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要旨 

 豚流行性下痢や豚繁殖・呼吸障害症候群は、家畜の先天異常や死流産、生育不良等を

引き起こすウイルス感染症である。これらの感染症が蔓延すると年間数十億から数百

億円規模の経済的損失をもたらすことから、感染症予防対策が重要な課題である。現

在、ワクチン接種による防疫措置が行われているが、既存のワクチンは、効果が限定的

であり、より効果的なワクチンの開発が求められている。我々のグループでは、自然免

疫受容体の Toll 様受容体を活性化するリガンド分子を利用したアジュバント（免疫増

強剤）の開発を行っており、最近、Toll 様受容体 7 を活性化する合成低分子リガンド

の 1V209 と糖鎖成分の α マンノースを共固定化した金ナノ粒子が、in vivo で高いアジ

ュバント活性を示すことを見出した。本研究では、1V209 と α マンノースに加えて、

ウイルス結合性糖鎖の低分子量デキストラン硫酸（DS25）を共固定化した金ナノ粒子

（1V209-DS25-αMan-GNP）を調製し、ウイルス感染症に対するワクチンのアジュバン

トとして利用可能か検証した。   



1 緒言  

 豚流行性下痢（Porcine epidemic diarrhea virus：PED）や豚繁殖・呼吸障害症候群（Porcine 

reproductive and respiratory syndrome：PRRS）は、家畜伝染病予防法で定められた届出

伝染病の一種で、家畜の先天異常や死流産、生育不良等を引き起こすウイルス感染症

である。これらの感染症が蔓延すると年間数十億から数百億円規模の経済的損失 1,2)を

もたらすことから、畜産業が盛んな鹿児島県では、特に重要な問題として認識されて

いる。これらの感染症に対しては、現在、ワクチン接種による防疫措置が主に行われて

いる。しかし、市販のワクチンは効果が限定的なため、より強力に抗ウイルス効果を発

揮するワクチンの開発が求められている。  

我々は、ワクチンの効果を増強するために、Toll 様受容体（Toll like receptor：TLR）

を活性化するリガンド分子をアジュバント（免疫増強剤）に利用することを検討した。

TLR は、病原体特有の分子パターン（Pathogen associated molecular pattern：PAMP）を

認識し、病原体の感染を察知するセンサーとして働く 3)。ヒトでは、10 種類が見出さ

れており、それぞれ異なる PAMP を認識する。TLR に PAMP が結合すると炎症反応を

引き起こし、感染防御の初期段階である自然免疫が活性化される。その後、病原体に対

して特異的且つ強力な免疫応答の獲得免疫が誘導される。このように、TLR は生体防

御機構において極めて重要な役割を果たすことから、近年、TLR を活性化するリガン

ド分子を感染症やがんに対するワクチンのアジュバントとして利用する研究が世界中

で活発に行われている 4)。その中でも TLR7 のリガンド分子は、抗ウイルス免疫や抗腫

瘍免疫に重要な I 型インターフェロンの産生を誘導するため、効果的なアジュバント

になると期待されている 5)。  

我々は最近、合成低分子 TLR7 リガンドの 1V209 と糖鎖成分の α マンノースを共固

定化した金ナノ粒子（1V209-αMan-GNP）が、in vivo で高いアジュバント活性を示すこ

とを見出した 6)。さらに、別の研究において、ウイルス結合性の低分子量デキストラン硫

酸（DS25）を固定化した金ナノ粒子（DS25-GNP）を用いて、ウイルス粒子を回収し、ワ

クチン材料として利用できることを見出している 7)。効果的なワクチンを開発するた

めには、抗原分子とアジュバント分子が単一の分子であることが望ましいことから、

本研究では、1V209 と α マンノース、DS25 を共固定化した GNP（1V209-DS25-αMan-GNP）を

調製し、ウイルス感染症に対するワクチンのアジュバントとして利用可能か検証した。 

 

2 実験方法  

2.1 1V209-DS25-αMan-GNP の調製  

 1V209-DS25-αMan-GNP は、既報 6)を参考に調製した。GNP 表面に固定化した化合物

は、チオクト酸を有するリンカー分子が複合化されており、GNP と混合するだけで表

面に固定化することができる。本研究では、TLR7 リガンドの 1V209 誘導体（1V209-

TTDDA-TA）とウイルス結合性糖鎖の DS25（DS25-mono）、免疫細胞選択的に輸送する

ための α マンノース（Manα1-6Glc-mono）の 3 種類の分子を固定化した。  

まず、15 mL コニカルチューブに塩化金（III）ナトリウム水溶液を移し、水素化ホウ



素ナトリウム水溶液を加えて室温で 10 分間撹拌した。次いで、ジメチルスルホキシド

（Dimethyl sulfoxide：DMSO）を加えて 5 分間撹拌後、1V209 誘導体および Manα1-6Glc-

mono、DS25-mono の混合溶液（50% DMSO 水溶液）を加えて、室温で 30 分間撹拌し

た。得られた 1V209-DS25-αMan-GNP は、透析によって精製した。  

 

2.2 In vitro での免疫増強活性評価 

In vitro での免疫増強活性は、マウス骨髄由来樹状細胞（Mouse bone marrow derived 

dendritic cell：mBMDC）、またはブタ骨髄由来樹状細胞（Swine bone marrow derived 

dendritic cell：sBMDC）を用いて、炎症性サイトカインおよび I 型インターフェロンの

産生量を指標に評価した。mBMDC および sBMDC は、大腿骨から回収した骨髄細胞

を、GM-CSF 含有 RPMI-1640 完全培地中で分化誘導して調製した。  

96 ウェルマイクロプレートに細胞を播種後、1V209-DS25-αMan-GNP を加えて、37 °C、

5% CO2の条件下で 18 時間培養した。その後、培養上清に産生された炎症性サイトカイ

ンを ELISA 法で定量した。I 型インターフェロンの産生量は、ISRE（Interferon-stimulated 

response elements）-L929 細胞を用いた分泌型 SEAP（Secreted alkaline phosphatase）レポ

ーターアッセイで評価した。  

 

2.3 In vivo でのアジュバント活性評価 

 In vivo での免疫増強活性は、BALB/cA Jcl マウス（雌、6 週齢）を用いて、血中のウ

イルスに対する IgG 抗体の産生量を指標に評価した。ウイルス抗原には、PED 生ワク

チン（日生研社製）とインゲルバック®PRRS 生ワクチン（ベーリンガーインゲルハイ

ム社製）を用い、紫外線照射によって不活化したものを投与した。  

 ワクチン溶液と 1V209-DS25-αMan-GNP 溶液の混合溶液を調製し、0 日目と 14 日目

に、マウス尾部に皮内注射した。免疫開始 35 日後に眼窩静脈叢より採血し、血清を回

収した。血清中の抗ウイルス IgG 抗体は、ELISA 法で定量した。統計分析には、GraphPad 

Prism7 を用い、統計的有意差は、1way-ANOVA 後に Dunn の多重比較で解析した。こ

の際、p 値が 0.05 以下の場合に統計学有意差があると判定した。  

 

3 結果と考察  

3.1 In vitro での免疫増強活性評価  

 1V209-DS25-αMan-GNP の in vitro での免疫増強活性を Fig. 1,2 に示す。1V209-DS25-

αMan-GNP は、1V209 誘導体単体に比べて、mBMDC では約 10 倍、sBMDC では約 170

倍高い炎症性サイトカインの産生能を示した。一方、sBMDC において、1V209 誘導体

を固定化していない DS25-GNP では、TNF-α がほとんど産生されなかった（Fig. 1）。

以上のことから、金ナノ粒子表面に固定化した 1V209 が炎症性サイトカインの産生を

誘導し、1V209 を糖鎖成分と共に GNP に固定化することで、サイトカイン産生能が向

上したことが示された。  

次に、ISRE-L929 細胞を用いた SEAP レポーターアッセイによって、mBMDC から産



生された I 型インターフェロンの産生量を評価した。その結果、1V209-DS25-αMan-GNP

は、1V209 誘導体単体に比べて、I 型インターフェロンの産生能が高いことが示された

（Fig. 2）。  

TLR7 は、主に細胞内のエンドソームに局在するため、TLR7 リガンドの効力を高め

るには、エンドサイトーシスによって細胞内に効率的に輸送することが重要である。

免疫細胞表層には、異物を認識するためのさまざまな糖鎖受容体が発現しているため、

GNP 表面の糖鎖が細胞内輸送を促進し、サイトカイン産生能や I 型インターフェロン

の産生能の向上に寄与したことが考えられる。  

 

Fig. 1 In vitro cytokine induction by 1V209-DS25-αMan-GNPs in mouse and swine BMDCs. (a) 

mouse or (b) swine BMDCs were plated and incubated with serially diluted 1V209-DS25-αMan-

GNPs or unconjugated 1V209-TTDDA-TA for 18 h. The control cells were incubated with DS25-

GNPs at concentrations equivalent to 1V209-DS25-αMan-GNPs. IL-6 or TNF-α released in the 

culture supernatants was determined by ELISA. All data shown are means ± SD (n=3). TLR7 ligand 

concentrations of the 1V209-DS25-αMan-GNPs are equivalent to unconjugated 1V209 derivative. 

 

 

Fig. 2 In vitro Type I Interferon induction by 1V209-DS25-αMan-GNPs in mouse BMDCs. Type 

I Interferon released in the culture supernatants was determined by SEAP reporter assay using 

ISRE-L929. The data shown is means ± SD (n=3). TLR7 ligand concentrations of the 1V209-DS25-

αMan-GNPs are equivalent to unconjugated 1V209 derivative.  



3.1 In vivo でのアジュバント活性評価  

 1V209-DS25-αMan-GNP の in vivo でのアジュバント活性を Fig. 3 に示す。ワクチン材

料には、市販の PED 生ワクチンを紫外線照射によって不活化したものを使用した。不

活化したワクチンと 1V209-DS25-αMan-GNP の混合液を、BALB/cA Jcl マウスに 2 回免

疫し、初回免疫から 35 日後の血中の抗 PEDV IgG 抗体の産生量を ELISA 法で評価し

た。その結果、不活化したワクチンのみを接種した群では、免疫前に比べて有意な抗体

量の上昇は認められなかった。一方、1V209-DS25-αMan-GNP をアジュバントに添加し

た群では、優位に抗体量が上昇した。また、免疫終了後にマウスの体重を測定したとこ

ろ、アジュバント非添加群と添加群では、有意な差がなく、副作用が少ないことが示唆

された。以上のことから、1V209-DS25-αMan-GNP がワクチンのアジュバントとして安

全且つ有用であることが示された。  

 

Fig. 3  Immunization study of UV-inactivated PED vaccine with 1V209-DS25-αMan-GNPs. 

BALB/cA Jcl mice were intradermally injected in the tail on days 0 and 14. On day s 35, blood was 

collected from the orbital venous plexus under anesthesia. a) The production of anti-PEDV IgG 

antibody was evaluated by ELISA. b) Body weight of the mice on days 35. The data shown is means 

± SEM of six independent experiments. *p < 0.05, **p < 0.01 by t-test. 

 

4 結論  

 本研究では、家畜のウイルス感染症に対するワクチンのアジュバントとして 1V209-

DS25-αMan-GNP を調製し、in vitro および in vivo で、そのアジュバント活性を評価し

た。市販のワクチンに、1V209-DS25-αMan-GNP を添加することで、抗ウイルス IgG 抗

体の産生量が増加したことから、優れたアジュバントになることが示唆された。今後、

ワクチンアジュバントとしての臨床応用を目指し、ミニブタ等を用いてワクチン効果

を評価する予定である。  
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Summary 

 Porcine epidemic diarrhea virus (PED) and Porcine reproductive and respiratory syndrome 

(PRRS) are infectious diseases that cause congenital abnormalities, stillbirths, and poor growth 

in livestock. The spread of these infectious diseases causes economic losses that could reach to 

1-10 billion yen per year, and thus the prevention of those infectious diseases is an important 

task in the livestock industry. Currently, vaccines are used to prevent those infectious diseases. 

However, the effect of commercially available vaccines is limited. Therefore, there is a need to 

develop more effective vaccines. In our group, we have addressed to develop adjuvants 

(immunostimulators) using toll-like receptor (TLR) ligands that activate innate immune system. 

Recently, we developed gold nanoparticles co-immobilized with a synthetic small molecule 

TLR7 ligand ,1V209, and α-mannose (1V209-αMan-GNPs), and we found that 1V209-αMan-

GNPs have superior adjuvant activity in vivo. In the present study, we prepared gold 

nanoparticles co-immobilized with 1V209, α-mannose and viral binding low molecular weight 

dextran sulfate (1V209-DS25-αMan-GNP), and investigated their adjuvant activities to 

commercially available vaccines. 


