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シルクの新しい展開

1．はじめに
絹糸（以下シルクとする）は、繊維の女王と

呼ばれているように、独特の光沢や風合い、手
触り感や着心地をもつ衣料用繊維として、6,000
年以上前から現代に至るまで活用されている。
このようなシルクのもつ特質は、繊維の断面が
円形ではなく三角形に近い形（図表1）である
こと、繊維径が 1本のシルク繊維の中でも変化
していること、生物であるカイコが紡糸するた
めに繊維の形が不均一で不規則であること、シ
ルクをつくるタンパク質が特殊な構造をしてい
ること、などが要因であるとされている。これ
は、高速で均一な繊維を紡糸する合成繊維では
なかなか難しく、いまだ合成シルク繊維は出現
していない。また、シルクは衣料用の繊維とし
てのみでなく、傷を縫う外科用縫合糸としても、
実際に医療現場で利用されている。シルクの縫
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シルクの新しい展開

1   シルクは繊維のみでなく、フィルム、パウダー、スポンジ、ゲル、不織布、樹脂という多様な形状へ水溶
媒下で加工が可能となる。

2   シルクは手術用縫合糸として 2,500年以上の歴史がある医療素材で、生体安全性や生体親和性に優れている。
3   シルクスポンジを用いる新しい軟骨再生治療システムを提案し、動物評価によりその有効性を確認している。
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図表１　カイコ絹糸腺と繭糸断面の写真

出所：筆者作成
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合糸は、文献では 2,500年以上前から使用され
ていると記載されており 1、現在も変わらず使
用されていることを考えると、シルクは基本的
に優れた医療用材料であると考えられる。シル
クのように長期にわたり、実際に生体と接して
使用されている有機材料はほとんどない。この
事実は、シルクが生体安全性と高い生体親和性
をもつ素材であることを示している。そこで、
本稿では、繊維とは趣旨が少し離れ恐縮である
が、シルクを素材と捉え、医療用途を指向した
シルク利用の展望について、軟骨再生医療材料
への利用を中心に私たちの研究を紹介する。

2．シルクの構造
素材としてのシルクを理解するためには、ま

ずその構造を知ることが大切である。繭糸の断
面は図表1 に示したように芯と鞘の構造をして
いる。芯の部分はフィブロインというタンパク
質で、シルクとなる部分である。鞘の部分はセ
リシンというタンパク質が主成分の層（セリシ
ン層）であり、シルクを固めて強固な繭を作る
ための糊のような役目であるとされている。セ
リシン層には、セリシン以外にもポリフェノー
ルやカテキンのような生理活性物質や、タンパ
ク質を分解する酵素を阻害するタンパク質も含
まれており、繭を過酷な外界の環境から守る役
目も担っている。シルクは、繭から製糸プロセ
スで生糸となり、生糸をアルカリや石けんで煮
沸（精練）してセリシン層を取り除くことで生
産される。残念ながら、わが国の養蚕や製糸産
業は、衰退してしまった（繭生産：ピーク時40
万トンから 135トン〔2015年〕に減少 2）が、
かつては日本の近代化の礎となった重要な産業
であった（世界遺産の富岡製糸場で有名）。現
在の世界のシルク生産の中心は中国で、全生産

の 84％（2015年）を占めている。先日、中国
のシルク企業（宜州市、広西省）を訪問したと
きは、かつての日本を超える生産規模で製糸を
行っていた。全世界でのシルク生産は年々増加
しており、世界規模ではシルクは成長産業であ
ると言える 3（図表2）。

カイコは、卵からふ化後、25日間ほどで 4回
の脱皮をしながら 5齢幼虫に成長して繭を作る
準備を整える。繭を作る時期になるとカイコの
体は透明感を帯び、体の中はシルクタンパク質
で一杯になる。図表1 に示した絹糸腺という組
織でシルクタンパク質は合成、貯蔵、紡糸され
る。後部絹糸腺でフィブロインが合成され、中
部絹糸腺に移送される。フィブロインはこの中
部絹糸腺内で液晶状のコンパクトな形状となり
貯蔵され、同時にフィブロインの周りにセリシ
ンが合成されて積層される。繭を作る時期にな
ると、カイコは吐糸口からそれらのタンパク質
を引き出す。そのときに中部絹糸腺のフィブロ
インは、細い前部絹糸腺を流動することで、そ
のせん断応力でフィブロイン分子の形が変化

1：C. Krishana, et al.: J. Biomat. Appl., 25: 291（2010）.
2：シルクレポートNo.50、60,（2016）.
3：International Sericulture Commission, http://www.inserco.org/en/?q=statistics,

出典：参考文献（３）〔International Sericulture Commission, http://
www.inserco.org/en/?q=statistics,〕のデータから作成

図表２　世界のシルク生産量の年次推移



27繊維トレンド　2016 年 11･12 月号

シルクの新しい展開

し、フィブロイン分子同士が会合して配列し繊
維様になる。この繊維様フィブロインが、カイ
コにより引き出されるときに、さらに延伸され
乾燥することでシルク繊維となるのである。シ
ルクは、カイコ体内では水溶液の状態だが、一
旦シルク繊維となると水に不溶に変化する。こ
の変化も、常温常圧という低エネルギー状態で
達成される。この紡糸を可能にしているのが、
フィブロインのもつ特殊な構造である。フィブ
ロインはタンパク質なのでアミノ酸が結合した
構造をしている。タンパク質の構造や性質は、
20種のアミノ酸の結合の仕方で決まるが、フィ
ブロインのアミノ酸の結合配列は、グリシン-
アラニン-グリシン-アラニン-グリシン-セリ
ンの 6 つのアミノ酸の結合が繰り返す。さらに、
この繰り返しの単位が繰り返すという特殊な構
造をしている。図表3 にその模式図を示した。
この繰り返し構造部分は疎水性が強く、またお
互いに会合しやすい性質を持つため結晶構造を
形成する。この構造が、シルクの紡糸メカニズ
ムの秘密の一つである。一旦、結晶構造が作ら
れると強い会合力のために簡単には水に溶解で
きなくなり、シルク繊維は水に不溶となるわけ
である。図表3 の模式図に示すように、結晶領

域を繋ぐように、先のアミノ酸の結合配列とは
異なった配列を有する領域がある。この部分の
アミノ酸は親水性が高いアミノ酸が多く、また
結晶構造も取りにくいことから、非晶領域と呼
ばれている。この親水性の非晶領域の存在のた
めに、強いシルク繊維でありながら、適度な弾
性（柔らかさ）と吸保湿性を持つ、シルク繊維
特有の性質を発現すると考えられる。一方、フィ
ブロイン分子のこの特性を活かすことで、シル
クを繊維形状のみならず多様な形状に加工する
ことが可能となるのである。

3．素材としてのシルク
シルクを素材として活用しようと考えると、

さまざまな形状に加工できることが重要とな
る。シルク分子の会合性を利用することで、図
表4 に示したように、多様な形状のシルク材料
を作ることができる。さらに、これらの加工プ
ロセスは、水溶媒で進めることができるため、
環境にも優しい製造工程を経ることが可能とな
る。シルクは水には不溶であるが、濃い塩水溶
液や特殊な有機溶媒には溶解することができ
る。溶解後、透析で塩溶液を取り除くことでシ
ルク水溶液ができる。シルクをカイコの体の中

出所：筆者作成 出所：筆者作成

図表３　フィブロイン分子構造の模式図 図表４　多様な形状へ加工が可能なシルク
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の状態に戻したとも言える。シルクフィルムは、
シルク水溶液を平板上に流し乾燥するだけで作
ることができる。しかし、乾燥のみではシルク
が十分に結晶を作ることができず水に溶解して
しまうため、アルコールや水蒸気により結晶化
を促進して水不溶性にすることも可能である。
言い換えれば、水溶性シルクフィルムも水不溶
性シルクフィルムも作れるということである。
また、シルク水溶液を強く撹拌してせん断応力
を加えることで、シルク分子が会合し凝集体と
なり、この凝集体を乾燥することでシルクパウ
ダーができる。シルクパウダーに少量の水を添
加して、150℃、200気圧の加圧加熱処理をする
ことで樹脂状のシルク成形体ができる 4。この
シルク樹脂は、エポキシ樹脂と同等の強度を有
し優れた誘電率を示すことから、天然由来電子
材料として期待される。また最近、従来では困
難であった比較的低濃度のシルク水溶液のみか
ら電界紡糸（エレクトロスピニング）により、シ
ルクナノファイバー不織布の作製に成功した 5。
また、シルク水溶液を凍結乾燥することで、多孔
質構造を持ったスポンジを作製できるが、凍結乾
燥で作製したシルクスポンジは、機械的に脆く使
用に制限があった。その後、シルク水溶液にエタ
ノール等の水溶性溶媒を微量添加し、一定時間凍
結した後に、融解するのみで強度と弾性を有する
スポンジが形成できることが見出された 6。これ
は、凍結による氷晶の形成（多孔質構造になる）
とそれに伴うシルク分子の濃縮による会合、そ
して添加水溶性溶媒によるシルク分子会合体の
結晶化の促進が同時に進行するメカニズムが考
えられる。このように作製したシルクスポンジ
は、後述するように、軟骨再生用材料としての
活用研究が進められている。

4．医療素材としてのシルク
前述したようにシルクは縫合糸としてすでに

医療現場で活用されており、生体安全性や生体
親和性は担保されていると考えてさしつかえな
いが、時折、シルク縫合糸による生体反応（ア
レルギー反応や炎症反応など）が起きることも
報告されている。シルクタンパク質はわれわれ
ヒトとは異種のタンパク質であるため、生体反
応が生じてしまうことは否定できない。しかし、
今までのシルク縫合糸の歴史を考えると、重篤
な作用につながる強い生体反応は起こさないと
考えてもよいだろう。繭糸に含まれているセリ
シン層にはシルクタンパク質以外にいろいろな
物質が混在しているが、シルク縫合糸にこれら
の物質が残存すると、アレルギー反応を引き起
こす可能性が高いと考えられる。十分に精製し
たシルクは、生体反応を引き起こさないことが
論文で報告されている 7。

前項で述べたシルクスポンジの生体安全性を
調査した 8。医療材料を製品とするためには、
厚生労働省の承認が必要となるが、その審査の
ための安全性評価に関するガイドラインが定め
られており、例えば、アレルギー反応は、モル
モット皮膚に試験材料を貼付して所定時間後の
皮膚の状態を観察して評価し、遺伝毒性は、遺
伝子が変異した菌を用い試験材料抽出液によっ
て変異遺伝子が復帰回復する程度を評価（復帰
変異原性評価）することで判定する。シルクス
ポンジに対して、このガイドラインに準拠して
生体安全性を評価した。結果は、評価したすべ
ての項目で陰性の判定となった。十分に精製し
たシルク（フィブロイン）は、やはり生体安全
性であると考えて良さそうである。ちなみに、
シルクスポンジのヒトへの作用評価の一つとし

4： A. Kaneko, et al.: Macromol Mater Eng., 297: 272（2012）.
5：玉田靖他、特願2016-173093.
6：Y. Tamada: Biomacromolecules, 60: 3100（2005）.
7：G.H. Altman, et al.: Biomaterials, 2: 401（2003）.
8：未来型人工関節を目指して、吉川秀樹ら編集、日本医学館、2013年
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て、ヒト皮膚パッチテストを行った結果も陰性
であった。

5．軟骨再生材料
関節軟骨は、われわれの運動機能を支える重

要な組織である。関節軟骨は、硫酸化多糖類や
コラーゲン（タイプII型）からなる含水率が高
い組織であり、含水率が高いために、関節内で
軟骨組織表面は高い潤滑性を持ち、そのためわ
れわれは、スムーズに運動ができるのである。
しかし、関節軟骨組織には血管がなく、また軟
骨細胞もまばらに存在するのみなので、一旦傷
ついた軟骨組織は、小さな傷を除いて元通りに
は修復ができない。従って、けがや年齢にとも
なう摩耗により損傷すると、徐々に損傷部位が
広がり、最終的に変形性関節症になってしまう。
関節症を発症すると疼痛を感じるようになり、

歩行や運動が困難になるため、生活や労働に支
障が生じ、なんらかの治療を施すことが必要と
なる。現在、3,500万人の患者がおり、高齢化
社会とともに増加している。変形性関節症等の
広範な軟骨損傷治療には、現在のところ人工関
節置換術が優れた治療法として臨床実用化され
ている。図表5 に代表的な人工股関節を示した。
大腿骨内固定部としてステム（チタン合金製）
と、骨頭部とその受け皿となる骨臼コンポーネ
ント（超高分子ポリエチレン製）から作られて
いる。ビタミンE配合等のポリエチレン材質の
改良、ステム構造の工夫、あるいは手術支援シ
ステムの高度化等の技術的進歩により、優れた
臨床成績を持つ治療方法となっている8。しかし、
人工関節は成長できないため、若年者への適応
が困難であることや金属であるステム部と生体
骨の力学的性質の不適合により骨吸収や骨破壊
の問題があり、また、カップからの摩耗粉によ
る炎症反応が生じるという問題もあり、究極的
な治療として軟骨再生治療が望まれている。

前項で紹介した手法で作製したシルクスポン
ジは、軟骨組織再生基材として適度な強度と弾
性率を持っている。ウサギ関節軟骨から採取し
た軟骨細胞をシルクスポンジの中で培養する
と、1週間ほどで良好な軟骨組織がスポンジ内
に形成されることが観察された 9。シルクスポ
ンジが、軟骨組織を作る適切な環境を軟骨細胞
に提供していると考えられる。同時に、軟骨細
胞を入れたシルクスポンジをウサギの皮下に埋
植したところ、シルクスポンジに接した皮膚に
軟骨組織が形成されていることが発見された。
この実験は、意図して行ったものではなかった
ものの、現在進めているシルクスポンジを利用
した新しい軟骨再生治療システムに発展させる
重要な結果となった。シルクスポンジが軟骨細

図表５　代表的な人工股関節

出所：帝人ナカシマメディカル株式会社

8：未来型人工関節を目指して、吉川秀樹ら編集、日本医学館、2013年
9：H.Aoki, et al.: Bio-Med Mater Eng, 13: 309（2003）.
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図表６　ウサギ膝関節軟骨欠損モデルにおけるシルクスポンジを利用した軟骨再生

出所：平方栄一、冨田直秀（京都大学）

10 ：H .Hirakata, et al.: J. Biomed. Mater. Res. B,104: 1474（2016）

胞の増殖や成熟・分化を助ける環境を提供し、
成熟した軟骨細胞を軟骨組織欠損部に提供する
足場として働いていると考えられる。そこで、
ウサギの膝蓋骨（膝のお皿の骨）の軟骨を全面
にわたり削った軟骨欠損モデルを作成し、そこ
に軟骨細胞を培養したシルクスポンジを貼付す
ることで、欠損した患部に軟骨再生が生じるか
どうかを確認することにした。ウサギ膝関節か
ら採取した軟骨細胞を培養したシルクスポンジ
を、軟骨欠損モデルの患部に縫合により固定し
て、6週間飼育した。患部の組織切片を作製して、
軟骨組織が再生しているかどうかを軟骨組織を
染める方法で確認したところ、軟骨欠損部全面
にわたり良好な軟骨組織が再生していることが
分かった 10（図表6）。シルクスポンジを貼付し
なかったコントロール群では全く軟骨再生が観
察されなかったので、シルクスポンジが軟骨再
生に有効に働いたことが証明された。従来の方
法では、このように広い範囲の軟骨再生に成功

した例はないことから、シルクスポンジがこれ
までにはない軟骨再生材料になると期待でき
る。蛍光ラベルした軟骨細胞を用いて再生され
た軟骨組織に存在する軟骨細胞の由来を観察し
たところ、半分の細胞はシルクスポンジから移
動したものであることが分かった。すなわち、
シルクスポンジは軟骨細胞の供給源となるとと
もに患部に残存する軟骨細胞の成熟と軟骨組織
の再生を誘導したと考えられる。

この基礎研究の成果を基に、「貼って治す軟
骨再生」として新しいコンセプトの軟骨再生治
療システムの臨床応用を目標に研究を進めてい
る。製品はフィブロインスポンジであり、手術
場においてフィブロインスポンジに患者の軟骨
細胞等を播種し、そのまま患部に貼付し、軟骨
再生を確認した後に、フィブロインスポンジを
取り出し治療を完成するシステムを考えてい
る。このコンセプトを確認するために、現在イ
ヌを使用した動物評価を行っている。



31繊維トレンド　2016 年 11･12 月号

シルクの新しい展開

11 ：H. Tao, et al.: Adv. Mater., 24: 2824（2012）
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6．おわりに
医療素材のみでなく多様な分野での利用を指

向したシルク利用研究も報告され、電子材料、
光学材料、センシング材料への可能性が示され
ている 11。天然由来材料であることと水で加工
できることが特徴として挙げられているが、シ
ルクでなければならない理由はまだ明らかとは
いえず、シルクならではの機能の解明が期待さ
れる。医療材料としては既存の素材ではみられ
ない、細胞の分化の誘導、細胞による組織形成
の活性化、創傷治癒の促進、という特性を持つ
ようである。また、遺伝子組み換えカイコによ
る機能性シルクの開発も進められている。蛍光
タンパク質を融合した蛍光シルクは、衣料用の
新素材である 12。医療に関しても、細胞親和性
や細胞増殖性を向上した遺伝子組み換えシルク
が開発されている 13。シルクの特異性に加え、
適切な機能性を付加することで、シルクを基盤
とした新奇医療新素材の創出も可能である。衣
料繊維として生活に密着したシルクは、先進の
新素材としてさらに社会に貢献できると考えら
れる。シルクの魅力は尽きない。
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