研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム（START）
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数字に見る
6科学3と7未来5 カイコの体を
「工場」
に
伝統が支える新産業

Vol.2

カイコの飼育の様子。近親交配を複数世代にわたって繰り返し、親子孫のどの個体をとっても遺伝的にほぼ同じ純系の集団を作り出す。多くの時間と手間がかか
るが、
九州大学は約450種の純系カイコを維持している。

カイコが「薬」
を作り出す。
そんな製造技術が大学発ベンチャーで実を結ぼうとしている。
立役者は、九州大学が前世紀初頭から収集し育ててきた450種のカイコたちだ。
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目的たんぱく質の遺伝子を
挿入したウイルス

カイコ体内で
たんぱく質を発現
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オンリーワンカイコバイオリソースと昆虫工場を用いた難発現性タンパク質の大量生産システム

カイコから体液を採取し
精製して目的たんぱく質を取得

■図1

カイコに遺伝子組換えバキュロウイルスを
Sysmex他のカイコを利用した受託発現
カイコだけに感染するウイルスの遺伝子を一部組み換え、
カイコに接種する。ウイルスが体内で増える
接種するタンパク質発現方法は1980年代
サービス(お試し発現)だけなく、研究か
に確立しているが、
カイコの入手・育種
・継
のと同時に、
目的のたんぱく質も産生される。
これを回収して精製すれば、
薬の材料などに利用できる。
ら商業生産までを考慮した発現系システ
代が難しいため、一部の研究者・組織しか
ムとして利用することが可能。
アクセスできない希少な発現系

カイコに特化した
CDMO(Contract Development & Manufacturing Organization)

その中から、
目的たんぱく質の生産に

れた。
「STARTでは事業化

向いている系統を見つけられたことが、

のノウハウを持つ事業プ

大和さんと日下部さん。
福岡市産学連携交流センター内のラボ兼
オフィスは、
今年4月に立ち上げたばかりだ。
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