. 共凝集体の形成条件及び特性
共凝集体を形成する乳酸菌の検討として Lactobacillus 属 15 株、
Streptococcus 属 1 株、Leuconostoc 属 1 株及び Lactococcus 属 1
株を用いて複合培養を行った。共凝集体形成 pH 条件を調べる
ために、L. casei の前培養液を乳酸等で pH を調整して、複合培
養を行った。複合培養温度を 25～45℃に変化させて共凝集体形
成温度を検討した。また、複合時に阻害剤（Tween20, 40, 60, 80、
butanol、methanol、EDTA、SDS）を加えてその効果を調べた。
3. 大腸菌遺伝子欠損株による関与遺伝子の探索
共凝集体形成に関与する遺伝子を探索するため、大腸菌表面
構造を構成する鞭毛、線毛、リポポリサッカライド（LPS）
、Curli
タンパク質の合成に関与する遺伝子計 30 種類をそれぞれ欠損
させた欠損株である Keio Collection を用いて調べた。
3. 結果及び考察
腸管系乳酸菌である L. casei NBRC 3831 と大腸菌である E.
coli MG 1655 及び BW 25113 の異菌種同士をポリスチレン製シ
ャーレ上で複合培養した結果、目視可能な直径 500～1,000 µm
の共凝集体が確認できた。共凝集体は大腸菌に酸を加えて意図
的に形成させた自己凝集体よりも大きく、グラム染色の結果、
異菌種同士で共凝集体を形成していることが分かった。

図 1. シャーレ上の共凝集の様子（左）と顕微鏡写真（右）
直径 500～ 1,000 µm に 及 ぶ 巨 大 凝 集 体 が 形 成 す る 。複 合 後 、CFU の
変 化 は な く 、集 合 し た 細 胞 の 凝 集 で あ る 。グ ラ ム 染 色 の 結 果 、2 菌
種で構成されていることが分かる。

単独菌種の生育を CFU 測定法により複合培養前後の菌数を
測定した結果、L. casei は、前 0.76×109cells/ml に対して、後 1.09
×109cells/ml、E. coli は前 1.39×109cells/ml に対して、後 1.84×
109cells/ml となり、増殖はなく共凝集体形成に菌体増殖は関与
しないと考えられる。共凝集体を形成する乳酸菌株の検討を行
った結果、Lactobacillus 属 15 株中 11 株、Streptococcus 属 1 株、
Leuconostoc 属 1 株、
Lactococcus 属 1 株において形成が見られた。
共凝集体形成 pH 条件、温度、阻害剤の検討を行った。目視可
能な共凝集体を形成する pH は、複合培養液の pH の上限が
pH4.56 ± 0.13 の範囲であった。また、形成温度は 25～45℃で
あった。また、SDS による明確な阻害効果があった。
表 1 に大腸菌の外膜構造をコードする遺伝子の欠損株を用い
た共凝集体形成の結果を示す。線毛合成子（ΔfimA, ΔfimD）と
LPS 合成（ΔrfaC, ΔrfaG）の遺伝子欠損株が共凝集体形成能を失
った。
表 1. 大腸菌外膜遺伝子欠損株による共凝集体形成
株名
MG1655
BW25113
JW1908(ΔfliC)
JW5153(ΔfigH)
JW4277(ΔfimA)
JW5780(ΔfimD)
JW1025(ΔcsgA)
JW1024(ΔcsgB)
JW3596(ΔrfaC)
JW3606(ΔrfaG)

説明
野生株
変異株の親株

共凝集
＋
＋

べん毛合成遺伝子

＋

線毛合成遺伝子

－

フィルム蛋白質
主要サブユニット
リポポリサッカライド(LPS)
基幹サブユニット

＋
－

さらに、LPS 合成遺伝子の詳細を調べるために、その合成遺
伝子の全て（16 株）を用いて検討した結果、図 2 に示す通り、
LPS の主鎖（Inner-core）の欠損が重要であることが分かった。

図 3. 線毛と LPS 主鎖の欠損による共凝集能不活化の考察
大腸菌の線毛及び LPS 主鎖の欠損株は共凝集体を形成しなかった。LPS 主鎖
の欠損株は線毛の膜上での構築ができなくなることが報告されている(4)。その
結果、共凝集能を失ったと考えられる。

LPS 主鎖の欠損株は細胞膜内で線毛合成がされていても細胞
膜状での構築ができなくなることが報告されている。そのため、
大腸菌の線毛と LPS 主鎖が関与している中で大腸菌の線毛が乳
酸菌との共凝集体を形成するための主なメディエーターではな
いかと考えられる。
4. 結

言

本研究では、
数種の乳酸菌Lactobacillus 属と大腸菌Escherichia
coli が目視可能な共凝集体を形成する現象について形成条件の
検討や関与遺伝子の探索を目的とした。L. casei と E. coli を複
合培養した結果、異菌種同士で目視可能な直径 500～1,000 µm
の共凝集体を形成した。共凝集体形成には pH4.6 以下の条件が
必要であった。また、形成可能温度は 25～45℃だった。また、
SDS が阻害剤として作用した。さらに、大腸菌外膜構造のうち
線毛と LPS が関与していることが示唆された。さらに、LPS で
は、Inner-Core 合成が重要な役割を果していることが示唆され
た。
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（カチオン/アニオン）コドープ処理による高効率色素増感太陽電池の研究開発
大谷

一生

Research & Development of High Efficiency Dye-sensitized Solar Cells by (Cation/Anion)
Codoping Treatment
Issei OHTANI
Abstract
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are highly expected as one of the next-generation solar cells because of their simple fabrication
process and low-cost manufacturing.

In this study, in order to improve the power conversion efficiency (η) of DSC, the

photochemical performance of the DSC comprised of the TiO 2 electrode prepared by (cation/anion) codoping treatment using both the
hydrolytic sol-gel method and the ion-implantation has been investigated.
hydrolytic sol-gel method.

Hf-doped TiO 2 nanocrystals have been prepared by the

The cells comprised of the Hf ion-doped TiO 2 electrode showed higher short-circuit photocurrent density

(Jsc) with increasing the amount of doping Hf ions up to 2mol%. The Jsc could be improved remarkably by Hf doping.
codoped TiO 2 electrodes have been prepared by N-ions implantation into the Hf-doped TiO 2 electrodes.

(Hf/N) ions

The cells comprised of

(Hf/N) ions codoped TiO 2 electrodes showed higher Jsc and η, compared with the Hf-doped TiO 2 electrodes.

It was recognized that

the (cation/anion) codoping method is very effective technique to improve the photochemical performance of the DSCs.
Keywords: titanium dioxide / dye-sensitized solar cell / (cation/anion) codoping / sol-gel method / ion-implantation

1. 緒言

現在実用化に至っている太陽電池は、生産段階で膨大なエネ
ルギーと高水準の技術を要し、高コストであるという欠点が普
及への障害となっている。これら既存の無機半導体系に代わる
太陽電池として、1991 年に Glätzel らが提案した有機太陽電池
である色素増感太陽電池が挙げられる。色素増感太陽電池は、
低コストでの生産が可能であるが、シリコン系太陽電池と比較
して光電変換効率（η）が 12％と低く（EPFL 12.3%, 2009）
、今
日まで実用化に至っていない。したがって高効率化のための更
なる開発が求められている。これまでの研究報告において、酸
化チタン（TiO2）電極へのアニオン（窒素）ドープ処理によっ
て太陽電池のηを 20％増大させることを達成しているが、開
発課題として開放端電圧（Voc）の微減が確認されている。一
方、電極へカチオンをドープすると Voc が増大することが期待
される。
そこで、本研究では、アニオンとカチオンの TiO 2 電極への
コドープによって、色素増感太陽電池の光電変換効率の高効率
化を検討した。

2.1.2

2.1.3

2.1
2.1.1

カチオンドープ
ゾルゲル法による Hf 混入 TiO2 ペーストの調製

ハフニウム-n-ブトキシドを 2-エトキシエタノール中に溶解
し攪拌処理（5days）を行った後、更にチタン-n-ブトキシドを
加え攪拌処理（2days）を行った。合成時のハフニウム（Hf）
の添加 mol 分率は Hf/Ti = 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.10 mol/mol
とした。加水分解後に得られた TiO2 ゲルを真空乾燥（1day）
し、TiO2 粉末を得た。得られた TiO2 粉末は粉砕し、1M-酢酸
及び増粘剤（PEG）を任意の割合で混合してカチオン混入 TiO2
ペーストを調製した。その後、ペースト中の TiO2 粒子を均一
に分散させるため、ホモジナイザー処理後、撹拌、脱泡処理を
行った。

TiO2 電極の表面分析

混入イオンの化学結合状態を分析するため、X 線光電子分光
（XPS）分析により TiO2 電極表面の元素分析を行った。
2.1.4

TiO2 電極の表面形態構造観察

原子間力顕微鏡の DFM（dynamic force microscope）モード
を用いて TiO2 電極の表面形態構造を観察した。
2.1.5

太陽電池特性評価

2.1.2 で調製した電極を N719 色素溶液（3×10-4M）に 48h 浸
漬し、太陽電池作製後に電流-電圧（I-V）特性評価を行った。
2.2
2.2.1

（カチオン/アニオン）コドープ
Hf ドープ TiO2 電極への N イオン注入処理

2.1.2 で調製した電極に、イオン注入装置付き低温プラズマ
装置を使用して N イオン注入処理を行った。処理条件は加速
電圧 2kV、照射時間 60min、装置内圧力 5×10-3Pa とした。
2.2.2

2. 実験

TiO2 電極の作製

調製した TiO2 ペーストをスキージ法により透明電極（FTO）
へ塗布した後、ホットプレート上で加熱乾燥固化させた。この
操作を 3 回繰り返した後電気炉で焼成（773K, 30min）し、電
極を作製した。

(Hf/N)コ ドープ TiO2 電極の表面分析

2.1.3 と同様に、(Hf/N)コドープを行った TiO2 電極の X 線光
電子分光（XPS）分析を行った。
2.2.3

太陽電池特性評価

2.2.1 で N イオン注入処理した電極を同様に N719 色素溶液
に 48h 浸漬し、太陽電池作製後に I-V 特性評価を行った。
3. 結果及び考察

TiO2
XPS 測定結果より、
Hf を添加した TiO2 電極においては、
内部に Hf 4f5/2 及び Hf 4f7/2 に起因するピーク（16.7eV, 18.8eV）
が観測され、そのピーク強度比は Hf 含有率の比とよく一致し
ていることが分かった。また、Ar エッチングにより深さ方向
の分析を行った結果、エッチング時間の増加に伴い Hf のピー
クが増大することが確認された。これは、電極の表層部よりも

(a)

Fig.1

DFM images of TiO 2 electrodes prepared by Hf doping.
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セルにおいても、イオン注入処理に伴う約 4%程度の Jsc の増
大が確認された。これは、N イオンが TiO2 格子内にドープさ
れることによって Ti-N 結合が形成し、N2p 軌道の形成に伴い
TiO2 のバンドギャップが狭窄されたためだと考えられる。N
イオン注入後も同様に UV-Vis 吸収スペクトル測定を行ったと
ころ、TiO2 単体では本来吸収を示さない 400～600nm の波長域
に緩やかなピークを示し、吸収端のレッドシフトを確認できた。

(b)

(a) Hf / Ti = 0, (b) Hf / Ti = 0.05 mol / mol

25

Fig.2

Photocurrent Density / mA・cm-2

下層部の方が Hf を多く含有していることを示しており、その
原因として、Hf 原子が Ti 原子と比較して約 3.7 倍と大きな質
量を有するために、Hf の固溶した TiO2 粒子がバルク中のより
深くに沈みこんでいることが考えられる。
UV-Vis 吸収スペクトル測定の結果より、Hf 添加量の増加に
伴いバンド間吸収端が低波長側に僅かにシフトしていること
が分かった。しかしながら、シフト幅は非常に小さいため、大
きな添加効果（Voc の増大）は望めないと予測された。この原
因として、電極表層部の Hf ドープ量が少なく、TiO2 の LUMO
準位への寄与が小さかったことが考えられる。
Figs.1(a)及び(b)は、各々ゾルゲルプロセスにより調製した
Hf 添加量 Hf/Ti = 0 mol / mol 及び Hf/Ti = 0.05 mol / mol の TiO2
電極の DFM 表面形態観察像である。観察像より、いずれの電
極においても粒径数十 nm 程度の TiO2 粒子が確認され、本研
究のゾルゲルプロセスにおいて均一なナノ粒子が形成されて
いることが分かった。しかしながら、添加量別で比較すると粒
径は一致しておらず、Hf の添加量が増加するに従い粒径が減
少（表面積が増大）する傾向が得られた。これは、添加された
Hf が TiO2 粒子間の粒界に HfO2 として存在し、焼結時に粒界
の移動度を遅延させている（固溶阻害）ためであると推測され
る。色素吸着量を測定したところ、この傾向と一致して Hf 添
加量増加に伴い色素吸着量が増大する傾向が得られた。

Fig.3
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Fig.2 は、各々Hf 添加量 Hf / Ti = 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.10
mol / mol の TiO2 電極を用いて作製した太陽電池の I-V 曲線で
ある。測定結果より、添加量 Hf / Ti = 0 mol / mol のセルと比較
して、Hf 添加量 Hf / Ti = 0.01, 0.02 mol / mol のセルで性能が向
上し Hf 添加量 Hf / Ti = 0.03, 0.05, 0.10 mol / mol のセルで性能
が低下した。また、Hf 添加量 Hf / Ti = 0.01 mol / mol のセルが
最も光電変換効率（η）が高く（η = 7.86%）
、Hf 無添加のセル
に対し約 7%の性能向上を示した。このことから Hf の最適添
加量は Hf / Ti = 0.01 mol / mol 付近にあることが分かる。Hf 添
加量 Hf / Ti = 0.01 mol / mol を境に変換効率が減少したのは、
この時点で Hf の TiO2 格子に対する固溶限を迎えており、それ
以上添加された Hf が酸化物を形成し、抵抗として作用したた
めだと考えられる。これらの η の差は短絡光電流（Jsc）の大
きさに起因しており、Hf 添加量増加に伴う Jsc の増大が確認
された。また、開放端電圧（Voc）の顕著な変化は確認されな
かった。これらの結果は TiO2 電極の色素吸着量測定、紫外-可
視吸収スペクトル測定の結果と一致した。
Fig.3 は、
最も高い η を示した Hf 添加量 Hf / Ti =0.01 mol / mol
及び Hf 無添加のセルに使用した TiO2 電極に対して、各々N イ
オン注入処理（373K）を行った電極を使用して作製したセル
の I-V 曲線である。測定結果より、Hf 添加、無添加いずれの

4. 結言

ゾルゲルプロセスにより TiO2 内部へ Hf カチオンをドープす
ることで、色素増感太陽電池の短絡光電流（Jsc）が増大し、
光電変換効率（η）が向上することが確認された。その際の Hf
最適添加量は Hf / Ti = 0.01 mol / mol であり、約 7%の性能向上
に成功した。また、Hf を添加した TiO2 電極に N イオン注入の
コドープ処理を行うことで、Jsc が更に増大することが確認さ
れ、無添加の太陽電池に対し約 9%の性能向上に成功した。こ
れらのことから、TiO2 内部への（カチオン/アニオン）コドー
プ処理は色素増感太陽電池の効率改善に有効であり、今後、カ
チオン及びアニオン種の選択やコドープ処理条件を最適化す
ることで、太陽電池特性の更なる改善が期待される。
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BHJ ナノ構造制御による有機薄膜太陽電池の高効率化
木本 祥紀
High Efficiency Thin Film Organic Photovoltaic Cells by Controlling BHJ Nanostructure
Yoshinori KIMOTO
Abstract
Thin film organic photovoltaic cells can be expected as the promising next generation solar cell so that may process a big area, a
cheap and simple manufacturing process, a flexibility and light weight.

In this study, it has been tried to manufacture bulk-hetero

junction (BHJ) type thin film organic photovoltaic cells by the wet process for the purpose of the development of thin film organic
photovoltaic cells that realize high durability and high performance.

We examined both the effects of the annealing condition

dependence of active layer and the addition of poor solvent to active layer precursor solution in the fabrication process on the
performance of thin film organic photovoltaic cells.
P3HT and the fullerene derivative PCBM.

The BHJ active layer was prepared by mixing both the conjugated polymer

In the case of the annealing condition of the active layer at 423K for 30min, the highest

value of the power conversion efficiency (η) was observed.

On the other hand, in the case of 1.0vol% addition of NMP as poor

solvent to active layer precursor solution of chloroform as good solvent, the highest values of Jsc, open-circuit voltage (Voc) and η
were observed.

However, the value of fill factor (FF) has decreased with the addition of the NMP.

Keywords: thin film organic photovoltaic cells / active layer / bulk hetero junction /annealing / poor solvent / phase separation

1. 緒言

半導体ポリマーを用いた有機薄膜太陽電池は原理的には塗
布、印刷等による製造が可能であるため、従来のシリコン系
の太陽電池に比べて大幅に製造コストを下げることが可能で
ある。また、軽量化やフレキシブル化も可能である等、多く
の利点を持っている。しかしながらその光電変換効率がシリ
コン系の太陽電池に比べて低い（三菱化学 10.1% , 2011 年）
ことから、未だ実用化には至っていない。
本研究では高耐久性かつ光電変換効率 12%を実現する有機
薄膜太陽電池の開発を目的とし、Wet 法によるバルクヘテロ
接合(BHJ)型有機薄膜太陽電池の作製を試みた。BHJ 型有機薄
膜太陽電池の作製条件における①活性層アニーリング条件依
存性、及び②活性層前駆体溶液への貧溶媒の添加効果を検討
した。
2. 実験
2 .1 有機薄膜太陽電池の作製

活性層の p 型半導体に導電性高分子 P3HT、n 型半導体にフ
ラーレン誘導体 PCBM を用い、活性層のアニーリング条件依
存性を検討した。また、活性層溶液に P3HT の貧溶媒である
N- methyl pyrrolidone (NMP)を活性層溶液に添加し、その効果
を検討した。
2.1.1

ITO ガラス基板の作製とエッチング処理

ITO ガラスを電極の形状にマスキングした後、conc.HCl 水
溶液に 15min 浸すことで、余剰の ITO を除去し、電極を形成
するエッチング処理を行った。
2.1.2

PEDOT:PSS 膜の調製

1.0、3.0vol%添加した CHCl3 を用いて活性層前駆体溶液を調
製し、回転数 4,000rpm でスピンコート後、真空減圧下 423K ,
30min アニーリングを行った。
2.1.4

2.1.5

活性層（P3HT／PCBM）薄膜の調製

P3HT と PCBM を重量比 7：3 で混合し、CHCl3 に濃度 15mg･
ml-1 となるように溶解させ活性層溶液を調製した。活性層溶
液を、作製した PEDOT:PSS 膜上に回転数 4,000rpm でスピン
コート後、真空減圧下、アニーリング温度を 363、383、403、
423、443K、アニーリング時間を 10、30min と変化させてア
ニーリングを行った。また、貧溶媒である NMP を 0.0、0.5、

Al 電極の作製

金属 Al を小型真空蒸着装置を用いて蒸着し、対極とした。
3.

有機薄膜太陽電池の特性評価

ソーラーシミュレーター(AM1.5, 100mW･cm-2)を用いて疑似
太陽光照射下におけるセルの電流-電圧(I-V)特性を評価した。
4.

複素交流インピーダンス測定

太陽電池の内部抵抗成分を評価するために、ソーラーシミ
ュレーター(AM1.5, 100mW･cm-2)を用いて疑似太陽光照射下
において複素交流インピーダンス測定を行った。
5.

活性層薄膜の表面形態構造の観察

原子間顕微鏡(AFM)観察から、2.1.3 において調製した活性
層の表面粗さ解析を行い中心線平均粗さ(Ra)を評価した。
6.

活性層薄膜及び前駆体溶液の紫外･可視吸収スペクトル測定

紫外･可視(UV-Vis)分光光度計を用いて、250nm から 800nm
の波長の光を作製条件を変化させた活性層薄膜に照射し、
各々の光学的特性を評価した。また、高分子の溶液中での状
態を観察するために、CHCl3 に対し NMP 添加量 0, 10, 20,
60vol%と変化させ、P3HT 濃度 0.05mg･ml-1 に調製した溶液の
光学的特性評価を行った。

PEDOT:PSS 溶液を ITO ガラス基板上に回転数 3,000rpm で
スピンコート後、大気下 383K , 15min アニーリングを行った。
2.1.3

ホールブロッキング層(TiOx 膜)の調製

Titanium(VI)butoxide と Ethanol を重量比 1：100 で混合した
チタニア前駆体溶液を回転数 4,000rpm でスピンコート後、大
気中で 353K, 10min 加水分解させた。

3. 結果及び考察
3.1

活性層アニーリング条件依存性

Fig.1 は作製した太陽電池(活性層アニーリング時間
10min)の I-V 特性である。アニーリング温度 423K の場合、
光電変換効率 η が最大値となった。363K から 423K の間で
は、アニーリング温度の上昇に従って η も増大したが、443K
では減少した。アニーリング時間 10min とした場合と 30min
とした場合を比較すると同様の傾向を示したが、アニーリン
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グ時間 30min とした場合の方がセルの I-V 特性は改善されて
いた。最高効率は η = 3.74%、このとき短絡光電流密度 Jsc =
8.00mA･cm-2、開放端電圧 Voc = 0.751V、フィルファクター
FF = 0.628 であった。
複素交流インピーダンスの測定結果からセルの内部抵抗
はアニーリング温度の上昇に伴い減少する事が確認された。
紫外･可視(UV-Vis)吸収スペクトル測定の結果、アニーリン
グ温度の上昇に従って最大吸収波長が短波長側にシフトす
ることが分かった。また、600nm 付近のピークが増大する
ことが確認された。これは P3HT の結晶化に伴うバンド構造
の変化によるものと考えられる。 原子間力顕微鏡(AFM)観
察による表面粗さ解析の結果から、アニーリング温度の上昇
と共に平均表面粗さ(Ra)が増大している事が確認された。
P3HT のガラス転移温度 Tg および結晶化温度 Tc は、各々
熱分析から 380K、420K である。アニーリング温度が Tg より
高い場合、P3HT の分子鎖が熱運動を始め、同時に PCBM と
の相分離が進行する。更に Tc を超えることで P3HT 相の結晶
化が起こる。アニーリング温度 423K において、最適なバル
クヘテロ接合の形成による励起子失活とホール-電子再結合
の抑制、結晶化によるキャリア移動度の増大から、η が向上
したと考えられる。
活性層前駆体溶液への貧溶媒添加効果

Fig.2 は活性層溶液への貧溶媒 NMP 添加濃度を 0.0, 0.5, 1.0,
3.0vol%と変化させて作製したセルの I-V 特性である。NMP
添加量 0.5 , 1.0vol%の場合、Jsc および Voc が増加し、1.0vol%
の場合、光電変換効率 η が最大値を示した。このとき Jsc =
9.77mA･cm-2 , Voc = 0.807V , η = 3.89%を確認した。
10.0

Photocurrent density / mA・cm-2
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2.0

AFM images of active layer P3HT/PCBM. The additive
amount of NMP (a) 0.0, and (b)1.0 vol% of CHCl3.

複素交流インピーダンスの測定結果から、NMP 添加量の増
加に伴って、セルの内部抵抗が減少している事が確認された。
Figs.3(a)及び(b)は各々NMP 添加量(a) 0.0vol% 及び(b)
1.0vol%で調製した活性層薄膜の原子間力顕微鏡(AFM)観察
像である。AFM 観察の結果から、NMP の添加によって活性
層中に 10～100nm 程度の筋状のドメインが形成され、そのサ
イズは NMP 添加量に比例して拡大していることが確認され
た。また NMP の添加量の増大に伴って表面粗さが増大して
いることが確認された。アニーリングの前後で比較した場合、
アニーリング後の方がドメインサイズは増加したが、表面粗
さは減少していた。
UV-Vis 吸収スペクトルの測定結果より、NMP 添加により
600nm 付近の吸収ピークが増大していることが確認された。
これは P3HT の結晶化に伴う π-π*遷移の増加によるものと考
えられる。
活性層溶液に NMP を添加すると、
溶液中で P3HT が凝集し、
スピンコートによる製膜時に薄膜中に P3HT のドメインを形
成する。アニーリングを行うことでドメインの結晶化が進行
する。励起子の拡散長は約 5～20nm であり、ドメインサイズ
がこれに近いと、効率よく電荷分離が行われるため、Jsc の増
大及び η の向上に繋がったと考えられる。
また、
CHCl3 と NMP
の蒸発速度の違いから膜の垂直方向に PCBM の濃度勾配が発
生し、電圧の増大につながったと考えられる。ドメインが大
きすぎると、生成した励起子が p / n 接合界面まで辿り着けず
に失活してしまい、また表目粗さの増大から積層する TiOx
膜の製膜性が悪化し、η の低下に繋がったと考えられる。
4. 結論

本研究では、有機薄膜太陽電池の高効率化に対する活性層
アニーリング条件依存性を検討した。結晶化温度を超える温
度でのアニーリングにより、Jsc の増大と η の改善を確認した。
また、活性層溶液への貧溶媒の添加効果を検討し、これによ
り Jsc , Voc の増大と η の高効率化を確認した。今後、添加条
件を詳細に検討することで、更なる高効率化が期待される。
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キトサン被覆シリカゲルによる有用金属の回収
栗山

明子

Recovery of Rare metal by Chitosan Layer on Silicagel
Akiko KURIYAMA
Abstract
Porous chitosan layer was immobilized on silica gel and the support was applied to metal ion adsorbent. Molecular weight of raw
chitosan was calculated by viscosity method prior to use. The porous chitosan layer was formed using polyethylene glycol (PEG ) as a
porogen, then PEG was removed by methanol. The porous chitosan layer was crosslinked by epichlorohydrin and finally obtained by
washing with ammonia solution and pure water. The support was identified by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), elemental
analysis(CHN), surface area and micro pore analyzer and scanning electron microscope (SEM). As to investigate the adsorption
behavior of In 3+ on the support (chitosilica), pH dependences and time course were studied. The adsorption isotherms of In 3+ on
chitosilica were well correlated with Langmui r equation, and obtained maximum adsorption capacity it was 53.8μmol/g-support. In
fixed-bed column systems, the breakthrough curves ware obtained. The desorption of In 3+ from the support could carried out by
control of pH, the desorption rate reached up to 71.5 % at pH2.3.
Key words : Chitosan, Silicagel, Metal ion uptake, Indium, Adsorption

1. 諸言

レアメタルは、家庭用品から産業機械に至るまで幅広く用い
られている、現在のハイテク産業の根幹を支える必需品である。
レアメタルの供給不足という課題に対し、資源の安定な確保の
みならず、その二次資源使用が重要視されている 1)。
キトサンはカニやエビなどの甲殻類の外骨格などに含まれる
キチンを濃アルカリで脱アセチル化することで得られる。キト
サンの構造はセルロースに類似しているが、分子内に遊離の一
級アミノ基 (－NH2) を有することから、食品廃棄物由来の生物
資源として非常に有用である。またキチンとしての年間生合成
量はセルロースに匹敵するとも言われ、およそ 109～1011 t/y とも
推算されており、その機能と莫大な生合成量から高い潜在能力
が期待されている。そのため、これまでキトサンについては様々
な研究がなされており、その中でも金属キレート樹脂としての
用途開発は主要な課題のひとつである。
本研究では、キトサンの多孔質層をシリカゲル上に固定化し
た金属捕集用担体を調製し、担体の評価を行った後、液晶電極
などに用いられるレアメタルであるインジウムの吸着挙動およ
び脱離挙動について検討した。
2. 実験方法
2.1 キトサンの分子量測定

キトサンの分子量測定はウベローデ型粘度計を用いた粘度法
により算出した 2)。4 M 尿素、0.1 M 塩化ナトリウムを含んだ 0.2
M 酢酸水溶液を溶媒として調製し、これにキトサンを 0.04 ~ 0.2
g/dL の範囲で溶解させた試料を準備した。この試料溶液および
溶媒を 25℃の恒温槽中に静置した粘度計に入れ、粘度計の標線
間の流下時間をストップウォッチで測定した。いずれも 3 回測
定を行い、その平均値を求めた。
2.2 シリカゲル上へのキトサンの固定化

キトサン、PEG、1 M 酢酸をそれぞれ 2, 10, 88 wt%の割合で混
合し、淡黄色透明な粘稠溶液を調製した 3)。この溶液 200 mL と
シリカゲル 100 g を混練し、一晩静置後、常温下で減圧乾燥した。

乾燥後、メタノールで入念にデカンテーションしたものに 0.1 M
NaOH-DMSO 溶液 1L を加え、60℃下で 1 時間撹拌した。これを
減圧乾燥したものと 0.1 M NaOH / DMSO 溶液 1 L をセパラブル
フラスコに入れ、攪拌翼を用いて攪拌しながら、1 mol 当量のエ
ピクロロヒドリンを徐々に添加した。その後、60℃で 24 時間反
応させ、その反応物は純水で入念に洗浄後、0.85 M アンモニア
水溶液中で 4 時間攪拌しながら処理した。これを純水で入念に
洗浄し、凍結乾燥させたものを最終生成物であるキトシリカと
した。得られた担体は走査型電子顕微鏡 (JEOL, JSM-6340F)、X
線光電子分光法 ((株)島津製作所 AXIS-Nova)、元素分析測定
(ヤナコ分析工業 CHN コーダー MT-5)、比表面積・細孔分布測
定(Quantachrome Instruments, NOVA1200e)を用いて評価した。
2.3 インジウムイオンの吸着特性

pH 依存性実験は次のように行った。キトシリカをそれぞれ 0.5 g
ずつバイアル瓶にとり、pH 3~7 に調整した 70 ppm-In3+の 1 mol/L
HCl-NH3 緩衝溶液 30 mL と共に、30ºC の恒温槽中で 24 時間振とう
した。ろ過を行った後、In3+濃度を原子吸光分析(Analytic Jena 製
novAA.350)による定量、平衡 pH の測定を行い、吸着に対する最適
平衡 pH を決定した。経時変化はキトシリカ 0.3g をバイアル瓶に
とり、pH 5.0 の 1 mol/L HCl-NH3 溶液で調製した 50 ppm の In3+
溶液 30 mL を加え、30ºC の恒温槽中で 5 分~ 48 時間の様々な時
間において振とう後、前述と同様に In3+濃度を決定した。吸着等
温線の作成は、キトシリカ 0.5 g をバイアル瓶にとり、pH 5.0 の
1 mol/L HCl-NH3 溶液で調製した 5 ~ 500 ppm の様々な濃度の In3+
溶液 30 mL を加え、30ºC の恒温槽中で 24 時間振とう後、同様に
In3+濃度を決定した。破過曲線はシリカゲルおよびキトシリカをカラ
ム（直径：1cm、高さ：10cm）につめ、300 ppm の In3+溶液を各流量で
送り、出口濃度を原子吸光分析により定量して作成した。
2.4 インジウムイオンの脱離特性

キトシリカに対して最適な吸着条件下で In3+を吸着させた担
体を回収し 50℃で減圧乾燥を行った。この In3+吸着担体 0.5g を
スクリュー瓶にとり、pH 0.5～4.5 の様々な pH の 1 mol/L HCl-NH3 溶
液 30 mL と共に、30ºC で 24 時間振とうした。ろ過を行った後、In3+濃
度を原子吸光分析により定量し、平衡 pH の測定を行い、脱離に対
する最適平衡 pH を決定した。

ムは六配位であり、キトサンのアミノ基に対しては立体的な障
害も大きく、吸着量が減少したと考えられる。

3 結果と考察
3.1 キトサンの分子量測定

調製した担体(キトシリカと呼ぶ)の色調は調製前の白色から
淡黄色へと変化した。また、シリカゲルに対する収率は 77.8%で
あった。
得られたキトシリカは SEM、XPS、
元素分析測定(CHN)、
比表面積・細孔分布測定により評価した。
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使用したキトサンの粘度平均分子量は 4.0×105 であることがわ
かった。一般的なキトサンの分子量は 1×104 ~ 1×106 とされてお
り、今回得られた粘度平均分子量が妥当であると考えられる。
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図 2 キトシリカへの In3+の吸着および脱離に
及ぼす平衡 pH の影響
60

図 1 キトシリカおよびシリカゲルの SEM 画像

図 1 はシリカゲルおよびキトシリカの SEM 画像である。いず
れの画像も 20,000 倍のものであり、平滑な表面状態のシリカゲ
ルに比べ、キトシリカの表面は物質の付着による凹凸が確認さ
れた。また XPS の結果では、シリカゲルの構造は主に Si と O
から成るのに対し、キトシリカは N 原子の大幅な増加に加え C
原子が新たに観測されており、その一方 Si および O の存在比が
小さくなっていることが分かった。これより、シリカゲル上へ
のキトサンの固定化が明らかとなった。CHN 分析においては秤
取量 (1958 µg) のうちそれぞれ H (1.05 wt%)、C (3.62 wt%)、N
(0.57 wt%)、残渣 (85.19 wt%)という結果を得た。キトシリカの
構造上残渣は Si であると考えられるため、H、C、N のみの比を
確認したところ、担体に付着していたと考えられる H2O の H が
過剰に検出されてはいたが、キトサンの基本骨格から算出した
理論値とほぼ一致した。続いて BET 測定では、比表面積はシリ
カゲルが 390.8 m2/g、キトシリカが 211.4 m2/g となりキトサンの
被覆により 54%まで減少した。また細孔経に大きな変化が観測
されなかったため、シリカゲル上に固定化されたキトサン層の
厚さは比較的小さなものであることが考えられる。
3.3 インジウムイオンの吸着特性

図 2 にキトサン上への In3+の吸着における pH 依存性を示す。
平衡 pH が大きくなるにつれて吸着量が増大し、平衡 pH 5.1 の
時に最大の吸着量を示した。これはキトサンのアミノ基に対す
る In3+とプロトンの競争的な吸着のためである。平衡 pH の低い
領域ではアミノ基のプロトン化による In 3+の遊離のために吸着
量の低下がみられ、平衡 pH の高い領域でみられた吸着量の低下
は In3+が水酸化物を形成したことが原因であると考えられる。ま
た経時変化の実験では、約 10 時間で吸着平衡に達することが分
かった。これまでの本研究室において調べられた銅イオンにお
ける経時変化からも約 10 時間と同様の結果を得ている 4)。図 3
はキトシリカへの In3+の吸着等温線である。得られた吸着等温線
は Langmuir モデルへの良好な相関が得られ、最大吸着量は 53.8
µmol/g-support であった。キトシリカへの銅イオンの吸着の場合
4)
、最大吸着量が 251.8 µmol/g-support であったため、銅に比べて
著しく吸着量が減少している。これはインジウムの配位数やイ
オン半径によるところが大きく、銅が四配位に対してインジウ

吸着量[μ mol/g]

50
40
30
20
10

calc
.

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90
平衡濃度[μ mol/L]

図 3 キトシリカへの In3+の吸着等温線
3.4 インジウムイオンの脱離特性

キトシリカからの In3+の脱離率を図 2 で示しているように、平
衡 pH が低い領域で高く、pH 2.3 の時 71.5 %と最大であった。こ
のことは吸着における pH 依存性実験の結果である、平衡 pH の
低い領域で生じる吸着量低下からも明らかである。また、pH 1
付近で見られる脱離率の低下は、プロトン化したアミノ基が過
剰の塩酸中で生成したインジウム・クロロ錯体とイオン結合し
たためであると考えられる。また以上より、吸着における pH 依
存性の結果とも整合性があることが分かった。
4. 結言

あらかじめ分子量を明らかにさせたキトサンを、シリカゲル上
に固定し金属捕集担体を調製した。得られた担体を SEM、XPS、
元素分析(CHN)、比表面積・細孔分布測定により表面状態の確認
を行った。調製した担体を用いて最適な pH および接触時間で
In3+の吸着等温線の作成を行った。得られた結果を Langmuir モ
デルの計算線にあてはめると良好な相関が得られた。また、そ
の最大吸着量は 53.8µmol/g-support となった。次に、In3+を吸着
させたキトシリカからの脱離は、低 pH 領域で著しく、pH 2.3 の
時脱離率 71.5 %と最大であった。
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高輝度蛍光性 2,5-二置換ピラジン化合物の合成とその蛍光特性
佐嶋

孝徳

Syntheses of 2,5-Disubstituted Pyrazine Compounds Showing Strong Fluorescence
and Their Fluorescent Properties.
Takanori SAJIMA
Abstract
Organic electroluminescence display (OLEDs) have been received many people’s attention as a futuristic display. In our
laboratory, we have synthesized new materials that is applicable to a light-emiting layer of OLEDs device, and researched on the
relationship between structure and fluorescence properties. Pyrazine does not show strong fluorescence by itself, but it is known that
the fluorescent intensity of pyrazine compounds introduced suitable π-conjugated system increase. A target molecule or
2,5-bis(4,6-dimethylbenzofuran-2-yl)pyrazine has synthesized, and 2-azido-1-(4,6-dimethylbenzofran-2-yl)ethanone or intermediate
of a target molecule synthesized from 3,5-dimethylphenol. Beside we also have researched in environment effect(solid, solution and
R ) ) around the molecule affecting the fluorescence properties. Quantum yield of solid phase increased than
polymer film(ARTON-F ○
solution.
R
Key words: Synthesis , Pyrazine , Fluorescence , Electroluminescence , ARTON-F ○

2. 実験

1. 緒言

近 年 、 次 世 代 型 デ ィ ス プ レ イ と し て 有 機 EL(Organic
Electroluminescence)ディスプレイが注目されている。この有機
EL ディスプレイは従来型の液晶ディスプレイとは駆動方式が
異なっているので様々な特性を有している。
有機 EL ディスプレイは軽量で薄膜化でき、フレキシブルか
つ低電圧で駆動するなどの特性を有しており、新しい光源、表
示素子として注目を集めているが、未だ普及には至っていない。
普及へ向けた課題としては、更なる高輝度化、長寿命化、必要
電圧の低減、大型化や量産プロセスの確立が挙げられる。
私の所属する研究グループにおいては、含窒素複素芳香環の
一つであるピラジンはそれ自体弱い発光しか示さないが、芳香
環や不飽和結合などの適当な共役系を導入すると強い発光を
示すことが見出された。
本研究では、ピラジン環の 2,5 位に、電子供与性基であるベ
ンゾフラン環を導入した Fig.1 に示す新規化合物 1aa の合成を
行い、その蛍光特性の検討を行う。
また、ジアリールエテニル基を含むピラジン化合物である
1cd , 1dd の固体状態と溶液状態、Fig.2 に示すガラス状高分子
R F5023 中での分子の周囲の環境が及ぼす蛍光特性
ARTON-F○
の変化について検討を行い、その蛍光スペクトル及び蛍光量子
収率から蛍光増強を明らかにすることを目的とする。

2.1 化合物 1aa 合成計画

Fig.3 のように 3,5-キシレノール 2 を出発物質として、全９
段階で目的物を得る合成を計画した。合成した化合物の構造確
認は IR、１H-NMR などの分析装置を用いた。
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Fig.2 ARTON-F F-5023 の構造

2.2 UV-Vis 及び蛍光特性評価

固体の蛍光スペクトルは、粉末試料の蛍光量子収率測定で得
られたものとした。
溶液の UV-Vis スペクトルは 3×0-５mol/ℓ、蛍光スペクトルは
3×10-6mol/ℓ程度の試料濃度のジクロロメタン溶液を測定に用
いた。蛍光測定の励起は UV-Vis 吸収スペクトルの極大吸収波
長で行った。
R との混合膜はトルエンの ARTON-F○
R 2wt%溶液
ARTON-F○

3. 結果及び考察
3.1 化合物 1aa の合成結果

DMF 中 3,5-キシレノール 2 とクロロ酢酸エチルを混合し、油
浴上 5 時間 80℃で加熱攪拌した。ジエチルエーテルで抽出し、
溶媒を減圧留去して黄色液体を得た。これをシリカゲルカラム
クロマトグラフィーにより精製して無色オイル状のエステル
化合物 3 を収率 89.0%で得た。次に、エステル化合物 3 を含水
エタノール中 LiOH(2eq)を加え 3 時間加熱還流して加水分解し
た。溶液が酸性になるまで塩酸を加えて、生じた沈殿を減圧ろ
過、
真空乾燥してカルボン酸 4 の白色結晶を収率 73.5%で得た。
塩化チオニルを加えて dry-クロロベンゼン中 3 時間加熱還流し
た後、溶媒を留去し 4 の酸クロリドを得た。dry-クロロベンゼ
ン中、塩化アルミニウム加えて、40℃で一晩反応させ、溶媒を
留去後、Friedel-Crafts 反応により環化した化合物 5 の黄色結晶
を収率 76%で得た。この化合物 5 の黄色固体をメタノール中
NaBH4 で還元し、油状粗生成物を得た。これをシリカゲルカラ
ムクロマトグラフィーにて精製を行い化合物 7a の無色油状物
質を収率 61.6%(化合物 5 基準)で得た。
ジクロロメタン中、塩化アセチル、塩化アルミニウムを加え
室温で反応させ黄色固体を得た。この黄色固体を中圧シリカゲ
ルクロマトグラフィーにより精製し、アセチルベンゾフラン 8a
の黄色結晶を収率 46.6%で得た。
エタノール・ジクロロメタン混合溶媒中アセチルベンゾフラ
ン 8a に臭素(1.2e.q.)を氷冷下滴下し、室温で 30 分反応させた。
ジクロロメタンで抽出、溶媒を留去し臭素化物 9a の濃緑色結
晶を得た。
化合物 9a のアセトン溶液に氷冷下、NaN3(2.2eq)をゆっくり
と添加しアルミ箔で遮光し、室温で一晩反応させた。溶媒を留
去し、ジクロロメタンで抽出し、橙黄色結晶を得た。橙黄色結
晶をヘキサンで洗浄し、アジ化物 10a を得た。Fig.4 に示す
1
H-NMR スペクトル及び IR スペクトルにおける 2016cm-1 のア
ジド基の伸縮振動ピークの存在により化合物 10a の合成を確認
した。
CH 3

蛍光量子収率の値から 1cd では溶液状態に比べ固体状態で
47 倍(0.0055→0.257)の蛍光増強が確認された。これは一般に凝
集誘発発光(AIEE)として知られているが、その機構は必ずしも
明らかではない。さらに固体状態では溶液状態と比べ蛍光が長
波長シフトした。これは溶液状態と固体状態での分子構造の変
化が起因していると考えられる。結合の回転に対する自由度が
高い溶液状態に比べ、固体状態では結合の回転が困難である。
そのため、固体状態では共役長が長くなり、無輻射失括等が抑
制されたため蛍光波長は長波長シフトし、蛍光量子収率が増強
したものと考えられる。固体状態で溶液状態に対する蛍光量子
収率が増強される傾向は、1dd においても同様であり、40 倍の
蛍光増強が確認された。
R
化合物1cd の場合に分子の吸収波長は、
溶液状態とARTON○
膜においてほぼ同じ値であった。溶液状態では試料濃度が 3×
10-５mol/ℓ程度と非常に小さいので分子分散状態であると考え
R 膜中でも溶液と同等の分子分散状
られる。従って、ARTON○
態および分子構造をとっていると考えられる。
R を用いた膜では、ARTON○
R により蛍光性分
また、ARTON○
子が振動による無輻射失括が抑制されて、蛍光量子収率が向上
すると期待できる。これについては現在測定中である。
Table1 UV-Vis 及び蛍光スペクトルと蛍光量子収率

1cd

固体

UV-Vis

蛍光

λ(nm)

λem(nm)

φf

×

461

0.2570
0.0055

蛍光量子収率

溶液

363

425

R
ARTON○
膜

364

427

×

×

466

0.1360

1dd

固体
溶液

312

379

0.0034

R
ARTON○
膜

325

407

×

80

固体

70
60

蛍光強度(a.u.)

と化合物 1cd または 1dd の溶液を混合し、スピンコート法
(400rpm,10s→2000rpm,60s)によりガラス基板上に塗布した。
蛍光量子収率測定は室温条件下、溶液状態、固体状態の試料
に対して絶対 PL 量子収率測定装置(Hamamatsu Photonics ,
C11347-01)を用いて測定を行った。

溶液

50

ARTON膜

40
30
20
10

O
C

0

CH2N3

O

H 3C

350

400

450

500

550

600

波長(nm)

Fig.5 化合物 1dd の蛍光スペクトル
10a

4. 結言

Fig.4 化合物 10a の 1H-NMR スペクトル(500MHz,CDCl3)
3.2 UV-Vis 及び蛍光特性
UV-Vis 及び蛍光特性評価の結果を Table1; Fig. 5 に示す。

2-アジド-1-(4,6-ジメチルベンゾフラン-2-イル)エタノン 10a
を 3,5-ジメチルフェノールを出発物質として得ることが出来た。
今後、強い蛍光を示すと考えられる 1aa の合成を行い、その蛍
光特性評価を行う。
また、蛍光量子収率が固体状態において溶液状態と比べ増強
されたことから、化合物 1cd 及び 1dd が凝集誘発発光(AIEE)特
R 膜中
性を持つことが明らかとなった。分析中である ARTON○
での量子収率測定結果を得た後に、分子の周囲の環境が及ぼす
蛍光特性の影響についての更に検討を進めいく。

2 種の半導体電極構造の色素増感太陽電池
佐藤

友香

Dye-sensitized Solar Cell with Two Types of Semiconductor Electrodes
Yuka Sato
Abstract
Z-scheme like Dye-sensitized solar cell (DSSC) which a counter electrode was constructed by ZnO/Pt layer was investigated by
I-V characteristics and Nyquist Impedance analysis. The modified DSSC shows a higher open circuit voltage than a standard
Groezel-type DSSC. Increasing of open circuit voltage suggests that a ZnO electrode interacts with iodine electrolyte. The Cole-Cole
plot of a Nyquist impedance measurement shows the increasing impedance in lower frequency part, occurring from the resistivity of
ZnO layer. The enhanced resistivity makes short circuit current rather small.
1

緒言

実験

2

現在，科学技術の発展により，私たちは豊かな生活を送って

2.1

酸化亜鉛ペースト塗布を行った白金電極の作成

いる．しかし，一方で石油などの資源エネルギーの枯渇，資源

エタノールに ZnO:20wt%，ポリエチレングリコール（物質

の大量消費による地球温暖化などの環境問題が取り上げられ

量 3.5M）:20wt%vsZnO を加えペーストを調製した．白金電極

ている．また，2011 年 3 月に起きた東日本大震災で，原子力

表面の 5mm×5mm 以外の領域をメンディングテープ(3M 製,

発電が問題となり，クリーンで安全性の求められる新しいエネ

810-1-18D, 50μm 厚)でマスキングし，スキージー法により ZnO

ルギーの開発が求められている．中でも，太陽電池は注目され

ペーストを塗布した．メンディングテープを除去したガラス基

ており，様々な分野から研究開発が進められている．太陽光は

板を電気炉に入れ，空気中において 20 分間で 450℃まで昇温

2

1m 当たり約 1kw のエネルギーを地球上に降り注いでいるた

した．450℃で 30 分間保持した後，室温まで空冷した．この操

め，ゴビ砂漠全体に太陽電池をひきつめると，現在地球上で人

作を 1~2 回繰り返し，多層からなる ZnO 多孔質膜を作製した．

間が使っているエネルギーの全てをまかなうことができる．こ

2.2

色素増感型太陽電池

1M-酢酸に TiO2:10wt%，ポリエチレングリコール（物質量

れを実現するためには，現在の太陽電池の性能を上げコストを

3.5M）:40wt% vs TiO2 を加えペーストを調製した．導電性ガラ

下げる必要がある．
本研究室では，酸化チタンサイドに異種金属をスパッタリン

ス基板表面の 5mm×5mm 以外の領域をメンディングテープ

グや混合する事で，性能の向上を試みたがいずれも性能の低下

(3M 製, 810-1-18D, 50μm 厚)でマスキングし，スキージー法に

が確認された．そこで本研究では酸化チタンサイドではなく，

より TiO2 ペーストを塗布した．メンディングテープを除去し

白金電極サイドに処理を行うことで，性能の向上を試み検討を

たガラス基板を電気炉に入れ，
空気中において 20 分間で 450℃

行った．

1)

まで昇温した．450℃で 30 分間保持した後，室温まで空冷した．

植物の光合成よりヒントを得た Z スキーム型反応の原

この操作を 3 回繰り返し，3 層からなる TiO2 多孔質膜を作成し

理を応用し，ガラス基板と白金電極で 2 段階励起を行う電

た．焼成した TiO2 半導体電極を Ru 色素溶液に 48 時間以上染

2)

池を作成した．図 1 にその動作原理を示す．

浸させ色素の吸着を行った．色素吸着後，電極を溶液から引き
上げ未吸着の色素を除去するためにアセトニトリルで洗浄し
た．そして TiO2 半導体電極と対極の白金電極をハイミランを
用いて熱圧着し，それに電解質溶液を注入し，基本となる色素

Dye*
I3 II- I -

増感型太陽電池を作製した．

白金電極

ラス基板
Fガ
TO

ｅ－

結果と考察

3
3.1

白金電極に ZnO を処理したセルの性能測定

3 層積層し，
FTO ガラス電極には調製した TiO2 ペーストを，
対極の白金電極には，調製した ZnO ペーストを，1 層及び 2

Dye

層積層し焼成したものを用意し，ソーラーシュミレーターによ
って測定を行った．

図1

図 2 に I-V 測定結果を示している．上から，ノーマル，ZnO

Z スキーム型反応を応用した色素増感太陽電

を 1 層， 2 層積層したものとなっている．

池動作原理

-1-

の層を変えた FTO ガラス電極をそれぞれ組み合わせた太陽電

12.0
normal①

池の特性を示している．

ZnO(1層)②

10.0
2

J(mA/cm )

ZnO(2層)③

表 1 各測定セルの太陽電池特性

8.0

Voc(V)
0.6752
0.7148
0.7102
0.6729
0.7224
0.7244
0.6743
0.7459
0.7234

6.0

TiO2(1)Normal
TiO2(1)ZnO(1)
TiO2(1)ZnO(2)
TiO2(2)Normal
TiO2(2)ZnO(1)
TiO2(2)ZnO(2)
TiO2(3)Normal
TiO2(3)ZnO(1)
TiO2(3)ZnO(2)

4.0
2.0
0.0
-0.1

0.1

0.3
V (V )

図1

図2

0.5

0.7

I-V測定

I-V 特性評価

図 2 より白金電極に ZnO を塗布したものは，ノーマルと比
べるとどちらも開放端電圧が高くなった．また，1 層にした場
合と 2 層にした場合では，開放端電圧に大きな変化はなく，短

Jsc(mA)
4.66
2.26
1.99
8.95
3.2
3.3
10.09
6.65
5.53

ff(%)
70.7
57.8
67.3
72.4
60.5
56.4
70.2
60
58.7

efficiency(%)
2.22
0.93
0.95
4.36
1.4
1.35
4.77
2.98
2.35

絡電流が下がった．ZnO を塗布したものは，I-V 曲線にフラッ

それぞれの I-V 測定の結果より，TiO2 の層を変えても白金

ト部がなく，電流値は電圧の増加とともに常に減少傾向を示し

電極に ZnO 処理を行ったものはノーマルと比べると Jsc が低下

た．これは電解液の不足ではないかと考えられる．

し，Voc が増加することが分かった．
また，TiO2 の層が多い方が Jsc は大きくなるということが分か

次に，上記 3 種の電池を擬似太陽光照射条件下でインピーダ
ンス測定を行い，電子輸送過程を調べた．図 3 に複素インピー

った．

ダンス測定の結果を示す．

4
Normaｌ
ZnO1層5
ZnO2層6

布し，Z スキーム型色素増感型太陽電池の原理を利用した実験
を行った.これにより，電子輸送過程の改善，2 段階励起の応

20

Im(Z) [Ω]

結言
本研究では，色素増感型太陽電池の白金電極に，ZnO を塗

30

用による光電変換効率の向上を目的とした．ZnO を塗布する
ことで，Voc の増加が確認できたが，Jsc は減少した．Voc の増

10

加の原因を検討するため，TiO2 と ZnO の層をそれぞれ変えて
測定を行い，電圧と抵抗の増減の変化を比較した．この実験に
0
0

10

20

30

40

50

よって，最適な組み合わせは TiO2 が 3 層，ZnO が 1 層の場合

60

Re(Z) [Ω]

である事が分かった．ZnO を塗布する事による Jsc の低下は，

図図23 コール・コールプロット比較
コール･コールプロット比較

コール・コールプロットでは，ノーマルの場合と比べ， Pt

インピーダンス測定より，ZnO の抵抗によるものだと考えら

電極面に ZnO を塗布したものは，どちらも 3 つ目の円弧成分

れる．また，Voc が増加したことについては、白金電極側に

に大きな増加が見られた．また，ZnO の層を増やすほど円弧

ZnO を処理したものはどれも Voc が増加していた事から，ZnO

成分の増加が見られた．コール・コールプロットの 3 つ目の円

を処理する事で，Voc が増加する事が明確に確認できた.しか

弧成分は，本来 TiO2 粒子間の電子輸送過程の抵抗を示してい

し，ZnO が抵抗となり，Jsc が減少することも確かであった.

る． 対極側に ZnO 膜が存在することにより，ZnO 粒子間の電

Voc が増加した原因については，ZnO 処理をする事でレドック

子輸送の抵抗が現われたと考えられる．Pt 電極に異種金属処

スメディエーター電位が下がったのではないかと考えられる．

理を行った場合，コール・コールプロットの 3 つ目の円弧成分
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ピリダジン環を含む高分極性両親媒性化合物の合成
高木 美樹
Synthesis of Highly Polarized Amphiphilic Compound Having Pyridazine Ring
Miki TAKAKI
Abstract
The thin film arranged asymmetrically a polarized organic compound is expected as second harmonic generation device for high-speed and
low-energy drive. The Langmuir-Blodgett (LB) method is suitable for forming asymmetric arrangement of amphiphiles, the LB film of amphiphilic
pyrazine and pyrimidine compound having hydroxyl group at the end of hydrophobic chain has been reported already. In this study, in order to develop
the more stable and more highly oriented asymmetric LB film, carried out the synthesis of a novel amphiphilic pyridazine compound having hydroxyl
group at the end of hydrophobic chain. This new compound can be expected for having stronger attractive intermolecular interaction because of its
large dipole moment. As the result of synthesis, the intermediate, methyl 6-(4-hydroxyphenyl)pyridazine-3-carboxylate, could be prepared by 9 steps
from 5-methyl-2-acetylfurane as starting material in a 11.5% overall yield.

Key wards：Pyridazine, Synthesis, Amphiphilic compounds, LB film

1．緒言

非線形光学材料はレーザ光の短波長化や光の増幅など、光→光の
情報変換材料として注目を集めている。特に、非線形有機材料は分
子内のπ電子の非線形分極により、低エネルギー駆動かつ高速の光
デバイスが作成できる光素子として期待されている。しかし、高い
変換効率を示す第二高調波発生の発現にはその素子に反転対称中心
をもたない配列を生み出す必要があり、素子中での分子の配向を制
御することが重要である。
その作製法の 1 つとして Langmuir-Blodgett
(LB)法も気水界面を利用した配向制御法として有力と考えられてい
る。
LB法による非中心対称性の積層構造はX型、
Z型と呼ばれるが、
これらは親水基と疎水基が直接接するため、一般に不安定となり累
積できない、または経時安定性に問題がある場合が多い。
本研究室での検討により、これまでピラジンやピリミジンのよう
に環内に窒素を含む複素環を導入すると、複素環同士の静電相互作
用により製膜性が向上することが明らかになっている 1)。そこで、両
親媒性化合物の疎水鎖末端にヒドロキシル基などの親水基を導入し
て層間に相互作用を働かせるとともに、気水界面上で単分子膜を形
成した場合、ピラジン環やピリミジン環の場合よりも安定な静電相
互作用を示し、最も分子が垂直に配向するという計算結果 2)が報告さ
れているピリダジン環を分子中に導入することにより、配向性や安
定性に優れた Z 型 LB 膜を作製できると期待される。そのために図 1
の新規化合物の構造が有効と考えたが、このような両親媒性ピリダ
ジン化合物の合成法は少ない。従って、その適切な合成法の確立及
び収率の向上を目的とし、その LB 膜化を目指した。
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図 1．目的の両親媒性ピリダジン化合物
2．合成方法

目的の両親媒性ピリダジン化合物 11 を得るために、図 2 の経路で
合成を行った。
まずピリダジン環形成反応の原料である 1,4-ブタンジ
オン体 6 までを合成し、次に 6 とヒドラジンを縮合環化させること
により、カルボキシル基に変換するためのフラン環と保護基である
ベンジル基をもつピリダジン化合物 7 が得られる。ピリダジン環形
成以降はフラン環のカルボキシル基への変換、脱保護、アルキル鎖
導入を行い、目的化合物 11 を合成する。
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図 2．合成経路
3．実験結果と考察

2-アセチル-5-メチルフラン 1 を臭素化し、得られたα-ブロモケト
ン体 2 を精製せずにトリフェニルホスフィンとベンゼン中で一晩撹
拌してホスホニウム塩 3 とした(収率 82％(1 基準))。これを水酸化ナ
トリウムと反応させホスホラン体 4 を得た(収率 92％)。ホスホラン
体 4 とグリオキサール一水和物との Wittig 反応により、2-ブテン-1,4ジオン体 5 を得た(収率 70％)。この 2-ブテン-1,4-ジオン体 5 を
Raney-Ni を用いて水素雰囲気下で還元し、1,4-ブタンジオン体 6 を得
た(収率 60％)。6 とヒドラジン一水和物をエタノール中で 21 日間ゆ
っくりと反応させ、
ピリダジン化合物7 を好収率で得た(収率76％)。
KMnO4 を用いて 7 を酸化し、ピリダジンカルボン酸 8 の粗結晶を得
た。この粗結晶は融点幅が狭く(183-186℃)、1H-NMR からも不純物
のピークがほとんど見られなかったため、その重量から見積もって、
8 は収率 70％程度で得られていると考えられる。
次に 8 の分離精製を目的に、メチルエステル化を行った。N2 気流
中、8 のクロロホルム溶液に 3 当量のジアゾメタンガスを吹き込み、
白色結晶のピリダジンエステル 9 を得た。IR スペクトルではカルボ
ン酸エステルの吸収νCO が 1721cm-1 にみられ、図 3 の 1H-NMR スペ
クトルでは新たに 4.09ppm にメチル基のプロトンシグナルが出現し
たことから、9 の生成を確認した。収率は 7 基準で 30％であった。

H2O

次にピリダジンエステル 9 を脱水 DMF 中 25℃、水素雰囲気下で
Pd/C を用いて 1 日接触還元した。反応後、セライトを用いて Pd/C を
除去し、得られた粗生成物に水と希塩酸を加え、生じた白沈をろ過
して白色結晶を得た。この白色結晶は 1H-NMR と融点(211-217℃)か
ら原料であると確認できた。ろ液は減圧留去し、そこにベンゼンを
加えて生じた結晶をろ過し、薄黄色結晶を得た。この薄黄色結晶は
IR スペクトルではカルボン酸エステルの吸収νCO が 1731cm-1、フェ
ノール水酸基の吸収νOH が 3384cm-1 にみられ、図 5 の 1H-NMR スペ
クトルでは 5.17ppm と 7.40ppm にあったベンジル基のプロトンシグ
ナルが消失し、新たに 10.24ppm に水酸基のプロトンシグナルがみら
収率は 67％であった。
れたことから、
化合物 10 であると確認できた。
原料が多く回収されたため、反応温度を上げるなど反応条件の検討
により収率の向上が期待できる。

図 3．化合物 9 の 1H-NMR スペクトル(500MHz,CDCl3)
低収率の原因は、シリカゲルクロマト精製において流出しない強
吸着成分の割合が多かったことから、ジアゾメタンがエステル化以
外の反応をしたためと考えられる。エステル化以外の反応を抑制す
るために、ジアゾメタンガスを 3 当量から小過剰量の 1.3 当量にして
反応を行ったが、強吸着成分の割合と収率の改善はみられなかった。
そこで、ジアゾメタンガスと同等の反応性をもちながら、液体で
定量的に反応を行うことができるトリメチルシリルジアゾメタンを
用いてメチルエステル化を検討したが、収率は 30％(8 基準)と低く、
シリカゲルクロマト精製における褐色強吸着成分が多く生成してい
ることがわかった。本来、ジアゾメタンを用いたエステル化は高収
率でメチルエステル体が得られる。ピラジン環、ピリミジン環を含
む両親媒性化合物の合成 1)においてもジアゾメタンガスを用いたエ
ステル化反応によってメチルエステル体が高収率で得られている。
従って、ピリダジン化合物とジアゾメタンの反応では、カルボキシ
ル基のエステル化と競争する他の反応(1,3-双極子付加等)が進行する
と考えられるが、副生成物の構造は明らかにできなかった。
ジアゾメタンでは収率の改善がみられなかったため、メチルエス
テル化剤として N,N’-ジイソプロピルカルボジイミド(DIC)を用いて
検討を行った。アルゴン気流中、蒸留 THF に DIC と反応触媒である
4-ジメチルアミノピリジン(DMAP)、ピリダジンカルボン酸 8、蒸留
メタノールを加えて反応させた後、得られた粗生成物を中圧シリカ
ゲルクロマトグラフィーにより分離精製して白色結晶①、②を得た。
図 4 に反応後の処理を示す。

図 4．DIC を用いたメチルエステル化反応の後処理
1

H-NMR より、白色結晶①は目的物 9 であると確認できた。一方、
白色結晶②は 2 種のイソプロピル基のプロトンシグナル(1.15, 1.48,
3.92, 4.63ppm)がみられ、またピリダジン環上のプロトンシグナルが
7.81ppm と 7.88ppm にみられたことから、反応中間体である O-アシ
ルイソ尿素体と判断した。この中間体をメチルエステル体にするた
め、白色結晶②と DMAP を蒸留メタノール中で加熱還流した。生じ
た白沈を吸引ろ過して白色結晶③を得、ろ液は減圧留去して薄黄色
結晶④を得た。白色結晶③は 1H-NMR より目的物 9 であると確認で
きた。薄黄色結晶④は TLC より、中間体が残っていることがわかっ
た。白色結晶①と③を合わせて収率は 71％(8 基準)であり、ジアゾメ
タンを用いた反応における低収率を改善することができた。

H2O

DMF

図 5．化合物 10 の 1H-NMR スペクトル(500MHz,DMSO-d6)
4．結言

両親媒性ピリダジン化合物 11 の合成を目的として、その中間生成
全収率は11.5％であった。
物である10 の合成まで行うことができた。

化合物
3
4
5
6
7
8
9
10

表 1．各生成物の収率、融点および状態
収率(％)
融点(℃)
状態
82(1 基準)
233-240
薄黄色結晶
92
160-174
黄土色固体
70
142-145
黄色針状結晶
60
120-123
白色光沢結晶
76
174-177
白色結晶
―
183-186
黄色結晶
71(8 基準)
215-217
白色結晶
67
154-157
薄黄色結晶

本研究の最終目的物である 11 は、今回合成された 10 を原料とし
て図 2 に示すように合成でき、今後継続して検討する予定である。
また、7 までの合成結果の応用により種々の 3,6-ジアリールピリダ
ジン化合物が合成できると考えられ、それによりピリダジン環を含
む各種機能性色素や医薬等合成の役に立つと期待できる。
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高分子表面修飾法を用いた高効率色素増感太陽電池の研究開発
立石

満

Research & Development of High Efficiency Dye-sensitized Solar Cells
using Polymer-grafted TiO2 Nanoparticles
Mitsuru TATEISHI
Abstract
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are expected as one of the most next-generation solar cells because of their simple
manufacturing process and low-cost fabrication.

In this study, in order to increase dye adsorption amount and enhance the power

conversion efficiency (η) of DSCs, we have tried to control the nanostructure of TiO 2 electrodes by using polystyrene-grafted TiO 2
nanoparticles (abbreviated as PS-P25) and burning down its modifying polystyrene.
nanoparticles.

The commercial Degussa P25 was used as TiO 2

The short circuit photocurrent density (Jsc), open circuit voltage (Voc) and η of DSCs based on TiO 2 electrodes

prepared by [P25/PS-P25] hybrid paste are improved, by comparison with that prepared by only P25 paste.

It was recognized that

controlling the nanostructure of TiO 2 electrodes by using PS-P25 was effective in DSCs performance, due to the increase in the
surface area and dye-adsorption amount of TiO 2 electrodes prepared by [P25/PS-P25] hybrid paste, which were measured by dynamic
force microscopy (DFM) and UV-Vis absorption spectra, respectively.
Keywords: dye-sensitized solar cells / TiO 2 electrode nanostructure control / polymer-grafted TiO 2 nanoparticles
1.

緒言

確認した。
2.4

近年研究が進められている色素増感太陽電池は、半導体に
安価な酸化チタンを使用し、作製に大掛かりな設備を必要と
しないため、製造コストを低減化する次世代の太陽電池とし
て期待されている。しかし、その光電変換効率はシリコン型
太陽電池(単結晶 Si )の 24%と比べ、12.3％(EPFL Grätzel,
2009)と低く、実用化には 15%(NEDO PV2030+)が目標値とし
て定められている。色素増感太陽電池において色素は大きな
役割を担っており、高効率化には酸化物半導体電極への色素
吸着量を増加させることが求められる。
そこで本研究では、TiO2 電極への色素吸着量増加を目的と
し、以下の手法を検討した。高分子修飾した TiO2 ナノ粒子
を用いてペーストを調製し、それを導電性ガラス基板上に塗
布した後に焼成を行う。この焼成に伴う修飾高分子の焼失に
よって TiO2 電極のナノ構造を制御し、その表面積を増大さ
せ、TiO2 電極への色素吸着量の増加を試みた。
2.
2.1

実験

無機・有機ハイブリットナノ粒子の合成

市販の TiO2 ナノ粒子(以後 P25 と記す)300mg に対し、開
始剤である 2-ベンゾイル安息香酸 6.78mg をクロロホルム中
に入れ 1 日攪拌させた後、遠心分離により開始剤修飾 TiO2
を回収し、その後充分に乾燥させた。これをスチレンモノ
マー20ml 中に投入し、還流下 373K において各々0.5, 1, 3, 5
時間の重合時間で熱重合を行い、修飾開始剤を起点とした
ポリスチレン修飾酸化チタンナノ粒子(以後 PS-P25 と記す)
の合成を行った。
2.2

ポリマー修飾 TiO2 ナノ粒子の表面分析

合成した PS-P25 にポリスチレンが修飾していることを確
認する目的で、拡散反射フーリエ変換赤外(FT-IR)吸収スペ
クトル測定を行った。
2.3

ポリマー修飾量の測定

熱重量(TG)測定を行い、PS-P25 のポリスチレン修飾量を

ポリマー修飾 TiO2 電極の作製

重合して得られた PS-P25 を市販の P25 に対し 10、30、
50wt%となるよう混合した粉末を 1M-酢酸に対し 15wt%加
え、さらにその粉末に対し PEG(平均分子量 Mn：3.5M)を
20wt%加えペーストを調製した。それを導電性ガラス基板
(FTO)上にスキージ法により塗布し、空気中、723K で 30min
焼成した。この塗布・焼成を 3 回繰り返し、色素(N719)溶
液に 24 時間浸漬した。
2.5

TiO2 電極の表面形態構造の観察

TiO2 電極の焼成後の表面形態構造を観察するため、原子
間力顕微鏡(DFM)観察を行った。
2.6

太陽電池特性評価

光学フィルターにより照度 100ｍＷ･cm-2 とした出力
500W のキセノンランプを用いて電流-電圧(I-V)特性を評価
した。
2.7

色素吸着量の測定

紫外・可視(UV-Vis)吸光スペクトル測定を行い、TiO2 電極
から脱着させた色素溶液の吸光度を測定した。その後、予め
作成しておいた検量線から容量モル濃度を算出し、膜厚 1μm
当たりの吸着量に換算した。
3.

結果及び考察

Fig.1 は各々(1) 0.5h 重合して得た PS-P25 の焼成前、(2)焼
成後(723K)、(3) 1h 重合して得た PS-P25 の焼成前、及び(4)
焼成後(723K)の FT-IR 吸収スペクトルである。両方の重合時
間で得られた PS-P25 において、3,055cm-1、1,600cm-1(ベンゼ
ンの面内骨格振動)、1,400cm-1(芳香環の C=C 面内骨格振動)
にスペクトル吸収が観測された。今回、ビニル基やメチレ
ン基に関するピークを帰属することができなかったが、波
数 1,100-1,200cm-1 範囲を拡大すると、1,155cm-1 付近に一置
換基を有するベンゼン環の面外骨格振動の吸収ピークを確
認することができた。これらの結果から、合成した PS-P25
ではポリスチレンが TiO2 ナノ粒子表面を修飾していること

が考えられる。
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あることが分かった。単位膜厚当たりの色素吸着量の大きさ
を換言すると TiO2 粒子表面の色素による被覆率の大きさで
ある。これが、TiO2 の伝導帯から電解液への逆電子移動を抑
制し、Voc の増大をもたらしたと考えられる。
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Fig.1

FT-IR spectra of (1) PS-P25(0.5h) before and (2) after
sintering, (3) PS-P25(1h) before and (4) after sintering.

Fig.2 は、熱重量(TG)測定の結果から算出したポリスチレ
ン修飾量(%)と重合時間の関係である。この結果から修飾量
は、重合時間と共に増大するが、最初の 3 時間でほとんど
一定量となることが分かった。
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Fig.2

Dependence of the change in the mass (TG) of the
polymer-grafted PS-P25 nanoparticles on polymerization
time.

各々の条件で作製した TiO2 電極の DFM 観察像の画像解
析により、中心線平均面粗さ(Ra)の値に PS-P25 の添加効果
が確認された。0.5 時間及び 1 時間両方の重合時間において、
Ra が添加量の増加に伴い増大していることが分かった。こ
の要因として、PS-P25 添加量の増加に伴い、焼成後の TiO2
電極の空孔数が増加し、電極表面の凹凸が大きくなったこ
とが考えられる。また、同じ添加量でも重合時間が長い方
が、Ra が大きくなることが分かった。この Ra の差は、分
子鎖の伸張に起因すると考えられる。
Fig.3 は P25 のみ、及び PS-P25(0.5h)を使用して作製した色
素増感太陽電池の電流-電圧(I-V)曲線である。PS-P25 を用い
たセルでは、重合時間または添加量に関わらず、短絡光電流
(Jsc)、開放端電圧(Voc)、光電変換効率(η)の向上が確認され
た。最も高いηを示したのは、[P25/PS-P25(0.5h), 60/40wt%]
の 8.90%であった。
Fig.4(a)は Jsc とセル全体の色素吸着量の PS-P25 添加量に
対する依存性、Fig.4 (b)は Voc と単位膜厚当たりの色素吸着
量の PS-P25 添加量に対する依存性を示す。Fig.4(a)より、Jsc
の PS-P25 の添加量増加に伴う変化の挙動は、セル全体の色
素吸着量のそれと一致することが分かる。この事実は、Jsc
が TiO2 電極に吸着した色素の量に大きく依存していること
を示す。Jsc 及びセル全体の色素吸着量が共に増加したこと
から、PS-P25 を用いた系で TiO2 電極全体の表面積が増大し
ていると予想される。Fig.4(b)より、Voc 変化の挙動は、単位
膜厚当たりの色素吸着量変化の挙動にほぼ一致する傾向が
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(a) Jsc and total dye adsorption amount vs. weight fraction of
PS-P25, (b) Voc and normalized dye adsorption amount vs.
weight fraction of PS-P25 for TiO2 electrodes prepared by (1)
P25, (2) [P25/PS-P25(0.5h)], and (3) [P25/PS-P25(1h)].
4.

結言

本研究では、ポリスチレン修飾 TiO2 ナノ粒子(PS-P25)を用
い TiO2 電極の構造を制御することによる色素吸着量の増加
を検討した。DFM 観察により、PS-P25 を用いた TiO2 電極に
おいて、ナノ構造制御が可能であることを確認した。I-V 測
定により、PS-P25 を用いた色素増感太陽電池では P25 のみ
の場合と比べ、光電変換効率(η)が向上することが分かった。
また、その要因が意図した通りに色素吸着量の増加であるこ
とも確認した。
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微好気排水より分離した高過酸化水素耐性硫酸還元菌の性状分析
原田 奏也
Characterization of hydrogen peroxide resistant sulfate-reducing bacteria
isolated from a wastewater treatment plant
Souya Harada
Abstract
Biogenic production of hydrogen sulfide in industrial processes has recently received increased attention. The hydrogen sulfide is produced by a
bacterial metabolism; sulfate reduction. The bacteria are called sulfate-reducing bacteria (SRB), which are obligate anaerobe and use sulfate as the
terminal electron acceptor. However, there are some reports about SRB under aerobic environments in engineered ecosystems such as wastewater
treatment processes. Here we report about isolation of oxidative stress resistant SRB (OSR-SRB) from an aerobic wastewater treatment reactor. We
constructed a simple limited dilution method to screen OSR-SRB with a 96-well microplate, in which the concentration gradient of hydrogen peroxide
(0.0–6.0 mM) was prepared. A total of 100 OSR-SRB isolates was analyzed for catalase activity and resistance of hydrogen peroxide and oxygen. All
isolates were identified to belong to the genus Desulfovibrio by 16S rRNA gene analysis, and exhibited correlated catalase activities with the
hydrogen peroxide concentrations at which they could survive. The high-H2O2 resistant Desulfovibrio isolates induced catalase activity in stationary
phase up to 150 Units/mg-protein, which is estimated to be 3–5 times of that of Escherichia coli. The OSR-SRB seem to grow faster under aerobic
conditions than the type strain.
K e y w o r d s : S u l f a t e re d u c i n g b a c t e r i a , D e s u l f o v i b r i o , h y d ro g e n p e ro x i d e

1.緒 言
環境問題への関心が高まる中、人の生活圏や産業活動区域
における硫化水素の発生メカニズムの解明が待たれている。
その主な原因は、硫酸還元菌による硫酸の代謝とされている
が、その発生メカニズムは不明な点も多い。また、一般に硫
酸還元菌は偏性嫌気性菌に分類され、酸素存在下では生育で
きないとされているが、撹拌等により微好気状態の産業排水
処理施設内での硫化水素の発生は多く報告されている (1)。ま
た、硫酸還元菌には、一般的に好気生生物しか有さないとさ
れるヘム合成能と呼吸鎖があり、カタラーゼなどの抗酸化酵
素を有する(2)。このことから、硫酸還元菌はシステムとして
酸化ストレスに対応する機構を備えていることが示唆される。
そこで、本研究では、H2O2 耐性硫酸還元菌を取得し、それら
の酸化ストレス耐性能が産業用排水処理施設などの好気的環
境中での硫化水素発生への寄与を検討することを目的とする。
2.実験方法
2.1 過酸化水素耐性硫酸還元菌の取得
分離源としては、曝気により十分に好気状態にある活性汚
泥法モデル硝化槽の排水を用いた。96 穴プレートの 1well 毎
に Postgate 培地を 170 μl ずつ分注し、硫酸還元菌の前培養
液 30 μl を接種した。96 穴プレートのレーン毎に H2O2 の濃
度を 1~12 レーンの中で 0.0～6.0 mM の範囲で濃度勾配を作
成した。この中から、H2O2 耐性硫酸還元菌を分離し、16S
rRNA 遺伝子断片(600 bp)により、菌の同定を行った。
2.2 カタラーゼ比活性測定法
ガラスビーズ法により調製した細胞破砕液 2.7 ml に 29
mM H2O2 を 200 µl 添加して吸光度(240nm)の経時変化を測
定した。1 U を毎分 1 μmol の H2O2 の分解として定義した。
細胞破砕液のタンパク質濃度の定量は、Brad ford 法を用い
て行い、カタラーゼ比活性を算出した。

2.3 酸素耐性の評価法
ガス置換培養による酸素耐性の評価を行った。Postgate 培
地を 170 μl ずつ加えた 96 穴プレートに硫酸還元菌前培養液
30 μl を加え、デシケーター内で酸素濃度 0％(CO2 : N2 : O2 ＝
16 : 84 : 0)及び 2％(CO2 : N2 : O2 ＝ 16 : 82 : 2)のガス組成の
下、30℃のインキュベータ内で静置培養を行った。36～84
時間後、硫酸還元菌増殖の指標である硫化鉄沈殿を目視で確
認して硫酸還元菌の増殖を確認した。
2.4 硫化水素濃度の測定法
分離した H2O2 耐性硫酸還元菌を Postgate 培地にてアネロ
パック(三菱ガス化学)を用いて 48～72 時間で嫌気培養した。
培養液中の硫化水素濃度の定量をメチレンブルー変法を利用
したデジタルパックテスト((株)共立理化)により行った。
3.実験結果と考察
3.1 過酸化水素耐性硫酸還元菌の取得
表１に 100 株の H2O2 耐性硫酸還元菌分離株を示した。16S
rRNA の 解 析 の 結 果 、 100 株 全 て が 相 同 性 97% 以 上 で
Desulfovibrio vulgaris であった。H2O2 濃度が 2.0〜3.5 mM
を超えるものを High Resistant SRB (HRS)とし、1.0〜1.5
mM のものを Low Resistant SRB (LRS)とした。
表 1. 過酸化水素耐性硫酸還元菌の性状
SRB isolate

H2O2
resistance
(mM)

Closest strain
(accession number)

Homology
(%)

The number
of isolates

HRS
(1–56)

2.0–3.5

D. vulgaris
(DQ826728)

100
99
98
97

10
36
7
3

LRS
(1–44)

1.0–1.5

D. vulgaris
(EU882409)

100
99
98
97

10
28
5
1
Total 100

3.2 H2O2 耐性硫酸還元菌(SRB)のカタラーゼ比活性
100 株のうち、カタラーゼ比活性が 60 U/mg-protein を超
えるものが 56 株、50 U/mg-protein 以下のものが 44 株存在
することが分かった（この結果は、上記に示した過酸化水素
耐性高い HRS 56 株と耐性の低い LRS 44 株と相関関係を持
つことが分かった）。図 1 は、嫌気環境から分離された過酸化
水素感受性の保存機関基準株 Desulfovibrio vulgaris NBRC
104121 と LRS と HRS の代表的な株とを対数増殖期である
48 時間培養、定常期である 72 時間培養とのカタラーゼ比活
性を比較した結果である。基準株は、対数増殖期で 6.0
U/mg-protein 、定常期で 18 U/mg-protein であったのに対
して、LRS と HRS は共に、対数増殖期で 20 U/mg-protein、
であった。しかし、HRS は、定常期に 60 U/mg-protein を超
え る 顕 著 な 誘 導 を 示 し た 。 HRS に は 、 定 常 期 に 150
U/mg-protein を超えるカタラーゼ活性を示すものが 2 株あ
り、これは、通性嫌気性の大腸菌の値(30〜65 U/mg-protein
(3))と比して 3～5 倍に相当することが分かった。
このように、
HRS はカタラーゼ活性を定常期に強力に誘導する機構を有
することが示唆された。
LRS: Low Resistant SRB
HRS: High Resistant SRB

n=56

3.4 H2O2 耐性硫酸還元菌(SRB)の培養液中の硫化水素濃度
図 3 に、硫化水素濃度の測定結果を示す。グラフより、カ
タラーゼ比活性の時と同様に対数増殖期である 48 時間培養
の時に比べて、定常期である 72 時間培養時の方が値は大き
くなっていることがわかる。また、その量は、40 µg/ml を超
すものであり、HRS の中には、80 µg/ml を超えるものもあ
った。
n=56

LRS: Low Resistant SRB
HRS: High Resistant SRB

n=44

1.8 µg/ml

図 3. 培養液中の硫化水素濃度測定の結果
基準株に比べて LRS、HRS 共に高い値を示し、HRS は、基準株に比べ
て約 20～80 倍もの高濃度の硫化水素を発生した。

4．結
n=44

図1. 過酸化水素耐性硫酸還元菌(SRB)のカタラーゼ比活性
LRS は、対数増殖期と定常期の両時期において大きな差はないが、HRS
は、定常期においてカタラーゼが顕著に誘導されていることがわかる。

3.3 H2O2 耐性硫酸還元菌(SRB)の酸素耐性の評価
図 2 に、ガス置換培養による酸素耐性の評価を示す。酸素
2%において基準株 D. vulgaris NBRC104121 は、84 時間後
も硫化鉄による黒色化を見せなかった。また、HRS は、LRS
より 12 時間早く選抜 24 株全てが黒色化したが、84 時間後に
は、LRS、HRS 全ての株が黒色化した。

言

好気的環境にある硝化槽からH2O2耐性硫酸還元菌を分離、
同定した。H2O2濃度1.0～1.5 mMまで耐える低H2O2耐性株(L
RS)と2.0～3.5mMまで耐える高H2O2耐性株(HRS)計100株全て
がDesulfovibrio vulgarisであった。HRSでは、定常期(72時
間)において大腸菌の約5倍にのぼるカタラーゼ比活性の誘導
が見られた。また、これらのH2O2耐性株は、酸素濃度2%下に
おいても硫酸還元反応を起こした。その培養液中の硫化水素
濃度は、通常の嫌気培養下で基準株の約5～40倍にのぼり、H
RSの定常期では、最大91.6 µg/mlで基準株のおよそ80倍であ
った。以上の結果より、耐性株の微好気産業活動域での硫化
水素発生への寄与は検討に値するものであることが分かった。
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中空糸型バイオリアクターによる高濃度硝酸排水の処理
平野 貴大
Denitrification of high concentration of nitric acid drainage by the Hollow Fiber Bioreactor
Takahiro Hirano
Abstract
The waste water from LSI industry contains a high concentration of NO3 -N, and it cause water pollution. So, we tried
denitrification of NO 3 -N by using the hollow fiber bioreactor. We used a hollow fiber as carrier to immobilize bacteria.
In order to improve the blockade by a cluster of the multiplied bacteria, we studied the mixing of reactor by the
submerged stirring pump instead of the circulating pump placed outside the reactor. As a result, the denitrification
efficiency was achieved at least three times compared to the circulating pump, since the sludge was discharged very
efficiently by overflow. In addition, we have investigated the denitrification of concentration of nitric acid over
1000mg-N/L. The high denitrification efficiency was achieved by adding an appropriate amount of phosphorus,
nutrient for cells. Furthermore, we have investigated the denitrification efficiency of NO 3 -N using the real wastewater
produced from yttrium plant.

Key words: Bioreactor, Nitrogen removal, Denitrification
1 緒言

菌体の固定化は、ポリペプトン 0.3wt%、グルコース 0.4wt%混合液

近年、湖沼や内湾等の閉鎖性水域における水質悪化は年々進行し

に菌体を分散混合させた懸濁液を 20℃、24 時間循環通液した。菌

ており、深刻な社会問題となっている。最近では、LSI 製造工程

体による有機酸の生成により循環液のpH が3.8 程度と低下するた

で多量に排出される 500mg-N/L 程度の高濃度硝酸の処理が大きな

め 1M 水酸化ナトリウム溶液を加え、ｐH7.0 に調整した。この操

問題となっている。この、排水中には高濃度の硝酸性窒素が存在

作により、中空糸エレメント表面に脱窒菌を薄膜状に固定化した。

している。さらに排水中には高濃度の塩化物イオン、カリウムイ

菌体固定化後、実排水を ICP 発光分光分析、イオンクロマトグ

オン、ナトリウムイオンも共存している。現在、この排水は総合

ラフィー分析によりその成分を分析し、硝酸と塩化物イオンを主

排水処理施設で処理されているが、処理速度が小さいといった問

成分とする人工排水を調整し、有機炭素源であるメタノールと共

題がある。そのため、高濃度硝酸排水に適応できる脱窒速度の大

にリアクターに供給した。また、脱窒反応により水酸化物イオン

きいリアクターの開発が望まれている。本研究では、中空糸を菌

が発生し、pH が上昇するため、pH コントローラにより 4.5％塩酸

体固定化担体として用い、脱窒細菌を中空糸表面に固定化した中

を自動的に流入し、pH を 7.0～7.6 の間にコントロールした。

空糸型バイオリアクターによりメタノールを水素供与体として硝

リアクターの性能評価として原水及び処理水を下水試験法に基

酸イオンを窒素ガスに還元する脱窒プロセスについて検討を行っ

づく FIA 法により硝酸性窒素、亜硝酸性窒素を分析し、窒素除去

た。さらに、中空糸型バイオリアクターの用途を拡大させるため

率及び除去速度を求めリアクターの性能評価とした。

LSI 製造排水よりも高濃度の硝酸排水への適応について検討した。
人工排水

その様な排水の一例としてイットリウム精製工程から排出される

主成分
NaNO3
NaCl
KCl
TOC（アルコール類）

P

25000mg-N/L という高濃度硝酸排水について検討を行った。この

ORP計

場合、排水を水で希釈すると、処理水の排出量が増大すること。

400mg-N/L

また、大量の水と広大な敷地面積並びに、大容量のリアクターが
必要となりコスト負担が大きくなる。そこで、許容される硝酸排
水濃度とその濃度における脱窒速度[mg-N/L・h]および窒素除去率

P

P

pHコントローラー
メタノール
CH3OH

[%]の評価をするとともにリアクターの最適運転条件について検

TOC ratio1.5

討を行った。

６％ ＨＣｌ

液中ポンプ
4～10L/min

2 実験方法

固定化担体として、日明下水処理場の返送汚泥より採取した活性

図１.装置フロー図

汚泥をデカンテーション法により沈澱分離し、得られた沈殿物を
固定化用菌体として使用した。菌体固定化用担体として、化学的
強度が極めて強く、低コストの PVDF（ポリフッ化ビニリデン）中
空糸を使用し、中空糸 2640 本を枠型に成型したエレメントを容積
20.4L のアクリル槽に組み込み、
枠型脱窒リアクターを作製した。

3 実験結果および考察
3.1 中空糸型バイオリアクターのイットリウム硝酸排水への適用
液中ポンプ式槽型リアクターで高い脱窒性能が確認されたの
で、用途の拡大を目的として硝酸性窒素濃度が 25000mg-N/L 以
上と極めて高いイットリウム生産排水への適用を検討した。

実験は排水を水で 10 倍希釈し、硝酸性窒素濃度 2500mg-N/L、
TOC ratio 1.2 の条件下でリアクターの能力試験を行った。原
水流量を徐々に上昇させて、窒素負荷量を増加しリアクターを
コンディショニングすると共に性能の限界について検討を行

3.3 KH2PO4 添加が窒素除去におよぼす影響

イットリウム実排水には、脱窒菌の生育に必須の無機栄養源と
して P が存在しないため、KH2PO4 の添加の影響を検討した。以

い、その結果を図 2 に示した。 図から明らかなように、原水

前の検討結果より、脱窒反応においては窒素とリンの比率(P/N

流量 0.5L/h～1.5L/h では窒素除去率は 90％以上を達成するこ

比)が 0.025 以上要求されることがわかっている。そこで P/N

とが出来た。一方、流量 2L/h では 2 日以上の運転で窒素除去

が 0.025 になるように、実排水に KH2PO4 を添加し、原水を調整

率が 80％から徐々に下がり、高い除去率を維持できなかった。
これは高濃度の硝酸性窒素に脱窒菌が対応出来ず、活性が低下
したことが原因であると考えられた。事実、淡赤色の固定化菌
体表面に白色の雑菌の薄膜が形成されることが観察された。

した。その結果を図 4 に示した。硝酸性窒素濃度 500mg-N/L で
P/N 比 0.025 の条件で窒素負荷量を徐々に増加させ、リアクタ
ーのコンディショニングを行ったところ、運転日数の経過につ
れて窒素除去率、脱窒速度共に上昇した。さらに、原水の硝酸
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続した結果、窒素除去率は 90％以上を維持し、脱窒速度も上昇
して 90mg-N/L･h を維持することができた。すなわち、脱窒反
応を行うためには脱窒菌が代謝を行うための必要無機塩とし
て P(リン)が一定量必要であることがわかり、これを満足させ
れば中空糸型バイオリアクターは 1000mg-N/L 程度の高濃度の

0

87

性窒素濃度を 1000mg-N/L に上昇させコンディショニングを継

硝酸性窒素濃度 2500mg-N/L
TOCratio 1.2

イットリウム硝酸排水についても高い脱窒能力を持つことが
わかった。

図 2．高濃度硝酸排水におけるコンディショニング

原水の硝酸性窒素濃度が 2500mg-N/L の場合、長期間高い菌
体活性化を持続することができなかったため、硝酸性窒素濃度
を 1000mg-N/L 以下に引き下げ、リアクターのコンディショニ
ングを行うと共に性能の限界について検討した。本実験はイッ
トリウム(株)より提供された実排水を用いて行った。
イットリウム工場実排水を 1000mg-N/L に希釈し、原水流量
2L/h からコンディショニングを開始した結果を図 3 に示した。
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図 3 から明らかなように、1000mg-N/L の濃度において運転日数
が経過するにつれ、脱窒速度と窒素除去率が低下していった。

４ 結言

運転日数 10 日後に原水の硝酸性窒素濃度を 1000mg-N/L から

1 ．イットリウム生産排水において原水の硝酸性窒素濃度が

500mg-N/L 低下させたが、リアクターの脱窒速度は上昇せず、

2500mg-N/L 以上の場合、リアクター内の菌体の活性が低下し、安定し

ほぼ一定値を示した。この脱窒速度が上昇しない理由として、

た脱窒反応を行えないことがわかった。

イットリウム実排水の中には P(リン)が全く含まれていないこ

2.実排水中には無機栄養源であるリンが欠乏しているため、安定した

とが原因であると推察された。

窒素除去を行うことが出来なかった。そこで、P/N 比率を 0.025 に保
つことによって、硝酸性窒素濃度 1000mg-N/L の条件下で、90％以上の
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窒素除去率と 90mg-N/L･h の高い脱窒速度を得ることが可能となった。
脱窒速度[mg-N/L・h]

窒素除去率[%]

100

0

運転日数[day]

図 3. イットリウム硝酸排水におけるコンディショニング
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n/p タンデム型色素増感太陽電池の高効率化のための p 型半導体電極構造の検討
福田 遼
Preparation of n/p Tandem Type Dye Sensitized Solar Cell Utilizing Plasma Sputtering Method
Ryo Fukuda
Abstract
Dye sensitized solar cell (DSC) having high efficiency with low cost was first reported by Grätzel et al and a lot of papers about various type of
DSC were reported. In this work it was tried to prepare n/p tandem type composed with titanium dioxide as n-type semiconductor and p-type
semiconductor for high conversion efficiency. This type DSC would be absorbed the long wavelength region of sunlight and taken high open circuit
voltage by introducing p-type semiconductor electrode. The p-type semiconductor electrode was prepared by the plasma sputtering method using
magnetron type plasma system to be covered with p-type semiconductor (CuO) on Pt sputtered FTO glass substrate.

Keywords : n/p tandem type DSC, plasma sputtering, p-type semiconductor
1.

緒言

めに、拡散反射型可視紫外吸収(UV-Vis)スペクトル測定、原子間力顕

現在、私達の生活は化石燃料を使用することで成立している。しか

微鏡(DFM)測定、膜厚測定、及びＸ 線 光 電 子 分 光 ( X P S ) 測 定 を

し、化石燃料は限りがあり、再生には膨大な時間がかかる。近年、CO2

行った。

の増加による地球温暖化や、化石燃料の枯渇などが問題となっている。

2.4 n 型半導体電極の作製

これらのことから、化石燃料に代わる新たなエネルギー源として、資

１M-酢酸に対して TiO2 微粒子(平均粒子径：28nm)を 15wt%となるよ

源量がほぼ無尽蔵である太陽電池が注目されている。しかし、従来の

うに分散させた。さらに TiO2 微粒子に対しポリエチレングリコール

シリコン太陽電池は高い光電変換効率を有するが、製造コストが高い。

(平均分子量：300～350 万)を 20wt%加え、ペーストを調製した。得ら

そのため、低コストで原材料の資源的制約の少ない色素増感太陽電池

れたペーストを FTO ガラス基板上に塗付し、空気中で 723K、30min

(DSC)を使用したいが、光電変換効率が 11.6%と不十分である。

焼成した。この塗布・焼成操作を 3 回行った。作製した多孔質電極を

本研究では、N719 色素を用いた色素増感太陽電池(DSC)では利用で

ルと t-ブチルピリジンを体積比 1 対１で混合させた溶液で洗浄し乾燥

きない長波長光でも発電

させ、n 型半導体電極とした 1,2)。
-0.8V

2.5 n/p タンデム型 DSC の作製と評価
-0.4V
+0. 4V

取れる p 型半導体電極を組
み込んだ n/p タンデム型
DSC を開発し DSC の光電
変換効率の高効率化を目
指す。

+0.8V

I - / I 3+0.8V
p型

n型

電極 半導体

色素

得られた各 p 型半導体電極と n 型半導体電極をスペーサーに挟ん
で接着し、隙間に 0.04M-ヨウ素、0.5M-ヨウ化リチウム、0.58M-t-ブ

半導体 対極

Fig.1 n/p タンデム型 DSC のエネル
ギーダイアグラム.

2. 実験
2.1 p 型半導体電極の作製
Pt コートされた FTO ガラス基板上に酸化銅薄膜を形成する為
に、マグネトロンスパッタリング装置の陰極に Cu ディスク、陽極
にPtコートされたFTOガラス板をそれぞれセットして常温にて一旦
真空状態(10Pa 以下)にした後、Ar ガス圧：7Pa とし、放電出力 50W、
放電時間 3～9min にて、Pt コート FTO ガラス板のプラズマスパッタ
リング処理を行い、さらに 773K，24ｈの焼成を行い p 型半導体電極
1,2)

とした 。
2.2 酸化亜鉛薄膜の作製
p 型半導体電極と電解質溶液の界面における逆電子過程、及び p
型半導体のバンドの曲がりを抑制する目的として、純水に対して
0.5wt％酸化亜鉛微粒子(平均粒子径：20nm)の分散液を酸化銅薄膜形
成 p 型半導体電極の表面上に、スピンコート(6000rpm,10s)し、その後
空気中 773K で 2ｈ焼成をして表面改質 p 型半導体電極を作製した。
2.3 p 型半導体電極及び表面改質 p 型半導体電極の特性評価及び表
面構造解析
作製した各 p 型半導体電極の特性評価及び表面構造解析を行うた

チルピリジンをアセトニトリルに溶解させた電解質溶液を浸透させ、
ソーラーシミュレータ (AM1.5,100mW/cm2)によるI-V特性評価及びイ
ンピーダンス測定を行った。なおインピーダンス測定周波数は
1MHz～1Hz とした。
3.

結果及び考察

3.1 p 型半導体電極の評価
UV-Vis 測定の結果から CuO の吸収波長である 300nm から 800nm
に吸収ピークが確認できた。XPS 測定の結果では、Cu2p スペクトルに
おいて、全ての条件で Cu2+特有のサテライトピークが現れたことから、
CuO が生成していることが確認できた。しかし、O1s スペクトルにお
いて、すべての条件で CuO のピークが強く見られると同時に、Cu2O
のピークも認められた。これより、薄膜の主成分は CuO であるが、
ある程度の Cu2O も混合しているものと思われる。
3.2 p 型半導体電極を用いた DSC の I－V 特性評価
Fig.2にI－V特性評価
の結果を示す。p 型半導
体電極を用いたDSCは、
開放端電圧が向上した
事から、p 型半導体電極
が機能していると考え
られる。また、p 型半導
体電極の膜厚も適度で
あり、酸化も十分であっ
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成して開放端電圧が高く

Photocurrent Density / mA・cm

出来るように、対極に長波
長光吸収により正孔が生

0.3mM-Ru 色素(N719)溶液に 2 日間浸漬させた後、電極をアセトニトリ
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1

たため、短絡電流の減少が少なかったと考えられる。しかし、開放端

ることで生じていた p 型半導体のバンドの曲がりや、I-イオンから p

電圧は理論値である、1.3V に到達しなかった。

型半導体の価電子帯への逆電子過程を抑制したことによると考えら

3.3 p 型半導体電極を用いた DSC のインピーダンス解析

れる。しかし、短絡電流は酸化銅電極を用いた DSC と比較して減少

ットの結果を示す。p 型

35

加すると Jsc が減少し、
また酸化銅電極を用い
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20

表面改質 p 型半導体

15

電極を用いた DSC につ

10

たセルの内部抵抗がい

いてその光電変換メカ

5

ずれも大きくなること

0

が認められることより、

1.
0

10

20

30

2.
40

Z'(Ω)

3.

4.

50

60

ニズムを検討するため、
70

Fig. 3 p 型半導体電極(CuO)を用いた
DSC の Cole-Cole プロット..
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インピーダンス測定を
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3.4 酸化亜鉛薄膜の効果
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Z3

15
10

0

インピーダンス測定結

Z2

20

5

たがって酸化銅電極厚さの増加に伴って Jsc は減少したと考えられる。
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Z1 及び Z3 円弧の半径は殆ど変化しないが、Z2 円弧の半径が若干増加

酸化銅電極を用いた
DSC はいずれも理論開

した。したがって、酸化銅で光励起された電子が ZnO を介して電解
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放端電圧である 1.3V に
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液中の I3-イオンを還元する収率は、ZnO の電子移動効率の影響が加わ
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到達しなかった。これは、

るために若干減少すると考えられる。したがってアノードとカソード
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電解質溶液から p 型半
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40
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の半径は殆ど変化しなかったことより、酸化銅の光励起電子の I3-イオ
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ZnO

半導体

対極

ンへの還元反応は ZnO を介しても殆ど影響しないと考えられる。

Fig.4 ZnOを組み込んだ n/p タンデム型 DSC
のエネルギーダイアグラム.

と p 型半導体が接触す
ることで p 型半導体の

4.

結言

バンドに曲がりを生じ、フェルミ準位がヨウ素の酸化還元電位と近く

酸化銅電極を組み込んだ DSC は全ての条件で、開放端電圧の向上

なっている可能性が考えられる。これらの影響を抑制するために、酸

が確認できた。このことから、p 型半導体として酸化銅は機能したと

化亜鉛(ZnO)微粒子を酸化銅電極上にスピンコートし、これを表面改

考えられる。しかし、理論値である 1.3V には到達しなかった。これ

質 p 型半導体電極とした。ZnO を組み込んだ n/p タンデム型 DSC の

は、電解質溶液から p 型半導体の価電子帯への逆電子過程や、電解質

エネルギーダイアグラムを Fig.4 に示す。酸化銅電極で光励起された

溶液と p 型半導体が接触することで p型半導体のバンドが曲がりを生

電子は ZnO の伝導帯に移動して、I3-イオンを還元するスキームとな

じている可能性が考えられる。また、放電出力の減少に伴って短絡電

る。

流が上昇した。このことから、酸化銅電極の膜厚は薄くなるにつれ最

3.5 表面改質 p 型半導体電極の表面構造解析

適膜厚に近づいたと考えられる。インピーダンス解析により、TiO2

DFM 測定の結果より、未処理のものと酸化亜鉛をスピンコート処

電極の増感色素で吸収されずに通過してきた長波長光によりカソー

理を行ったものを比較すると、スピンコートしたものは、表面に小さ

ド（酸化銅電極）が励起され、それにより生成した電子が電解液中の

な粒子が重なっているように見えた。XPS 測定の結果では、Zn2p スペ

I3-オンを還元する収率は、アノード（TiO2 電極）における光励起電子

クトルにおいて Zn2p ピークが出現したことより、表面に亜鉛微粒子が

生成の収率よりも小さくなっていることが支持される。変換効率を増

存在していることが分かった。また、Cu2p スペクトルでは、スパッタ

加するためには、両収率を等しくするためのカソード・アノードの最

処理時間の増加に伴って、Cu2+のサテライトピークが強く現れた。こ

適化が必要である。酸化銅表面に酸化亜鉛薄膜を形成させた表面改質

れより、酸化銅が露出している部分がスパッタ処理時間の増加に伴っ

p 型半導体電極を用いることにより開放端電圧が上昇した。
これより、

て増えていると考えられる。

酸化亜鉛薄膜を形成することで、電解液による p 型半導体のバンドの

の結果を示す。表面改質
p 型半導体電極を用いた
DSC は酸化銅電極を用
いた DSC と比較して、
開放端電圧が向上した。
これは、酸化亜鉛薄膜を
形成することで電解液
と p 型半導体が接触す

Photocurrent Density / mA・cm

Fig.5にI－V特性評価
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3.6 表面改質 p 型半導体電極を用いた DSC の I－V 特性評価

曲がりや、p 型半導体の価電子帯への逆電子過程を抑制できる可能性
が考えられる。
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α-, β-Bi 2 O 3 の固体電子構造解析及び可視光吸収特性評価
古門

裕輝

Electronic Structure Analysis and Visible Absorption Characterization of α-, β-Bi 2 O 3
Yuki FURUKADO
Abstract
Bi-O-X has been focused as a material that can absorb visible light with small band gap. In Bi-O-X, it is known that Bi 2 O 3 has
polymorphism. Therefore, we have interested in polymorphic Bi 2 O 3 as one of the new available photocatalysts and analyzed electronic
structure of Bi 2 O 3 and characterized visible absorption of Bi 2 O 3 . Bi 2 O 3 was prepared from the Bismuth Carbonate Basic as precursor.
α-Bi 2 O 3 was synthesized from the Bismuth Carbonate Basic by calcinated at 673K for 1.5h and cooled in atmosphere. β-Bi 2 O 3 was
synthesized from the Bismuth Carbonate Basic by calcinated at 513K for 1.5h and cooled in atmosphere at 278K. We used ab initio
calculation program ”WIEN2k” for electronic structure analysis, X-ray diffractometer (XRD) for identification of crystal structure and
Ultraviolet Visible Absorption Spectroscopy (UV-VIS) for visible absorption characterization. It is found that β-Bi 2 O 3 is the direct
excitation material from ab initio band structure calculation and has 2.44eV band gap from UV-VIS measurements.
Keywords : Bi2O3，ab initio band structure calculation，WIEN2k，visible absorption characterization，metastable structure

１． 緒言
近年，温室効果ガス排出等の様々な環境問題が取り上げら
れ，無尽蔵かつクリーンである太陽光エネルギーに注目が集
まっている．太陽光エネルギーを利用した様々な光機能性材
料が開発，又，利用されるなか，その光吸収特性は大部分が
太陽光の紫外領域に依存するものである．そのため，太陽光
中に豊富に存在する可視領域の光に対する吸収特性に改良の
余地があり，これまで本研究室を含め，半導体材料の代表で
ある酸化チタンに異種金属元素や陰性元素を添加し，可視光
吸収特性を向上させる研究が盛んに行われてきた．しかし，
異種元素を添加することにより，酸化チタンのバンド構造を
部分的に修正することは可能であるが，ドーピング等による
可視光吸収特性の大幅な改善は非常に困難である．そこで，
新規光機能性材料物質を探査した
本研究では，新規光触媒物質として多相結晶構造を持つ酸
化ビスマス結晶 1)に注目した．そして，酸化ビスマス各相にお
いて，密度汎関数理論(Density Functional Theory : DFT) に基づ
くプログラムパッケージ WIEN2k 2)を用いて固体電子構造を
解析した．また，図 1 に示した酸化ビスマス相転移図にのっ
とり，各相の酸化ビスマス結晶を実際に調製し，その可視光
吸収特性を評価した．

２． 固体電子構造解析
(1) 計算条件
ICSD(International Crystal Structure Database)3-6)より結晶構造
を決定し，第一原理エネルギーバンド計算は FLAPW 法で実
施した．基底関数は MuffinTin(MT)球内において原子状波動関
数，格子間領域では平面波で展開した．MT 半径(RMT)は
α-Bi2O3 において Bi，O,，それぞれ 1.99a.u.，1.99a.u.とし，β-Bi2O3
においては Bi，O，それぞれ 1.84a.u.，1.84a.u.とした．平面波
のカットオフは RMT・Kmax=7.0 とし，第一ブリルアン・ゾ
ーン内における k 点のサンプリング数を 1000 とした
なお，図２に α-Bi2O3 の単位胞，図３に β-Bi2O3 の単位胞，
表１に α-Bi2O3 の結晶データ，表２に β-Bi2O3 の結晶データを
示す．

図２：α-Bi2O3 単位胞

図３：β-Bi2O3 単位胞

表１：α-Bi2O3 結晶データ

表２：β-Bi2O3 結晶データ

図 1：酸化ビスマスの相転移

(2) 計算結果
図４に α-Bi2O3 のエネルギーバンド図，図５に β-Bi2O3 のエ
ネルギーバンド図，図６に β-Bi2O3 の状態密度図を示す．
図４から α-Bi2O3 においてはΓ点におけるバンドギャップ
は 2.8eV であり，最小ギャップは k 点間の遷移である D-Γ間
でのバンドギャップ 2.4eV ということから間接遷移に依存す
ることが分かった．
図５から β-Bi2O3 においてはΓ点におけるバンドギャップ

は 1.1eV であり，Γ点でのバンドギャップが最小ギャップで
あることからも遷移が直接遷移に依存することが分かった．
また，Γ-Z 間を微分した際の傾きから伝導帯電子のモビリテ
ィが非常に高くなるということが分かった．
α-Bi2O3，β-Bi2O3 共に状態密度は HOMO 近傍の軌道が酸素
の p 軌道に依存しており，LUMO 近傍の軌道が酸素及びビス
マスの軌道が混成して生じていることが分かった．
これらの結果から β-Bi2O3 を光機能性材料へ応用すること
が有用であると推測される．

図４：α-Bi2O3 バンド

容遷移の場合は n=1/2，間接許容遷移の場合は n=2，間接禁制遷
移の場合は n=3 となる．
上式を用いて解析を進めた結果，α-Bi2O3 はバンドギャップ
2.75eV で間接許容遷移型，β-Bi2O3 はバンドギャップ 2.44eV で直
接許容遷移型であることが判明した．
この結果から光機能性材料としては α-Bi2O3 はバンド間遷移が
間接許容遷移型であるため応用が難しく，β-Bi2O3 はバンド間遷移
型が直接許容遷移型であるため，光機能性材料への応用が有用で
あると考えられる．

図５：β-Bi2O3 バンド

図７：K-M 変換後の吸収スペクトル

４． 結言
(1) 第一原理エネルギーバンド計算の結果から，α-Bi2O3 のΓ点
でのバンドギャップは 2.8eV であり，最小ギャップは Z-Γ間
での遷移で 2.4eV であった（間接遷移）．β-Bi2O3 のΓ点での
ギャップは 1.1eV であり，同時に最小ギャップであった（直
接遷移）．
図６：β-Bi2O3 状態密度

(2) 吸光度測定の結果から α-Bi2O3 のバンドギャップは 2.75eV で
バンド間遷移型は間接許容遷移型であり，β-Bi2O3 のバンドギ
ャップは 2.44eV でバンド間遷移型は直接許容遷移型であった．

３． 可視光吸収特性評価

(3) 第一原理エネルギーバンド計算及び吸光度測定の結果から

(1) 測定条件

β-Bi2O3 の光機能性材料への応用が有用であることが判明した．

α-Bi2O3，β-Bi2O3の可視光吸収特性を測定する為，UV-VIS拡散
反射スペクトルを測定した．
UV-VIS拡散反射スペクトル測定にはUV-VIS分光装置(JASCO，
V-550)を用い，測定条件は，測定モード:Abs，レスポンス:Medium，

５． 参考文献
(1) Joachim Eberl，Friedrich-Alexander-Univ. Dr. Thesis (2008)
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ここで n の値がバンド間遷移の型を示す定数である．直接許

形質転換ヒト培養細胞株の樹立とその機能解析
星野 雄紀
Establishment of transformed human cell lines and their functional analysis
Yuuki HOSHINO
Abstract
Research on drugs and cosmetics has been activated recently, and it has become necessary to evaluate the materials at the same time. However, animal
experiments are not available because of high-cost, time-consuming, and different physiology and metabolism from human. Thus, now cell
experiments using cultured human cells have been focused. In this study, we aimed at the establishment of transformed human cells to use evaluation.
As a result, we succeeded in primary cultures of human tissue using agarose gel, and acquired cells with the ability to divide 50 times, which mean
longer lifetime than normal cells. In addition, we found that their doubling time was 24 hours. These cells may be useful for evaluation of the
materials.

Keywords : establishment, cell line, agarose gel

１. 緒 言

ソグアニジン(MNNG)を終濃度 0.5μg/ml となるように培養培地に
添加し、次に紫外線照射を 50 cm の距離で 14 秒間行った。その

近年、新規の医薬品や化粧品の研究開発が盛んに行われるよう

後、37℃、5%インキュベーター内で 24 時間静置した。最後に、

になっており、それに伴い、その安全性、有用性の評価が重要視

MNNG 含有培地を取り除き、終濃度 10 nM のホルボール-12—ミリス

されるようになってきた。従来、このような物質の評価法として、

テート-13-アセテート(PMA)含有培地で 24 時間培養した。その後

マウス等の実験動物を用いた動物実験が行われてきた。しかしな

は通常培地である 10%FBS/ERDF 培地にて培養を行い、1 週間後、

がら、動物実験は飼育に多大なコストや時間がかかることや、ヒ

光学顕微鏡による細胞状態の観察を継続した。

トとの生理代謝が異なることから、近年では培養細胞を利用した
細胞実験が注目されている。この評価系にヒト細胞を用いれば、

２. ２ 初代細胞の分離、培養

動物実験の問題点を解消できるだけでなく、小スペース実験でき

初代培養において、生体内の環境により近づけることが重要で

るため、同時に多数の検体を測定できるハイスループットスクリ

ある事がよく知られているため、本研究ではアガロースゲルを利

ーニング系とすることも可能となり、その有用性は高い。

用し、初代培養を試みた。またこれまでに酵素処理による細胞の

また、ヒト組織から直接分離した細胞である初代細胞は、細胞

剥離が上手く出来ないことから、今回は無菌針による物理的剥離

機能を有しているが分裂限界があるため、実験ごとに性質が異な

を行った。まず、0.5% アガロースゲル 10%ウシ胎児血清 FBS/ERDF

り、評価に用いることができない。そのため、性質が変化せず無

培地中で組織をそのまま培養し、１週間後、組織に付着して増殖

限増殖能を有する形質転換細胞が必要とされている。しかしなが

した細胞を培養容器内において生体組織から物理的に剥離した。

ら、ヒト細胞は高度な発ガン抑制機構により、形質転換が非常に

３週間の後、アガロースゲル含有培地を除去し、10% FBS/ERDF 培

困難であることから、評価に利用可能な細胞株のは極めて少なく、

地に交換し、継続して培養を行った。

実験に利用できるヒト細胞株の取得が切望されている。そこで、
本研究ではヒト初代細胞に、生理機能を維持したまま無限増殖能
を獲得させることで、物質の評価が可能な形質転換ヒト培養細胞

２. ３ 分離細胞の継代培養

ヒト組織由来細胞が培養容器内で 8 割程度まで増殖すると、培
養上清を取り除き PBS で洗浄後、0.05% Trypsin/PBS を添加した。

株の取得を目的とした。

37℃の 5%C02 インキュベーター内で 2 分間静置した後、酵素活性
２. 実験操作

を停止するためにFBSを等量以上添加した。
その後、
よく懸濁し、
回収、遠心、再播種を継続して行った。

２. １ 変異原の組み合わせによる変異誘導

以前より取得していたヒト組織由来培養細胞を 0.05% Trypsin/

２. ４ 培養細胞の増殖試験

リン酸緩衝液 PBS で剥離した後、細胞を約 60%程度となるように

得られたヒト細胞を 0.05% Trypsin/PBS による処理を行い、剥

培養容器に再播種した。後日接着したのを確認して、まずニトロ

離した後、回収、遠心した。その細胞を 24 穴培養プレートへ再

播種し、0、24、48、72 時間培養後、細胞内ミトコンドリアの代

増殖能を有する細胞を確認することが出来た(図 4)。これは、ヒ

謝機能を指標として生細胞数を測定するMTXアッセイ法を利用す

ト以外の動物、主にげっ歯類の細胞でいくつか報告されている自

るために ERDF と FBS、Cell Counting Kit-8 を 8:1:1 で混合した培

然突然変異による無限増殖能の獲得であると考えられるため、本

地で 1 時間培養し、450 nm と 630 nm の 2 波長で測定を行った。

研究においても自然突然変異による株化の可能性が示唆された。

３. 実験結果と考察

３. １ 形質転換細胞への変異誘導

無限増殖能を有する形質転換細胞株を樹立するために、これま
でに検討したイニシエーターである MNNG、UV とプロモーターで
ある PMA を組み合わせて処理をした結果、図 1 に示す細胞が確認
できた。本研究で使用した細胞は接着性を有する細胞であり、こ

図 3 継代後の細胞状態

図 4 長期培養時の細胞状態

れまでに細胞分裂を行う際に一度球状に形態を変化することが
確認されている。そのため、図 1(右)にあるような収縮した細胞
は変異誘導後も活発に増殖していると考えられ、変異誘導が生じ

３. ３ 樹立細胞の倍加時間の測定

細胞数と培養日数の関係を図 5 に示す。MTX アッセイの結果、

ている可能性が示唆された。しかしながら、その後、得られた細

培養日数の経過とともに吸光度が上昇したため、細胞の増殖が確

胞を継代培養し続けていくと増殖停止を引き起こしたため、無限

認できた。また、播種当日と 24 時間後、48 時間後の吸光度を比

増殖に関与する変異ではなかった。

較すると、2 倍、4 倍と向上しているため、得られたヒト細胞の
倍加時間は約 24 時間であることが示唆された。したがって、評

変異誘導処理なし

変異誘導細胞

価系に使用される多くの細胞株の倍加時間が 24 時間であること
から、今回得られた形質転換細胞株は限定的ではあるが、評価系

図 1 変異誘導処理後の細胞状態
３. ２ 特定組織からの初代培養

生体本来の性質を有した細胞を取得するために、ヒト組織か
らの初代細胞の分離を試みた。その結果、組織に付着した状態の
まま増殖する細胞を確認できた。さらに、物理的に細胞を分散さ
せると、培養継続 5 週間後に図 2 に示すような培養細胞を多数確
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へのヒト細胞利用に有用であると考えている。
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認することが出来た。

図 5 分離細胞の増殖曲線

４. 結 言

本研究では、ヒト組織由来の形質転換ヒト細胞株の樹立を行っ
た。まずヒト由来初代細胞を取得するため、アガロースゲルを利
用した初代培養を試みた結果、倍加時間の早い細胞を取得するこ
図 2 分離した初代細胞の増殖

とができた。また、この細胞を穏やかな条件で継代していったと
ころ、約 150 日間培養を行っても、なお、増殖を続ける細胞を確

また分離した初代細胞を、考慮した培養条件で培養した結果、

認できた。さらに、その際の分裂速度は通常の評価に用いられる

図 3 に示すように、経験上、高増殖能を有する細胞の特徴である

細胞と同等の 24 時間でることを確認した。したがって、本研究

接着細胞の収縮が、処理後の細胞に多数確認できた。さらにこの

は長期培養可能であり、高増殖能を有するヒト由来細胞株が樹立

培養法を継続的に行った結果、約 150 日間培養を行っても尚、高

できたと考えられる。

ガン抗原特異的ヒト型モノクローナル抗体作製手法の開発
松田 星来
Development of the cancer antigen specific human monoclonal antibody production techniques
Seira MATSUDA
Abstract
Monoclonal antibodies are useful for the diagnosis and the treatment for incurable diseases such as cancers. However, it was reported that antibodies
produced by animal cells have side effects on human body that cause an antigen-antibody reaction. We attempt to produce “totally human”
monoclonal antibodies using cell fusion technology. As the result, we succeeded to get human monoclonal antibody against the cancer by fusion of
using human peripheral blood cells with human cell fusion partner cells. This result suggests that the monoclonal antibody can be used for the cancer
therapy, hereafter.

Keywords : monoclonal antibody, cell fusion , hybridoma

１. 緒 言

免疫法を用いて、生体外でリンパ球に対して目的ガン抗原特異的
な抗体生産能を誘導した。

近年、生体内の免疫反応を応用した抗体医薬品の開発が極めて

次に、体外免疫を行ったヒト末梢血由来リンパ球を用いて細胞

活発に行われるようになってきた。このような抗体医薬品に利用

融合法による融合細胞株（ハイブリドーマ）の作製を行った。

されるモノクローナル抗体は、単一の抗原のみを認識して結合す

リンパ球と成人 T 細胞性白血病細胞株 MOLT-4 由来の融合パート

るという利点を持つことから、特に、ガンや関節リウマチなどの

ナー細胞株との比が 2:1 となるように調製し、2 つを混合した後、

難治疾患に焦点を当てた抗体医薬品の開発が切望されている。従

50%濃度の PEG を添加した。その後、15%FBS/ERDF 培地 50 ml で懸

来、これらの抗体医薬品には、遺伝子組み換え技術によりマウス

濁し、96 well プレートに播種した。融合後、約 2 ヶ月間 HAT（ヒ

抗体の一部をヒト抗体に組み換えたキメラ抗体、ヒト化抗体が利

ポキサンチン、アミノプテリン、チミジン）培地による選択培養

用されてきた。しかしながら、これらは完全にマウスの抗原性を

を行い、増殖してきたクローンの中から、ハイブリドーマのみを

取り除いたものではないため、ヒト生体内では異物として認識さ

選択した。

れ、アナフィラキシーショック等の重篤な症状を引き起こすこと
が懸念されている。この問題を解決するためには、完全にヒトタ
ンパク質のみで構成されたヒト型モノクローナル抗体の作製手
法の開発が必要不可欠である。
そこで本研究では、健常人から採取した末梢血由来リンパ球と

HAT による

ヒト融合パートナー細胞株を用いて細胞融合を行うことにより、

選択培養

生体内でガン細胞に対して高い特異性を有するヒト型モノクロ
ーナル抗体作製手法の開発を行う。

２. 実験操作

２. １ ガン抗原特異的ヒト型モノクローナル抗体の取得

図１ 細胞融合法によるモノクローナル抗体の作製
２. ２

ELISA によるスクリーニング

これまでに、ヒトでは生体内に抗原を投与しての免疫誘導が困

一次抗体として精製ガン抗原を 0.5μg/ml で各 well に添加し、

難であることなどから、ヒト型モノクローナル抗体の作製は極め

サンプルとしてハイブリドーマ上清、二次抗体として anti Human

て困難であった。そこで本研究では、健常人の末梢血からリンパ

IgG, IgM - HRP conjugated を 2,000 倍濃度で用いた。各々を室温

球を採取し、10%FBS 含有 ERDF 培地中に免疫賦活剤である IL-2、

で 1 時間以上反応させ、TMB にて発色を行い、マルチプレートリ

IL-4、IL-6、CD40L、MDP（ムラミルジペプチド）
、ガン抗原を添加

ーダーを用いて主波長 450 nm、副波長 595 nm で測定を行った。

して、3〜10 日間 CO2 インキュベーター内で培養した。この体外

２. ３

３.２ ELISA によるスクリーニング

FACS 解析法によるスクリーニング

FACS とは、FCM（フローサイトメーター）を用いて蛍光物質や

48、49 回目の融合回で得られたクローンに対して、ガン抗原

蛍光抗体で染色した細胞浮遊液にレーザー光を励起させ、染色体

への反応性を確認するために ELISA によるスクリーニングを行っ

量や細胞周期など、細胞内外の情報を集積する解析法である。

た。その結果、3 クローン中の 2 クローンがコントロールである
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1×10 cells の抗原提示細胞に、取得したハイブリドーマの培
養上清（1μg/ml）を添加し、緑色蛍光色素である FITC 標識され

Human IgM と比較し、精製ガン抗原に対して特異的に作用するこ
とが確認された。

た anti Human IgM を反応させ、その蛍光強度を測定した。

３. 実験結果と考察
３.１ ガン抗原特異的ヒト型モノクローナル抗体の取得

従来の細胞融合法を用いて細胞融合を行ったが、抗体を産生
するハイブリドーマを取得することは出来なかった。また、ハイ
ブリドーマの取得効率自体も極めて低い結果となった（表１）
。
その原因として、体外免疫後にリンパ球の激しい生存率の低下が
確認されたことが考えられた。

図２ ELISA によるスクリーニング
３.３ FACS 解析法によるスクリーニング

表１ 従来の細胞融合法を用いた融合

図 2 に示す横軸は蛍光強度、縦軸はその強度を持つ物質の量を
表している。蛍光強度を示す横軸において Human IgM よりも蛍光

融合
回数

リンパ球

リンパ球数
［ ×107 cells］

出現well数

抗体 ELISA
反応 well 数

1

研究室 A

2.0

0/480

0

産生する抗体は、抗原発現細胞の抗原部位に対して特異的に作用

2

Sample 1

2.0

1/480

0

することが明らかとなった。

強度の高い位置にピークが確認出来ることから、取得クローンが

ELISA による解析と FACS による解析において、抗原タンパク質
そこで、抗原タンパク質に対して高い反応性を示すリンパ球を
予め ELISA によりスクリーニングした。スクリーニング後、高反
応性のリンパ球を体外免疫法による免疫誘導を行わずに細胞融

と抗原発現細胞の保有する抗原部位への特異性の両方が確認出
来たことから、取得クローンは、目的抗原タンパク質特異的な抗
体を産生していることが明らかとなった。

合に用いた。また、融合パートナー細胞株をこれまでの MOLT-4
9B8E8 細胞株から、同じく MOLT-4 由来であり、高融合効率である
ことが報告されている A4H12 細胞株へ変更した。その結果、各融
合回において抗体産生クローンを取得することが出来た。更に、
48 回目、49 回目の融合回では精製ガン抗原に高い反応性を示す 3
クローンを取得した（表 3）
。従って今後、今回の実験条件に加え
て、より融合効率の高い融合パートナー細胞株を樹立すること、

図３ FACS 解析法によるスクリーニング

抗原反応性の高いリンパ球を細胞融合に使用することで、抗原特
異的な抗体を産生するハイブリドーマを高効率に取得すること

４. 結 言

が可能となり、新規なガン抗原特異的ヒト型モノクローナル抗体
作製手法の開発に繋がると考えられる。

本研究では、ガン抗原特異的なヒト型モノクローナル抗体作製
手法の開発を目的として、細胞融合法によるハイブリドーマの取

表２ 融合条件変更後の融合

得を行った。その結果、精製ガン抗原特異的な抗体を産生する 3
クローンを取得した。更に、このうち 2 クローンは精製ガン抗原

リンパ球数

融合
回数

リンパ球

出現
well 数

特異抗体
産生 well 数

［ ×10
cells］

48

Sample 45

3.1

19/480

2

49

Sample 59

おいてガン細胞の抗原部位を認識し、特異的に作用することが示

1.7

7/384

1

唆され、今後ガンの診断・治療分野への応用が期待される。
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だけでなく、抗原発現細胞の抗原部位にも特異的に反応すること
が明らかとなった。従って、取得した抗体は実際のヒト生体内に

環境細菌叢の動態分析指標遺伝子に関する研究
森下

由唯・ 原田

奏也・水野

康平・安東 晶子 *1 ・平田
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Genus-specific effects of nitrate on a sulfate-reducing bacterial community
as revealed by dsrB-based DGGE analyses of wastewater reactors
Yui MORISHITA, Souya HARADA, Kouhei MIZUNO, Akiko ANDO 1 , Mai HIRATA 2 and Kenji TANAKA 2
Abstract
The biogenic production of hydrogen sulfide is a serious problem in industrial processes. The aim of this study was to investigate
the inhibitory effect of nitrate on the dynamics of sulfate-reducing bacteria (SRB) community in a laboratory-scale wastewater
reactor, originating from a denitrifying plant using activated sludge. For this purpose, denaturing gradient gel electrophoresis
(DGGE) analysis targeting the dsrB (dissimilatory sulfite reductase) was used in combination with chemical analyses and
measurement of oxidation and reduction potential (ORP). The reactors were initially dosed with 1.0 and 4.0 g/L potassium nitrate
and anaerobically incubated for 490 h. Addition of 4.0 g/L nitrate to the reactor was associated with a prolonged inhibition (over 300
h, i.e., 12.5 days) of sulfate reduction and this was consistent with a rapid decrease in ORP associated with nitrate depletion. The
DGGE analysis revealed that nitrate addition remarkably attenuated a distinct group of dsrB related to Desulfovibrio, whereas other
dsrB groups were not influenced. Furthermore, a 3-years follow-up analysis was conducted in the same reactor. The dominance of
the Desulfovibrio in the early period was found to be reproducible. These results suggest that the nitrate effect on SRB community is
genus specific and its duration time depends on the dynamics of SRB community structure.
Key words: Sulfate-reducing bacteria, Desulfovibrio, Bacterial community dynamics, Activated sludge, Dissimilatory sulﬁte
reductase

1. 諸言
排水処理において、微生物による硫化水素発生は処理槽
内の硫化鉄沈着や硫化水素ガスの人体への有害性など産
業活動区域において深刻な問題である。原因は硫酸還元菌
(Sulfate reducing bacteria : SRB) の代謝とされるが、複雑
な菌叢中での SRB の増殖条件、硫化水素発生の具体的な
プロセスは未だ解明できていない。私達は、活性汚泥法排
水処理槽が嫌気状態へ移行する際の菌叢動態分析を DNA
解析で行い、硫化水素発生の細菌学的条件とその影響因子
について検討して きた (1) 。従来、 DNA 解析で用いられる
16S rRNA 遺伝子は全細菌対象のため、SRB の動態を追跡
することは難しい。そこで私達は、 SRB の動態分析用指
標遺伝子として硫酸還元代謝酵素である亜硫酸還元酵素
遺伝子 (dsrB) に着眼した。本遺伝子は保存性が高く、SRB
の分類指標遺伝子として種レベルの情報を得られると期
待できる (2,3) 。本研究では、この dsrB を用いて硫化水素発
生時の菌叢変化、関与する SRB の種を同定することを試
みた。さらに、一般に硫化水素発生を抑制すると言われる
硝酸塩を排水に添加した際の菌叢動態の変化を検討する
こととした (5,6,7) 。

培地を 150 ml (1.0 or 4.0 g/l KNO 3 、0.05 g/l MgSO 4・7H 2 O、
0.5 g/l FeSO 4・7H 2 O、0.5% CH 3 OH) 添加し、全量 300 ml
のモデル排水とした。この排水を、嫌気状態 で、30℃、600
時間で培養させた。この 2 つの排水試料の 培養系の目視観
察 、 ORP 測 定 を 行 っ た ( 東 亜 DKK 株 式 会 社 製 の
PST-5721C)。また、測定と並行して、 DNA 解析を行うた
めに排水のサンプリングし、DNA 抽出を行った。

2. 16S rRNA 遺伝子および dsrB の DGGE 解析
上記に示した DNA 抽出物を鋳型に、PCR 法による 16S
rRNA 遺伝子および dsrB の増幅を行った。16S rRNA 遺伝
子 (600 bp) では、341F-GC (5’-CCT ACG GGA GGC AGC
AG-3’)、907R (5’-CCG TCA ATT CCT TT[A/G]AGT TT-3’) (2)
を、 dsrB (380 bp) では DSR4R (5’-GTG TAG CAG TTA
CCGCA-3’)、DSRp2060F (5’-CAA CAT CGT YCA YACCCA
GGG-3’) (3) のプライマーを用いた。フォアードプライマー
には、上記の配列に 20 塩基の GC クランプが付加したも
のを使用した。この PCR サンプルを The Dcode Universal
Mutation Detection System (Bio-Rad 社製) を用いて解析を
行った。泳動条件は 60℃、60 V の条件で 16S rRNA 遺伝
子では 16 時間、dsrB では 12.5 時間の泳動を行った (2,4) 。
2. 実 験 方 法
泳動したゲルは、 SYBR Green (Takara bio 社製) で染色を
行った。このゲルから特徴的なバンドを 16S rRNA 遺伝子
1. 実験試料の調製
からは 8 つ、dsrB からは 7 つ切り出し、塩基配列の決定
異なる 2 か所の実排水処理槽 A 及び B より排水を採取 を行った。
した。処理槽 A 及び B は処理能力 768 m3 /day、処理槽サ
イズ 100 m3 の活性汚泥法による窒素処理槽である。これ 3. dsrB のランダムクローニング法
らの排水処理槽から採取した排水 150 ml に作成した人工
排水の培養開始時と、硫化鉄沈殿確認時のサンプルから
増幅させた dsrB をターゲットにクローニングを行った。
ランダムに 50 個ずつポジティブクローンを分離し、プラ
*1 九 州 電 力（ 株 ）総 合 研 究 所 生 物 資 源 研 究 セ ン タ ー
スミドを抽出した。このプラスミドに導入された dsrB の
*2 近 畿 大 学 産 業 理 工 学 部 生 物 環 境 化 学 科 応 用 生
塩基配列の決定を行い、培養前後での菌叢変化を比較した。
物工学研究室
1

表 1．16S rDNA の DGGE バ ン ドのシーケンス 結果
Band
16S rDNA type
Homology (%)
a
Uncultured bacterium
99
b
Bacterium Ellin6075
95
c
Hyphomicrobium zavarinii
99
d
Clostridium sp. Strain P6
95
e
Nitrospira sp.
92
f
Uncultured bacterium
87
g
Nitrospira sp. Clone b30
92
h
Nitrospira sp.
92

3. 実 験 結 果
無機窒素化合物を主体とした排水 A について硝酸塩添
加による硫酸還元代謝への影響を検討した結果、 1 g/l よ
り 4 g/l 硝酸添加系の方が、硫化鉄沈殿時期が 10 日以上遅
延することを確認した。その ORP 値の推移は、 1 g/l 硝酸
添加系が約 2 日目で-653.7 mV に低下したのに対し、 4 g/l
硝酸添加系では-250mV 以上を 9 日間維持した。
図 1.
排水
Aの
酸化
還元
電位
（O
RP）
の推
移

表 2. dsrB の DGGE バ ンドのシーケンス結果
Band
dsrB type
Homology (%)
I
Desulforhopalus singaporesis
86
J
Desulfofustis glycolicus
83
K
Syntrophobacter fumaroxidans
85
L
Desulfovibrio vulgaris
88–91
M
Desulfovibrio vulgaris
89
N
Desulfovibrio vulgaris
91

また、排水 A、B の培養前後のサンプル の dsrB ランダム
クローニング 結果においても、DGGE の結果と相同性のあ
の矢印は目視による硫化鉄沈殿確認時刻
る結果得た。 1 g/l 硝酸添加系の培養後のサンプルから、
〇 の 箇 所 は PCR-DGGE 解 析 を 行 っ た 排 水 を 採 取 し た 箇 所
排水 A は 48 個中 23 個、排水 B は 41 個中 29 個の D. vulgaris
タイプの dsrB を検出した。この D. vulgaris は、1 g/l 硝酸
この排水 A について DGGE 解析結果を行った結果を図
添加系の DGGE 解析結果に見られた硫化鉄沈殿確認時と
2 に示す。16S rRNA 遺伝子の結果 (図 2-A、B) から培養
ほぼ同時に検出された特徴的なバンドと同種である。
時間、硝酸濃度に関わらずバンドパターンに変化 は見られ
ず、シーケンス結果 (表 1) から硫酸還元菌を検出できな
4. 総 括
かったが、dsrB の結果では、1 g/l 硝酸添加系 (Fig. 2-C) に
のみ、特徴的な強いシグナルのバンドを硫化鉄沈殿確認時
今回、我々は dsrB をターゲットに解析を行うことで、
と同時に検出した (図 2-C バンド l~n)。これらのバンドは、
16S rRNA 遺伝子では検出されなかった硫酸還元菌の動態
シ ー ケ ン ス 結 果 よ り 、 相 同 性 89 ～ 91% で Desulfovibrio
を明瞭に確認することができた。排水 A の dsrB-DGGE 解
vulgaris の dsrB であった(表 2)。
析結果より、1 g/l 硝酸添加系にのみ目視観察による硫化
鉄沈殿確認と同時に D. vulgaris が検出された。また、今
a
b
A
B
回 の すべ ての DGGE 解 析 で硫 化 鉄沈 殿 確認 と同 時に D.
c
d
vulgaris のバンドを強く検出した。さらには、排水 A、B
e
f
の培養前後のサンプルの dsrB ランダムクローニング結果
g
(n=50) からも、1 g/l 硝酸添加系の培養後の菌叢は約 50％
h
が D. vulgaris であるという結果を得た。このことから、
M 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 M
両排水における硫化鉄沈殿確認時の優勢種は硫酸還元菌
C
D
の特定のグループである可能性が高く、それは D. vulgaris
i
と同じ dsrB を有するものであった。
j
図中

k
l
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GMP 対応医療用ヒトタンパク質の高生産ベクター開発
矢野 敬二朗
Development of a high expression vector for the GMP-based production of human proteins for medical use
Keijiro YANO
Abstract
Human cell derived biopharmaceuticals are expected as a wonder drug for cancer and other intractable diseases. However, there is a drawback that
they are difficult to produce at industrial scale because human cells have lower ability to produce proteins, resulting in high product cost. To solve this
problem, we developed a vector for the production of human proteins at good manufacturing practice（GMP）level. As a result, we obtained a
promoter that could increase protein expression. In addition, we constructed a screening system to obtain more excellent promoter. This study may be
useful for the production of biopharmaceuticals using human cells.

Keywords : GMP, vector, promoter

１. 緒 言

確認後、取得したプロモーター領域を pTARGET ベクターにクロー
ニングし、電気泳動により確認した。

生物医薬は、化学合成では困難である複雑なタンパク質で構成
されており、ガンを始めとする難病に対する特効薬として期待さ

２.２ 新規プロモーターの活性評価

れている。現在、生物医薬は、微生物や動物細胞を主な宿主とし

プロモーター活性を測定するため、分泌型アルカリホスファタ

て生産されているが、これらの宿主由来の生物医薬は、免疫反応

ーゼ遺伝子（SEAP）の発現量を指標としたレポーターアッセイを

を誘発し、副作用を生じる恐れがある。それに対して、ヒト細胞

行った。構築したクローニングベクターから制限酵素を用いて、

由来の生物医薬は、ヒトと同様の糖鎖を有しており、高い生理活

プロモーター領域を取得した。また、SEAP 遺伝子を有する

性や、副作用としての、不要な抗原抗体反応の減少が期待できる

pSEAP2-Controlベクターより制限酵素を用いて内在性プロモータ

ため、急速に需要を増している。

ーを取り除き、その DNA 断片を取得した。pSEAP2-Control ベクタ

しかしながら、ヒト細胞は、他の宿主と比較してタンパク質の

ーに、取得したプロモーター領域を組み込み、プロモーターの活

生産性が低く、また、医薬品の製造は、医薬品製造規範である GMP

性評価ベクターを構築した。その後、構築したベクターを

（Good Manufacturing Practice）に対応しなければならないため、

SC-01MFP へリポフェクション法によって遺伝子導入し、三日間培

最終産物である医薬品が非常に高コストになりがちである。そこ

養した後に、培養上清を回収して SEAP アッセイを行った。

で本研究では、ヒト細胞株において、タンパク質を安定かつ大量
に発現するために、高生産用遺伝子運搬体（ベクター）を開発す
ることを目的とした。タンパク質高生産のため、タンパク質の発

２.３プロモーター探索系の構築
プロモーター領域を塩基配列から特定することは困難であるため、

現調節領域であるプロモーターの取得を試みた。また、プロモー

蛍光タンパク質を利用したプロモーター探索系の構築を行った。蛍光

ター領域は特定が困難であるため、その効率的な探索系の構築を

タンパク質 DsRed の遺伝子を含む pDsRed-C1 ベクターから、制限酵素

行った。

を用いて DsRed の遺伝子を取得した。また、タンパク質発現用ベクタ
ーpSecTag2B にも同様の処理を行い、その DNA 断片を取得した。
２. 実験操作

pSecTag2B に、DsRed の遺伝子を組み込み、蛍光タンパク質発現ベクタ
ーの構築を行った。電気泳動を用いて確認した後、リポフェクション

２. １ 新規プロモーターの取得

新規プロモーター取得のために、種々のデータベースを用いて、

法を用いて、SC-01MFP に遺伝子導入を行った。14 時間培養後、蛍光
顕微鏡を用いて蛍光タンパク質の発現を確認した。

新規で、なおかつヒト細胞において高発現が見込めるプロモータ
ーの探索を行った。そのプロモーター領域を特異的に増幅するプ

３. 実験結果と考察

ライマーを設計し、ヒト骨髄腫由来細胞株 SC-01MFP より、SDS/
フェノール法を用いて取得したゲノム DNA を鋳型として、PCR を
実施した。増幅した PCR 産物を、電気泳動により確認した。

３.１ 新規プロモーターの取得と評価

SC-01MFP のゲノム DNA を鋳型として、プロモーター領域を特異
的に増幅する PCR を行った。その結果を電気泳動によって確認し

たところ、目的である 2,000 bp 付近にバンドを検出した（図 1）
。

の発現を確認したところ。約 14 時間後に蛍光タンパク質の発現

以上の結果から、プロモーター領域である DNA が取得されたと考

が見られた（図 4）
。

えられる。また、取得したプロモーター領域を pTARGET ベクター
にクローニングし、その結果を電気泳動で確認したところ、プロ
モーター領域の挿入が確認された（図 1）
。

[ bp ]
6,000

[ bp ]
マーカー

2,000

pSecT ag2B

DsRed/
pSecTag2B

図 3 蛍光タンパク質発現ベクターの構築

PCR 産物

コントロール

クローニング

ベクター

ベクター

図 1 新規プロモーターの取得とクローニング

また、プロモーターの活性を測定するために、取得したプロモ
ーター領域を、内在性のプロモーターを除去した pSEAP2-Control
ベクターに組み込み、プロモーター活性評価用ベクターを構築し
た。このベクターを SC-01MFP に導入し、三日間培養後、培養上
清をサンプルとして SEAP アッセイを行った。プロモーター活性
のコントロールとして、未処理の pSEAP2-Contol ベクターを使用
した。SEAP アッセイの結果を図 2 に示す。コントロールとして用
いた pSEAP2-Control ベクター以上の発色を示したため、取得した

図 4 蛍光タンパク質発現の確認

従って、このベクターの内在性プロモーターを取り除き、そ
こに DNA 断片を組み込むことで、プロモーター活性の有無を判断
できると考えられる。

プロモーター配列は強い活性を有していると考えられる。

Absorbance（415-590 nm）

0.5

４. 結 言

本研究では、ヒト細胞においてタンパク質を高発現するベクタ
ーの開発を行った。そのために、細胞内において、タンパク質の
発現量調節部位であるプロモーター領域の取得を試みた。プロモ
ーター領域を特異的に増幅する PCR を行い、目的のプロモーター
領域を取得した後、SEAP を利用したプロモーター活性の評価を行

0.25

った。その結果、コントロールである pSEAP2-Control ベクターよ
りも強い発色が見られたため、強力な活性を持つプロモーターの
取得に成功したことが示唆された。
また、塩基配列からプロモーター領域を特定することは困難で

培地

Promoter
導入無し pSEAP2
-Control /pSEAP2

図 2 SEAP アッセイ

３.２ プロモーター探索系の構築

プロモーターを効率よく取得するために、蛍光タンパク質発
現ベクターの構築を試みた。その結果を電気泳動によって確認す
ると、目的である 6,000 bp 付近にバンドを検出した（図 3）
。ま
た、このベクターを SC-01MFP へ遺伝子導入し、蛍光タンパク質

あるため、効率的にプロモーター領域を特定するプロモーター探
索系の構築を行った。今回構築した蛍光タンパク質発現ベクター
に、取得した DNA 断片を組み込むことで、プロモーター活性の有
無の確認が可能となったため、効率的にプロモーターを取得でき
ると考えられる。本研究で得られたこれらの結果は、ヒト細胞に
おいてタンパク質発現の増強に繋がると考えられる。
参考文献
1) Gill DR.,et al : Gene Therapy October 2001, Volume 8, Number
20, Pages 1539-1546

中度好塩性細菌 Halomonas sp. O-1 の PHA 合成に関する研究
山口 夏美
Characterization of a PHA producing moderate halotolerant bacterium Halomonas sp. O-1 isolated from seawater
Natsumi YAMAGUCHI
Abstract
Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are known as bacterial intracellular biopolymers, which can be used for the manufacture of biodegradable plastics.
We have screened PHA-producing bacteria from various environments such as soil, hot springs, and seawater. Here we report about a halophilic
marine bacterium strain O-1 isolated from seawater in Kitakyushu, Japan. Strain O-1 was found to belong to the genus Halomonas, a group of
moderate halotolerant marine bacteria, by the 16S rRNA gene analysis. Halomonas sp. O-1 can grow in the LB medium containing 1.0‒15% (w/v)
NaCl and at pH ranging from 6.0 to 9.0, and produce PHA using various carbon sources including glucose, sucrose, and chitin. GC-MS analysis
revealed that the polymer consist of mainly P(3HB) and trace P(3HV) when glucose was used as the carbon source. The PHA synthase gene of
Halomonas sp. O-1 was cloned, which has a “lipase box” like sequence [G X C X G] known as the active center of PHA synthases, in which the first
glycine was replaced with serine [S X C X G]. The serine replacement was found in the genome databases of other Halomonas species, suggesting
that the active center with a unique replacement could be conserved in the genus Halomonas.
Keywords: Polyhydroxyalkanoate (PHA), marine bacteria, Halomonas, phaC

1. 緒 言
低炭素社会の実現には、環境循環型の新素材開発は重要で
あり、生分解性プラスチックはその一つの候補である。ポリ
ヒドロキシアルカン酸(PHA)は、細菌が細胞内に蓄積するバイ
オポリマーであり、その生体適合性の高さを活かして医療用
担体として米国では 90 年代にすでに実用化されている。細菌
由来 PHA 合成の研究には 2 つの焦点がある。1 つ目は、いか
に安価に入手可能な炭素源を原料と出来るか、2 つ目は、いか
に付加価値の高い優れたポリマーを合成する PHA 合成酵素を
見出せるか、である。このためには、優れた宿主細胞の開発
と既存の酵素遺伝子の改良は無論だが、新規 PHA 合成細菌の
探索はとても重要である。PHA 合成酵素（PhaC）は TypeⅠ～
Ⅳが知られている。これまで、私たちは PhaC に着眼し、土壌、
温泉水、海水などより、新規な特性を有する PHA 合成酵素を
報告してきた 1, 2, 3)。今回、未知種が多く PHA 合成細菌の報告
もほとんどない海洋性細菌に着眼し、当研究室で海水より分
離した中度好塩性細菌 Halomonas 属の PHA 合成について検討
した。当該 Halomonas 属の PHA 合成酵素のアミノ酸配列は、
既知陸上細菌と大きく異なり、その予測活性中心配列もこれ
まで報告のない配列を有していた。Halomonas 属の PHA 合成
酵素遺伝子のクローニング報告はなく、その特異な配列が活
性にどのように影響するかについて、現在、解析中である。

ある M9 培地に各種炭素源を 20 g/l 添加して 24 時間振盪培養
し、同化炭素源を調べた。0.0～20.0 wt% NaCl に調整した LB
培地にて本株を 24 時間振盪培養し、塩濃度の PHA 合成の影
響を調べた。
2-2. 合成 PHA の評価法
O-1 株を LB 培地で 30℃、24 時間振盪培養し、菌体を回収
した。これを熱濃硫酸処理し、菌体内に蓄積された P(3HB)を
クロトン酸へと変換し、測定サンプルとした。イオン型 H の
架橋度 8%スチレン－ジビニルベンゼン共重合体陽イオン交
換樹脂カラム Aminex HPX-87H (300×7.8 mm、BIO-RAD 社製)
を用いて HPLC 測定を行い、P(3HB)含量を測定した。また、
グルコース 20 g/l 添加 LB 培地にて 24～72 時間培養した菌体
を用いて、GC、GC-MS 解析より蓄積 PHA の評価を行った。

2-3. PHA 合成酵素遺伝子 phaC のクローニング
PCR 法を用いて PHA 合成酵素遺伝子（phaC）の取得を試み
た。まず、近縁種のゲノムデータをアミノ酸に変換し、これ
を基に内部保存領域を増幅するプライマーを設計した。プラ
イマーF6（5’-AACAAGT(A/T)CTACATCCTCGACTTG-3’）と
R6（5’-GTTCCAGTACAACAGGTCGAA-3’）、PCR 酵素に Green
Mix（Promega 社製）を用いて PCR を行った。反応条件は 95℃
10min×1→（95℃ 30sec、55℃ 30sec、72℃ 30sec）×40→72℃
15min×1 とした。その結果、O-1 株の phaC 部分配列（532 bp）
2. 実験方法
を取得した。この配列を起点として全長配列の増幅を行った。
5’末端に Xba I の配列を付加したプライマーphaCfull_F2（5’–
2-1. 海水分離株 O-1 の同定法
TCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATA
LB 寒天培地に親油性蛍光物質 Nile-Red（0.25 mg/DMSO-ml） ATGCCGTCTCAACAC-3’）と Bam HI の配列を付加した
を 250 倍希釈で添加して海水を培養した。Nile-Red の細胞内蓄
phaCfull_R3（5’-TTGGTTGGATCCCTAAGTACTGCTGGGGATT
積を指標とした結果、200 個のコロニーのうち、特に発光の強
TCTCCTAA-3’）を用いて PCR を行った。PCR 酵素には KOD FX
い O-1 株を分離した。本株について、TOPO TA cloning kit
（TOYOBO 社製）を用い、反応条件は 94℃ 2min×1→（98℃
(Invitrogen 社製) を用いて 16S rRNA 遺伝子をクローニングし、 10sec、67℃ 30sec、68℃ 1min）×30 とした。取得鎖長は 1,891
遺伝子全長配列解析を行った。また、グラム染色、光学顕微
bp である。PCR 増幅産物と pET-3a Vector（Novagen 社製）を
鏡観察を行った。さらに pH と温度、塩濃度など培養条件を検
それぞれ 2 種類の制限酵素 Xba I、Bam HI（TAKARA 社製）
討した。細菌検査同定用キット API 50CH（Bio Merieux 社製） で処理し、phaC のクローニングを行った。Web 上の解析プロ
を用いて各種炭素源資化性を調べた。また、完全合成培地で
グラム BLAST にて取得した phaC の相同性を調べた。

3. 実験結果および考察
図 1 に示す分離株 O-1 は、絶対好気性グラム陰性桿菌、運
動性を有し、生育至適温度 30℃、pH 範囲 6.0～8.0、NaCl 1.0
～15.0 wt%で生育した。16S rRNA 遺伝子の解析より、本株は
中度好塩性細菌 Halomonas 属の 1 種と考えられる。

本菌の phaC を大腸菌内で発現させて、その活性構造相関を調
べる必要がある。
MPSQHYSQEEMEAWKEQLDDIGEQYKALLGDLLTRMAPSEAADSVYSDMRES
FEAAARSLMSNPNLLWQTQSRLLQDQWLLWQQGVRAMAGEQVAPLVTPPKH
DRRFKDDAWTTDPYYMAIMQQYLLFSQMVDELINDLDGLDPVHKRNLTFYAR
QLVNAMSPTNFVSTNPEVMRRTLETKGQNLVDGLTRLREDLANSAEGINVRMT
DRSAFGVGENIAVTPGAVVYENELIQLIQYTPTTEKTFKTPLLIVPPWINKYYILD
LREDNSLVKWMVDQGHTVFLISWRNPGPEQRDITWADYMQMGPISAMEAIEH
ACGEKSVNLLSYCVGGTLTASTVAYLTSTRRGRKVKSVTYMATLQDFRDPG
DIGVFLNERVVQGIEQTMQMKGYLDGRSMAYTFNLLRENDLFWSFYINNYLKG
EIPAAFDLLYWNTDGTNLTAGTHAWYLRHMYLENRLVEPGGIELDGVKIDLRKI
SAPSYFVSTKEDHIAKWNSTYYGALLPKGPTTFVLGGSGHIAGIVNPPHKNKYG
YWTNDTLPDSHDAWQEGATFHEGSWWPHWQAWVTENGYADADPKKMVPAR
QPGEGELKVIEPAPGRYVRMTIPEVLGEIPSST

図 1．PHA 合成海洋性細菌 Halomonas sp. O-1
福岡県近海で分離した中度好塩性細菌。海洋性細菌の PHA 合
成は、炭素源貯蔵だけでなく浸透圧調節を担う。矢印は菌体
内 PHA 顆粒を示す。

表 1 に Halomonas sp. O-1 の蓄積 PHA の GC 及び GC-MS に
よる解析結果を示す。合成 PHA の組成はグルコースを炭素源
とした場合、ほぼ 100 mol% 3HB と微量の 3HV で構成されて
いた。また、Halomonas sp. O-1 の PHA 合成の NaCl 濃度依存
性を調べた結果、12.0 wt%まで PHA を合成し、合成至適濃度
は 10.0 wt%であった。また、同化炭素源の検討より、本株は、
グルコース、スクロース、キチンなど計 15 種類の多様な炭素
源を資化し、うち 6 種類の炭素源（グルコース、スクロース、
キシロース、デンプン、トレハロース、ガラクトース）を用
いて PHA を合成した。
表 1. Halomonas sp. O-1 の蓄積 PHA の含有率と組成
培養時間
(h)

PHA 含有率
(wt%)

24
48
72

9.4
14.4
16.5

PHA 構成物
3HB (mol%)
3HV (mol%)
100
100
100

trace
trace
trace

次に、Halomonas sp. O-1 の phaC (1,836 bp) の配列を決定し
た。図 2 に本菌の PHA オペロンの構造を示す。phaP1、phaP2
は、PHA 顆粒結合タンパク質で顆粒安定化に寄与すると考え
られている。図 3 に Halomonas sp. O-1 の PhaC の全配列を示
す。PHA 合成酵素の活性中心の”Lipase box”様配列[ G X C X G]
に近い配列 [S Y C V G] を有していた。この類似配列は、他
の Halomonas 属のゲノムデータにも保存されていた。今後、

図 2. Halomonas sp. O-1 の PHA オペロン構造
オペロン内にモノマーを供給する PhaA 及び PhaB はなかった。上流
に PHA 粒子の構造安定化に寄与すると考えられる PhaP1 と PhaP2 が
存在していた。

図 3. Halomonas sp. O-1 の PHA 合成酵素 PhaC の全配列
図中の太字は”Lipase box”類似配列で活性中心と予測されている。既
知配列[G X C X G]に対して、本 PhaC は[S Y C V G]となっている。

4. 結

言

本研究では、海水より PHA 合成中度好塩性細菌 Halomonas
sp. O-1 を分離した。生育至適温度は 30℃で、pH 6.0～8.0、NaCl
1.0～15.0 wt%で生育した。PHA 合成の至適塩濃度は 10.0 wt%
であった。同化炭素源は、グルコース、スクロース、キチン
など計 15 種類の炭素源、うち 6 種類（グルコース、スクロー
ス、キシロース、デンプン、トレハロース、ガラクトース）
で PHA を合成した。グルコースを炭素源とした場合、PHA 含
有率約 15％、組成は、ほぼ 100 mol%の 3HB と微量の 3HV で
あった。クローニングした本株の phaC
（1,836 bp）の配列より、
活性中心の既知”Lipase box”様配列[G X C X G]と一部異なる
配列[S Y C V G]を有していた。
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ヒト細胞によるタンパク質発現と生産タンパク質の特性分析
吉田 香織
Protein expression in human cells and its characterization
Kaori YOSHIDA
Abstract
Protein production in human cells is useful because it probably can make complete human proteins. However, such precedents are few, kinds of
applicable proteins and characteristics of that products have not been fully elucidated. Therefore we aimed to produce useful proteins with human cell
line SC-01MFP established from human myeloma and analyze that characteristics. As a result, we could obtain clones producing interferon-beta and
myelin-associated glycoprotein（MAG） Fc fusion protein. In addition, we confirmed that the MAG-Fc fusion protein can be purified by the column
Protein G. These results may be useful for development of protein production technology using human cells.

Keywords : human cell, characterization, protein production

１. 緒 言

近年、研究開発が盛んに行われているタンパク質医薬品は、従

２. 実験操作

２.１ 有用タンパク質生産細胞の取得

来の化学合成医薬品では達成し得なかった難治療性疾患に対す

IFN-β及び MAG-Fc 融合タンパク質の発現ベクターをトランスフ

る特異的作用が認められ、投薬治療の可能性を広げる足掛かりと

ェクション試薬を用いたリポフェクション法によって SC-01MFP

なっている。このようなタンパク質医薬品のうち、貧血治療薬の

に導入した。カチオン性脂質のトランスフェクション試薬は、負

エリスロポエチンや糖尿病治療薬のインスリン等が、現在、大腸

に荷電したDNAがリポソームに包み込まれることなく自発的に結

菌やマウス細胞により生産され実用に供されている。

合して DNA-カチオン性脂質複合体ごと細胞膜内に取り込ませる

しかしながら、このようにヒト以外の微生物や動物細胞により

ことができる。この方法は細胞の損傷が少なく、また、封入する

生産されるタンパク質は、ヒト生体内において免疫反応による副

物質を選ばないという利点があり、多種の細胞への遺伝子導入に

作用を生じる可能性がある。これは、翻訳後修飾の一つでタンパ

利用されている 1）。

ク質の生理活性や生体内輸送に大きく関与する糖鎖の構造が生

IFN-β及び MAG-Fc 融合タンパク質発現ベクターを導入した細胞

産細胞の生物種に由来するためである。故に、ヒト細胞由来タン

に、抗生物質 G-418、Zeocin を各々終濃度 100μg/ml、800μg/ml

パク質医薬品の開発が強く望まれているが、タンパク質生産に適

で添加し、二週間程度の選択培養を行った。

したヒト細胞株の樹立は困難であり、ヒト細胞由来タンパク質の
生産事例は極めて少ない。そのため、適応可能なタンパク質の種
類や、その特性については十分に明らかにはなっていない。

２.２ 有用タンパク質発現確認

酵素抗体法により薬剤選択細胞における各有用タンパク質の発

そこで、本研究では、本研究室で樹立された、外来タンパク質

現を確認した。MAG-Fc 融合タンパク質発現細胞についてはウエス

の長期安定生産が可能なヒト骨髄腫由来細胞株 SC-01MFP を用い

タンブロッティングにより分子量の測定を行った。また、発現タ

た種々の有用タンパク質の生産を行い、その特性の解析を試みた。

ンパク質の性質を一定かつ安定に保つため、安定発現の見られた

また、有用タンパク質として、インターフェロンβ（IFN-β）及

各細胞について、限界希釈法によるクローニングを行った。

び MAG-Fc 融合タンパク質を選択することとした。IFN-βは C 型肝
炎等の治療薬となる抗ウイルス活性を持った糖タンパク質で、

２.３ MAG-Fc 融合タンパク質精製手法の検討

MAG-Fc 融合タンパク質は神経細胞の伸長を制御するミエリン関

SC-01MFP の生産する MAG-Fc 融合タンパク質の特性を解析する

連糖タンパク質（Myelin-associated glycoprotein; MAG）と免疫

ため、精製を行う必要がある。精製を効率的に進めるため、クロ

グロブリン G（Immunogloblin G; IgG）の Fc 部位とを融合したタ

ーニング前の細胞培養上清を用いて事前に精製手法の検討を行

ンパク質である。

った。
MAG-Fc 融合タンパク質は IgG の Fc 部位を有しているため、
抗体精製に一般的に用いられる Protein G カラムを用いて精製を
行った。精製後、ウエスタンブロッティングにより溶出画分にお
ける MAG-Fc 融合タンパク質の検出を行った。

また、このカラムは培養の際に添加するウシ胎児血清（Fetal

３.２ MAG-Fc 融合タンパク質精製手法の検討

bovine serum; FBS）
中のウシIgGに対する結合性も高いことから、

効率的な精製を行うため、未クローニング MAG-Fc 融合タンパ

レ 10%FBS 含有リン酸緩衝生理食塩水（Phosphate buffered saline;

ク質発現 SC-01MFP の培養上清を用いて精製手法の検討を行った。

PBS）についても培養上清と同様に精製し、SDS-PAGE 及び CBB 染

精製に用いるバッファーや手順は Protein G カラムのプロトコル

色を行った。

に従い、また、10%FBS/PBS についても同様に精製した。培養上清
を精製し、0.5 ml ずつ分取した 1 から 5 番目の溶出画分について
ウエスタンブロッティングを行った結果、画分 2 - 4 にバンドが

３. 実験結果と考察

検出された。また、精製後同じ範囲の溶出画分について SDS-PAGE
及び CBB 染色を施した 10%FBS/PBS では、全ての画分で約 66 kDa

３.１ 有用タンパク質発現確認

IFN-β及び MAG-Fc 融合タンパク質の発現ベクターを導入後、薬

のバンドが確認され、一方、ウシ IgG 還元後の重鎖の分子量であ

剤選択を行った SC-01MFP の培養上清を用いて酵素抗体法により

る 50 kDa 付近には見られなかった（図 3）
。これらより、10%FBS

各有用タンパク質の発現を確認した。MAG-Fc 融合タンパク質につ

を含む培養上清から Protein G カラムを用いて精製を行う場合、

いては Fc 部位（IgG）の検出系における測定を行った。その結果、

分子量 66 kDa の夾雑物が多く混入する可能性が示唆された。FBS

コントロールである遺伝子導入を行っていない細胞の培養上清

に含まれるタンパク質の 50%以上を占めるウシ血清アルブミン

と比較して高い吸光度を示しており、導入したベクターの遺伝子

（Bovine serum albumin; BSA）の分子量が約 66 kDa で、Protein G

をそれぞれ発現しているものと考えられた（図 1）
。

カラムに対する結合性が低いことから、10%FBS/PBS において検出
されたバンドは BSA であり、溶出前に十分な洗浄を行うことでこ

Absorbance
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●MAG-Fc 融合タンパク質
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の問題は解決しうると考えられる。また、培養における FBS の添
加濃度を下げ、BSA のみならず他の夾雑物の混入を最小限に留め
る必要があると考えられた。
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ドが検出された (図 2)。これは設計通りの分子量で、期待された
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分子が生産されたことを示唆していた。よって、導入細胞が正し
く構築されたベクターにより MAG-Fc 融合タンパク質を発現して

４. 結 言

いると考えられる。
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250

の樹立及び解析に向けた精製手法の検討を行い、各有用タンパク

150

質発現クローンの取得に至った。また、SC-01MFP 産生 MAG-Fc 融

100

合タンパク質について Protein G カラムにより精製可能であるこ
とを確認した。

75
Marker

MAG

MAG-Fc

MAG

Control

SC-01MFP 培養上清

図２ MAG-Fc 融合タンパク質の分子量測定

本研究はヒト細胞を用いた有用タンパク質の生産技術の開発や
特性の解析に役立てられると考えられる。
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抗アレルギー機能を有する食品由来成分の作用メカニズム解析
吉田 光
Mechanism analysis of food components with anti-allergic function
Hikaru YOSHIDA
Abstract
Functional foods can enhance the function of biological regulation for disease prevention and improvement. In particular, those that can reduce
allergy are expected. We have constructed an in vitro allergy model using human peripheral blood lymphocytes and investigated the anti-allergic
effect of food component. As a result, we found glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase（GAPDH）which suppressed IgE antibodies production
by inhibiting IgE class switching in B cells. These results may lead to the palliation of allergic symptoms such as pollinosis and atopic dermatitis.

Keywords : GAPDH, allergy , Functional Foods

ト血漿、5％ウシ胎児血清（FBS）
、スギ花粉抗原（Cryj1）
、免疫賦

１. 緒 言

活剤（IL-2,-4,-6、MDP）を含む ERDF 培地中で、ヒト末梢血リン
近年、国民の健康志向の向上に伴い、食品を利用した種々の疾

パ球を培養した。この系に対し、イチゴ成分中から抗アレルギー

病の予防や症状緩和効果に期待が大きくなっている。食品には、

因子として見いだしたGAPDHとアミノ酸配列の相同性が約70％の

栄養素として生命の維持に寄与する栄養機能（1 次機能）
、我々の

ウサギ由来 GAPDH を添加したものについても同様に培養した。10

味覚、嗅覚に対して働きかける嗜好機能（2 次機能）に加えて、

日間培養後、アレルギーの引き金物質である IgE 抗体を指標とし

新たな機能として重要視されている病気の予防や症状の緩和に

て酵素抗体法を行い、
GAPDHのIgE抗体産生への影響を評価した。

役立つ生体調節機能（3 次機能）がある。この生体調節機能に特
化した食品は機能性食品と呼ばれており、このような食品は、食

２.２ B 細胞に対する GAPDH の影響の評価

生活に取り入れることで健康機能を向上させることができるだ

GAPDH の B 細胞への影響を評価するために、IgE クラススイッ

けでなく、医薬品のような強い副作用の報告が少ないため、極め

チに必須な IgE 重鎖胚型転写（εGT）の発現を調べた。B 細胞の

て広範囲に研究開発が行われている。中でも、国民の約 30％が発

モデルとして、IL-4 によりεGT を発現することが報告されてい

症しているアレルギーの予防や症状の緩和のための機能性食品

るヒト成熟 B 細胞株 DND39 を使用した 2)。方法として、10％FBS、

の開発は注目されている。

IL-4、Cryj1 を含む RPMI1640 培地中で DND39 を培養した。この系

我々はこれまでに、ヒト血液系細胞を用いた生体外アレルギー

に対し、ウサギ由来 GAPDH を添加したものについても同様に培養

評価系を構築し、食品成分の抗アレルギー効果を検討してきた。

した。3 日間培養後、それぞれの細胞から mRNA を抽出し、cDNA

その結果、イチゴから花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギ

を合成した後、
この cDNA を鋳型としてリアルタイム PCR を行い、

ー疾患を緩和する glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

β-actin を内部指標としてεGT の発現量の変化を調べた。

（GAPDH）の存在を見いだした。しかしながら、このような機能
性食品の開発のためには、その作用メカニズムの解析が必要不可

２.３ GAPDH と結合する細胞表面タンパク質の検出
GAPDH と結合性を示す細胞表面タンパク質を探索するために、DND39

欠である。
そこで、本研究では生体外アレルギー評価系を用いて、ヒト細

から細胞膜を抽出した。また、比較対照として、本因子が作用し

胞におけるタンパク質発現やシグナル伝達を解析することによ

ていないと考えられたヒトマクロファージ様細胞株 U937 につい

り、イチゴ中のアレルギー抑制成分の一つである GAPDH の作用メ

ても同様に細胞膜を抽出した。その後、アセトン沈殿法により、

カニズムを明らかにすることを目的とした。

抽出した細胞膜中から脂質成分を除去し、電気泳動により分離し
た後、ニトロセルロース膜に転写した。その後、GAPDH と抗 GAPDH
抗体、酵素標識抗体を用いて、特異的に GAPDH と結合性を示す細

２. 実験操作

胞表面タンパク質の検出を試みた。
２.１ IgE 抗体産生に対する GAPDH の影響の評価

生体外アレルギー評価系として、ヒト末梢血リンパ球に種々の
免疫賦活剤を添加することにより、生体内と同様のアレルギー発
1)

症環境が再現可能な体外免疫法を行った 。方法として、10％ヒ

３. 実験結果と考察
３.１ IgE 抗体産生に対する GAPDH の影響の評価

εGT発現量 [ - ]

18
イチゴ成分中の抗アレルギー因子を探索した結果、GAPDH が IgE
抗体産生を抑制することが示唆された。しかし、植物由来の GAPDH
は市販されておらず、大量精製の条件も特定できていない。そこ
で、
アミノ酸配列の相同性が約70％のウサギ由来GAPDHを用いて、
IgE 抗体産生に与える影響を評価した。
図 1 に、体外免疫系内に GAPDH を添加した場合の IgE 抗体産生

9

0
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③

① コントロール

量の変化を示す。ここに示すコントロールは、種々の免疫賦活剤

② イチゴ抽出物
③ タンパク質 A 1.0 μg/ml

や Cryj1 によりリンパ球のアレルギー反応を誘導したものである。

図２ タンパク質 A のεGT 発現量への影響

この結果から、免疫を誘導したコントロールと比較して、GAPDH
を添加した場合ではイチゴ抽出物を添加した場合と同等のIgE抗

３.３ GAPDH と結合する細胞表面タンパク質の検出

GAPDH の作用メカニズムとして、B 細胞の IgE クラススイッチを

体産生抑制効果が確認された。
従って、GAPDH は抗アレルギー作用を有することが明らかにな

抑制することが示唆されたため、DND39、U937 の細胞膜タンパク
質を抽出し、GAPDH と結合性の高い細胞表面タンパク質の検出を

った。

IgE抗体産生量 [ ng/ml ]

行った。

320

その結果、DND39 のみに分子量約 50,000 付近のタンパク質が検
出された。従って、GAPDH は B 細胞膜上の分子量 50,000 の細胞表
面タンパク質と結合することによって、アレルギー反応を抑制し

160

ていることが確認された。

[ kDa ]
0
①

① コントロール

②

50

③

② イチゴ抽出物

③ タンパク質 A 1.0 μg/ml
図 1 タンパク質 A の IgE 抗体産生への影響
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３.２ GAPDH の B 細胞に対する影響の評価

GAPDH の作用点の探索のために、アレルギーの引き金となる IgE

DND39

図 3 GAPDH と結合する細胞膜タンパク質の検出

抗体を産生する B 細胞についての影響を評価した。この IgE 抗体
の産生は、B 細胞が免疫伝達物質である IL-4 の刺激を受け、εGT

４. 結 言

を発現することにより開始する。従って、εGT の発現を阻害する
ことは IgE 抗体産生の抑制につながるものと考えられる。また、

本研究では、B 細胞のεGT 発現の評価により、GAPDH が IgE ク

B 細胞のモデルとして IL-4 によりεGT を発現することが報告さ

ラススイッチを抑制することを明らかにした。また、B 細胞の細

れている DND39 を用いた。そして、GAPDH の添加によるεGT 発現

胞表面タンパク質と GAPDH の結合性の評価から、分子量 50,000

量の変化をリアルタイム PCR で調べた。

付近に親和性の高いタンパク質を確認した。

DND39 のεGT 発現量のグラフから、免疫を誘導したコントロー

これらの知見から、GAPDH と結合性を示した細胞表面タンパク

ルと比較して、GAPDH を添加した場合では、イチゴ抽出物と同様

質を同定することにより、作用する細胞内シグナル系の特定、抗

にその発現が抑制されることが分かった（図 2）
。

アレルギーメカニズムの解析に繋がると考えられる。よって、

従って、イチゴ成分中から抗アレルギー因子として見いだした
GAPDH は B 細胞のクラススイッチに作用することで、アレルギー

我々の研究成果は、花粉症のようなアレルギーの緩和に繋がるか
もしれない。

反応を抑制していることが示唆された。
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