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生物の機能を利用した温和な条件
でのシリカ形成
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ガラスを作る生き物

• 海綿動物類、珪藻類、イネ科植物など

• アモルファス含水シリカ

• 精密なデザイン、ナノスケールでの微細加工

• 環境に優しい条件でシリカを合成

• 微量の有機物を含有

有機物を同定し、その作用機構を解明すること

により環境に優しいシリカの作り方を学ぶ
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カイロウドウケツ

• 海綿動物門

六放海綿（ガラスカイメン）綱

カイロウドウケツ属

Euplectella aspergillum
• 深海に棲息（0oCに近い温度）

• 海底の砂、泥に下端を埋め、直立

• 骨格は非晶質シリカ
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カイロウドウケツのシリカ骨格

• 円筒形、美しい網目模様

• nmからcmの様々なスケールで観察される
規則的な構造（Aisenberg et al., 2005）

• 優れた機械的強度（Walter et al., 2007）
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骨格に含まれるタンパク質
材料

• E. aspergillum
• E. curvistellata

抽出方法

1. HF/NH4Fによるシリカ溶解

2. 水に対し、透析

3. 水溶性，水不溶性に画分

4. SDS-PAGEによる分析



6

骨格に含まれるタンパク質

• 水溶性：23 kDa（グラシン）

• 水不溶性：23 kDa, 39 kDa
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グラシンによるシリカ形成促進
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Shimizu et al., PNAS, 112, 11449-11454, 2015
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グラシンの予想されるアミノ酸配列

RHGHHGHHDH HDHDHDHDHG 

HDHGKHDHHG KHGKHGKHDH 

HDHHHSHAPP SPPTAPPHSH 

PLPPHTHATV PHTHATVPHT 

HATHTHHTHT TPSPGFFGDE 

IDGQYELTSD ELQRPGHHGH 

HGHHDHHDHD HDHDHDHDHD 

HGKHDHHGKH GKHGKHDHHD 

HD領域

P領域

HT領域

His: 35%
Pro: 12%
Asp: 11%
Thr: 11%
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従来技術とその問題点（１）

シリカガラスの製法とその課題

•溶融法：高温

•気相法：酸

•ソルゲル法：酸またはアルカリ、有機溶媒

要求される特性

• 目的に応じた機能性付与

• 粒径、孔径、光透過性、耐熱性、耐薬品性等
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従来技術とその問題点（２）

バイオシリカに見出された有機分子

•海綿動物由来

シリカテイン（silicatein）
•珪藻由来

シラフィン（silaffin）
長鎖ポリアミン（Long chain polyamine）

課題：複雑な高次構造や翻訳後修飾
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 一般にシリカガラスは、高温による溶融法
や酸またはアルカリ条件下でのゾルゲル法
により合成される。

• 本法ではタンパク質グラシンを利用するこ
とにより、室温、中性における速やかなシ
リカ合成を可能とする。
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想定される用途

 本技術によりシリカナノ粒子やメソポーラスシリ
カの迅速かつ温和な条件での合成が実現され
る。

 温和な条件を生かし、シリカ形成とと同時に酵
素や抗体のシリカ多孔体への固定化を可能に
すると期待される。

 シリカガラスを原料とする3Dプリンターによる造
形にも適用可能と考えられる。
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グラシン遺
伝子

酵素
遺伝子

発現
プラスミドベ

クター

シリカ前駆体
（ケイ酸）

室温
pH 6 – 8グラシン

酵素

融合タンパク質

酵素

酵素呈示シリカ粒子

想定される用途例
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実用化に向けた課題

• 現在、遺伝子組換え技術によるタンパク質
の量産体制を確立

• 最小機能単位の決定が未解決

• 最小機能単位の解明に向け、種々の変異体
タンパク質を作製中

• 実用化に向けて、合成ペプチドにより機能
を再現できるよう技術を確立することが望
ましい
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企業への期待

• 本技術の利用により、バイオリアクターや
バイオセンサー技術の安定化、高度化に展
開することが可能であると考えている

• バイオセンサー、リアクター技術の開発を
行なう企業との共同研究を希望

• また、本技術を利用して新たなメソポーラ
スシリカ形成が可能であり、新たなメソ
ポーラスシリカの生産を開発中の企業には、
本技術の導入が有効と思われる
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本技術に関する知的財産権

発明の名称：新規タンパク質

出願番号 ：特願2015-039222
出願人 ：国立大学法人鳥取大学

発明者 ：清水克彦、有馬二朗、天野太郎
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2008-2010 中国地域産学官連携コンソーシアム産
学官連携プロデューサー（鳥取大学）

2010- 鳥取大学産学・地域連携推進機構地
域貢献・生涯学習部門 教員

2010 JST研究成果最適展開支援事業採択
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お問い合わせ先

鳥取大学 産学・地域連携推進機構

地域貢献・生涯学習部門 准教授 清水 克彦

ＴＥＬ ０８５７－３１－５６８６

ＦＡＸ ０８５７－３１－５５７１

e-mail kmisu＠cjrd.tottori-u.ac.jp

鳥取大学産学・地域連携推進機構

知的財産管理運用部門 部門長 三須 幸一郎

ＴＥＬ ０８５７－３１－６０００

ＦＡＸ ０８５７－３１－５４７４

e-mail chizai@adm.tottori-u.ac.jp


