
    

 - 1 - 

（様式５） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 ２０年 ３月 ３１日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  国立感染症研究所エイズ研究センター  

（ふりがな）             やまもとなおき 

職・氏 名  センター長 山本直樹  
 
 

1. 事 業 名 相手国（アメリカ合衆国）との共同研究  振興会対応機関（NIH,ワクチン研究センター） 

 

2. 研 究 課 題 名   多型エイズウイルス標的ワクチンの共同開発                  

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成  ２０年  ３月  ３１日 （  ２年    ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額   4,575 千円 

 

初年度経費 2,075 千円、 ２年度経費 2,500 千円、 ３年度経費    千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額      千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ

山本直樹
やまもとなおき

 

松尾和浩
まつおかずひろ

 

本
ほん

多三男
だ み つ お

 

国立感染症研究所エイズ研究センター センター長 

国立感染症研究所エイズ研究センター 協力研究員 

国立感染症研究所エイズ研究センター 第一研究グル

ープ長（平成１８年度のみ） 

HIV-1 env 遺伝子発現型組み

換え BCG の構築と免疫原性の

評価 

 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Gary J. Nabel, Director, Vaccine Research Center, National Institute of Allergy 

and Infectious Diseases (NIAID), National Institute of Health (NIH)                   

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ

○Dr. Gary Nabel 

Dr. John Mascola 

Dr. Mitsuo Honda 

Dr. Masaru Kanekiyo 

Vaccine Research Center,NIAID,NIH 

Vaccine Research Center,NIAID,NIH 

Vaccine Research Center,NIAID,NIH 

Vaccine Research Center,NIAID,NIH 

HIV-1 env 遺伝子および gag

遺伝子発現型組み換え BCG と

同遺伝子を発現するアデノウ

イルスによるプライムブース

トワクチンの免疫原性評価 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

研究の目的 

現在第二相以上の臨床試験まで進んだ HIV 候補ワクチンの多くは、HIV 特異的細胞性免疫（主に Gag 抗

原に対するキラーT 細胞）の誘導に主眼が置かれたものであるが、このコンセプトでは HIV 感染後のウイル

ス複製を抑制して発症を予防することは可能でも、初感染を防ぎ完全な防御能を付与することは不可能であ

ろう。その意味において、Env 抗原を標的とし、細胞性免疫と同時にウイルス中和抗体産生をも誘導できる

ワクチンの開発が重要な課題となっている。世界的な広がりを見せる様々な HIV 亜株に対応するためには、

少なくともクレイドA, B, Cの３種のEnv抗原に対する中和抗体産生を誘導できるワクチンが理想的である。

そのためには、中和抗体産生に適した Env 抗原のデザインと、その Env 抗原を安定に高発現できるベクタ

ーの開発が不可欠である。 

 我々が開発した BCG ベクターは、安全な結核ワクチンとして世界中で広く用いられて来た。その細胞壁

成分による自然免疫系の活性化、長期間の特異的１型ヘルパーT 細胞誘導という免疫学的な特徴とともに、

安価に生産できるという実用面でのメリットがある。HIV 感染が広がっている発展途上国にも供給可能なワ

クチンベクターとして有用であろう。SIV Gag 抗原を発現する BCG をプライミングに用い、同じ抗原を発

現するワクシニアウイルス DIs をブーストすることにより、サルエイズモデルでの有効性が既に明らかにな

っている。 

 本研究課題では、現在 DNA ワクチンと組み換えアデノウイルスベクター（rAd）を用いたプライムブース

トワクチンの臨床試験（Phase II）を行っている米国 NIH ワクチン研究センター（VRC）と共同で、DNA

ワクチンの代替として組換え BCG (rBCG) をプライミングに用いる、安価で有効なマルチクレイド HIV ワ

クチンを開発することを目的とした。 

 

研究実施内容 

1. 改変型 Env 抗原の BCG およびワクシニア DIs での発現と小動物での免疫誘導能評価（日本側） 

 VRC で開発された改変型 Env 抗原（DNA ワクチンでは野生型 Env よりも中和抗体産生誘導能が高い）

遺伝子を用いて、BCG と DIs での発現株を取得し、マウスでの免疫誘導能を評価した。 

2. rBCG/rAd5 プライムブーストワクチン開発（米国側） 

 改変型 Env および Gag 発現型 BCG を構築し、VRC が有する rAd ワクチンとの組み合わせによるプライム

ブーストワクチンの評価を小動物で行った。 

3. BCG での抗原発現系の改良研究（日本側） 

 Env および Gag 抗原の発現を 適化するため、様々なプロモーターや分泌シグナルを用いて発現ベクター

構築を試行した。抗原発現レベルを定量的に評価し、候補株を得た。 

 

研究成果 

1. 改変型 Env 抗原の BCG での発現と小動物での免疫誘導能評価 

まず cladeB HIV-1 を標的に、NIH 側から供与された改変型 env（gp140 および gp145）遺伝子を発現する組

み換え BCG（rBCG-gp140, rBCG-gp145）及び組み換えワクシニア DIs（rDIs-gp140, rDIs-gp145）ワクチンを作

製した。rBCG での発現ベクター構築には、antigen 85B のプロモーターとシグナル配列を用いた。rDIs-gp140

または rDIs-gp145 単独では、2x107pfu を 3-4 回マウスに皮内接種しても、HIV-1（MN 及び JRCSF 株）を

中和できる抗体の産生は弱かった。しかし、rDIs-gp140 を４回接種後 rDIs-gp145 を１回ブーストすると顕

著な中和抗体産生が認められ、gp140 と gp145 の heterologous な免疫法の有効性が明らかになった。一方、


