－ ターゲットタンパク研究課題 －
２－３ 「食品・環境等の産業利用」分野
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
昆虫の性フェロモンは雌雄の交尾機会を決めるので、その生合成の人為的制御は害虫防除につながる。
本課題では、最大の農業害虫「蛾」のフェロモン腺における性フェロモン生合成に必須な情報伝達タン
パク質「フェロモン生合成活性化ペプチド（PBAN）」、その受容体でフェロモン腺細胞膜上に提示され
る膜タンパク質「PBANR」、さらに性フェロモン生合成の鍵酵素２種類（脂肪酸不飽和化酵素とアシル
基還元酵素）をターゲットとし、それらの立体構造決定と機能解析を行い、その成果を性フェロモン生
合成の人為的制御に結び付けるための変異体作製や低分子有機化合物の設計・探索に応用する。具体的
には、決定したターゲットタンパク質の立体構造に基づいて、PBANR に対するアンタゴニスト設計、
および、性フェロモン生合成酵素の高機能化（安定性・比活性向上）や機能改変を試みる。これらの成
果は、性フェロモンの生合成遮断やフェロモン成分の変化による交尾撹乱に応用可能である。
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
構造解析（東京大学）
・カイコガ PBAN 活性断片の NMR 溶液構造解析から、PBAN 活性に必須な C 末端
5 残基アミド領域が 30% TFE (2,2,2-trifluoroethanol)中と 500 mM DPC (dodecyl
phosphocholine)中でともに β ターン構造をとることを示した。C 末端がアミド（活
性型）でなくカルボン酸（不活性型）の場合は 30% TFE 中で β ターン構造をとれ
ないことから、C 末端アミド基の β ターン構造安定化への寄与が明らかになった。
・カイコガ PBANR（GPCR）の結晶構造解析に向けた大量発現系の構築を進め、
酵母 Pichia pastoris および昆虫細胞 Sf9 や High Five を宿主とする発現系を構築し、
両発現系で PBANR の発現が確認された。特に昆虫細胞では、PBANR の細胞膜へ
の局在も示した。大規模培養の検討を進めている。
・カイコガ性フェロモン生合成酵素 2 種の調製－脂肪酸不飽和化酵素（pgdesat1）
は膜タンパク質に適した発現系を構築し発現検討中、類似酵素（pgdesat4/5）は発
現を確認した。アシル基還元酵素（pgFAR）は大腸菌で不溶性発現後、巻戻して活
性型とし、結晶化実験を行っている。
・カイコガ PBANR-EGFP を一過性発現させた Sf9 細胞を用いる PBAN 活性評価系
を構築し、天然型 PBAN と類縁体のアゴニスト・アンタゴニスト活性を評価した。
機能解析（理化学研究所）
・カイコガ休眠ホルモン受容体（DHR）遺伝子のクローニング－ニューロメジン U
受容体(NmUR)ファミリーに属する DHR 遺伝子を単離し、全長配列を決定した。
・害虫アワヨトウ PBANR 遺伝子および DHR ホモログ遺伝子のクローニング－
RT-PCR により、アワヨトウ PBANR と DHR ホモログの遺伝子全長配列を決定した。
・害虫アワヨトウの性フェロモン生合成酵素候補の遺伝子クローニング－RT-PCR
で pgdesat1 ホモログ遺伝子の部分配列を得た。また pgFAR ホモログ遺伝子単離の
ため EST-DB 構築に向けフェロモン腺平均化 cDNA ライブラリーを作製した。
（２）構造解析に カイコガ PBAN 活性断片の NMR 溶液構造解析
カイコガ（Bombyx mori）の性フェロモン生合成活性化神経ペプチド（PBAN）は
関する進捗及び
全長 33 残基で C 末端がアミド化されている。C 末端アミド基は活性に必須であり、
成果
C 末端 5 残基が PBAN 活性を有する最小断片で全長の 3%の活性、C 末端 10 残基は
全長の 10%の活性を有する。C 末端のアミド化が立体構造に与える影響を調べるた
め、C 末端 10 残基ペプチド（活性型 C 末端アミド PBANc10-NH2 と不活性型 C 末
端カルボン酸 PBANc10-OH）について NMR 構造解析を行い、以下の構造を得た。
（１）成果概要
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ペプチド
緩衝液(pH 6.0)
+ 30% TFE-d3 + 500 mM DPC-d38
PBANc10-NH2 ランダムコイル
I 型 β ターン
II 型 β ターン
PBANc10-OH ランダムコイル
伸長型
III 型 β ターン
β ターンは C 末端 4 残基（SPRL）により形成されていた。特に 30% TFE 中におい
て、PBANc10-NH2 では β ターンが見られたのに対し、PBANc10-OH ではターン構
造が壊れていた（図 1）。このことから、β ターン構造を安定化する 2 つの主鎖原子
間水素結合（Ser30 C=O…H-N Leu33 と Ser30 N-H…O=C Leu33）のうち後者が、C
末端がアミドからカルボキシレートに変わることで不安定化するとの仮説を立て、
現在、赤外分光法と計算化学によりこの仮説の検証を進めている。
カイコガ PBAN 受容体（PBANR）の発現系作製
7 回膜貫通型 G タンパク質共役受容体（GPCR）である PBANR について、酵母
Pichia pastoris を宿主とする発現系を構築し、Western ブロットで発現を確認した。
昆虫細胞 Sf9 や High Five を宿主とする発現系については、松本が構築した
PBANR-EGFP の発現用プラスミドを改変し、Ni2+アフィニティー精製を可能にした
PBANR-EGFP-His10 の細胞膜への発現に成功した（図 2）。また、β2 アドレナリン受
図 1 ． PBANc10
容体の結晶構造解析（Cherezov et al., 2007）を参考に、N 末端糖鎖結合部位の除去、
-NH2 （ 上 ） と
C 末端細胞内領域の短縮、切除可能な EGFP-His10 タグの C 末側への付加、GFP 切
PBANc10-OH（下）
除後も残る StrepII タグの付加を行い、さらに選択肢として、細胞内第 3 ループ
の 30% TFE 中の
（ICL3）の T4 lysozyme (T4L)への置換、HA シグナル配列の付加を行った計 4 種類
溶液構造。活性に
の改変 PBANR を設計し、プラスミド系とバキュロウイルス系での発現を検討した。
必須な C 末端 5 残
プラスミド系では、T4L 置換した ICL3 を有し HA シグナル配列を有しない改変
基のみを表示。
PBANR のみが細胞膜に局在し、その他 3 種類は内膜系に局在したが、バキュロウ
イルス系では 4 種類の改変 PBANR すべてが内膜系に局在した。今後、AKH シグ
ナル配列付加の効果を評価し、各系での改変 PBANR の発現量、細胞膜局在、PBAN
結合活性、安定性を評価し、最良の系を用いて大量調製・結晶化を行う予定である。
カイコガ pgdesat1 とその類縁体 pgdesat4, 5 の発現検討
カイコガ性フェロモン（bombykol）は、パルミトイル CoA が脂肪酸不飽和化酵
素（pgdesat1）により不飽和化、その後アシル基還元酵素（pgFAR）によりアルコ
ールに還元されて生合成される。生合成酵素の発現系構築と発現検討を行った。
pgdesat1（E10/Z12 不飽和化酵素、推定 5 回膜貫通型膜タンパク質（5TM-MP））、
pgdesat5（Z11 不飽和化酵素、推定 4TM-MP）、pgdesat4（Z9 不飽和化酵素、推定
4TM-MP）について、大腸菌を宿主とする発現系を構築し、Western ブロットによ
り pgdesat4 と 5 の発現は確認できたが、pgdesat1 は発現確認できていない。現在
pgdesat1 の発現条件と pgdesat4 と 5 の大量調製を検討中。今後、酵母 P. pastoris や
昆虫細胞を宿主とする発現系でも pgdesat1 の発現確認を行う予定である。
カイコガ pgFAR の発現、巻戻し、精製、結晶化実験
アシル基還元酵素 pgFAR（可溶性酵素）は、大腸菌で不溶性発現後、透析法によ
り巻戻した可溶性試料が活性を有することを確認した。精製試料について結晶化実
験を行っているが、結晶はまだ得られていない。
カイコガ PBAN 活性検定系の構築
PBAN アンタゴニスト開発に必要な PBAN 活性検定系を構築した。アゴニスト活
図 2. PBANR- 性については、受容体 PBANR を High Five 細胞に一過性発現させ、リガンド（濃
GFP（上）と
度 10 nM）の結合に伴う細胞外 Ca2+の細胞内流入を指示薬 Fluo-4 を用いて計測す
PBANR-GFPることによって検定した。この際、C 末端 7 残基アミド（PBANc7-NH2）のアゴニ
His10（下）の昆虫 スト活性を 100%と定義した。また、アンタゴニスト活性はアゴニスト PBANc7-NH
2
細胞の細胞膜への 10 nM に対し検定分子を 1 μM になるよう添加した際の Ca2+の細胞内流入阻害率と
局在。
定義して評価した。PBAN アンタゴニストと報告されていた RYFDFPRL-NH（Ser30
2
→D-Phe の点変異を含む。
Zeltser et al., 2000）は 82％のアゴニスト活性を示し、Zeltser
et al.とは異なる結果が得られた。また、cyclo(NTSFTPRL)は既報通りアゴニスト活
性を有し、PBAN 活性と β ターン構造との関連が示された。一方、C 末端 5 残基ア
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ミドよりも低活性と報告されていた XFSPRL-NH2 (X=A, F。Kuniyoshi et al., 1990)
の う ち 、 AFSPRL-NH2 は ア ゴ ニ ス ト 活 性 10% 、 ア ン タ ゴ ニ ス ト 活 性 79% 、
FFSPRL-NH2 はアゴニスト活性 45%、アンタゴニスト活性 44%とアンタゴニスト活
性を有することが明らかになった。さらに上記 X を S, H, W に置換したところ、
WFSPRL-NH2 はアゴニスト活性 5%、アンタゴニスト活性 70%であったが、
SFSPRL-NH2 と HFSPRL-NH2 は 7 残基アミドと同等のアゴニスト活性を有した。雌
カイコガを用いる in vivo 活性検定系でも同様の傾向が見られたことから、Tyr28 に
点変異を加えた C 末端 6 残基アミドから PBAN アンタゴニストのリード化合物を
得られる可能性が示された。
ペプチド

アミノ酸配列

C 末端 7 残基

RYFSPRL-NH2

アゴニスト活性(%)

アンタゴニスト活性(%)

100

ND

C 末端 7 残基 (Ser →D-Phe) RYFDFPRL-NH2

82

ND

環状 8 残基 (“cycloPBAN”)

cyclo(NTSFTPRL)

89

ND

C 末端 6 残基 (Tyr →Ala)

AFSPRL-NH2

10

79

C 末端 6 残基 (Tyr28→Phe)

FFSPRL-NH2

45

44

30

28

28

C 末端 6 残基 (Tyr →Trp)

WFSPRL-NH2

5

70

C 末端 6 残基 (Tyr28→Ser)

SFSPRL-NH2

96

ND

HFSPRL-NH2

100

ND

28

C 末端 6 残基 (Tyr →His)

下線は、天然型 PBAN と異なるアミノ酸残基を示す。ND, not determined.

（３）機能解析に
関する進捗及び
成果

カイコガ休眠ホルモン受容体（DHR）遺伝子のクローニングと発現解析
カイコガ休眠ホルモン（DH）は PBAN と同様、C 末端に生物活性の発現に必須
な FXPRL-NH2 配列を持つペプチドホルモンであり、その受容体 DHR も PBANR 同
様、ニューロメジン U 受容体（NmUR）ファミリーに属すると予想された。縮重プ
ライマーを設計し、RT-PCR によりカイコガフェロモン腺から DHR 遺伝子を単離
し、全長配列を決定した。DHR はタバコガ PBANR、カイコガ PBANR と 46.0%、
40.9%のアミノ酸配列相同性を示した。カイコガ全ゲノム配列中、NmUR ホモログ
は PBANR と DHR のみであった。また、遺伝子発現解析から、DHR は成虫のフェ
ロモン腺や卵および幼虫の中腸や脳など様々な組織で普遍的な発現が見られ、
PBANR がフェロモン腺でのみ発現していることと明瞭な対比を示した。
害虫アワヨトウの PBANR, DHR ホモログの遺伝子クローニングと発現解析
イネ科植物の害虫であるアワヨトウ（Pseudaletia separata）の PBANR 遺伝子、
DHR ホモログ遺伝子を RT-PCR により羽化 3 日目のアワヨトウフェロモン腺から
単離し、612 bp、466 bp の部分配列を決定し、3’および 5’RACE により全長配列の
決定を進めている。両遺伝子とも羽化 3 日目のフェロモン腺で発現が見られた。3’
RACE からアワヨトウ PBANR もカイコガ PBANR と同様、長型と短型の 2 種類の
存在が明らかになった。
害虫アワヨトウの pgdesat1, pgFAR ホモログの遺伝子クローニングと発現解析
アワヨトウの性フェロモンの主要成分は(Z)-11-hexadecen-1-yl acetate であり、パ
ルミトイル CoA から 11 位不飽和化→アシル基の還元→末端 OH 基アセチル化によ
り生合成されるが、生合成酵素は未同定であった。カイコガ pgdesat1 ホモログ遺伝
子を、縮重プライマーを用いた RT-PCR により単離し、アミノ酸配列相同性 73.9%
の部分配列 566 bp を得た。フェロモン腺における同遺伝子の転写レベルは羽化 2
日目から急激に上昇し、性フェロモン産生が始まる羽化 3 日目で最高であった。遺
伝子発現時期がフェロモン産生時期とほぼ一致することから、この pgdesat1 ホモロ
グがアワヨトウ性フェロモン生合成に直接関わる 11 位不飽和化酵素であると強く
示唆された。一方、カイコガ pgFAR ホモログ遺伝子の単離は縮重プライマーを用
いる RT-PCR では難しいと判断し、性フェロモン産生が始まる羽化 3 日目のアワヨ
トウフェロモン腺を用いて EST データベースを構築し、EST クローンの相同性検
索と発現時期の解析からアワヨトウ pgFAR ホモログ遺伝子を取得することとし、
羽化 3 日目フェロモン腺より平均化した cDNA ライブラリーの構築を進めている。
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カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系確立
受容体 GPCR とリガンドとの結合を、結合に伴う細胞内 Ca2+濃度の増加を指標と
して検定する Ca2+動員アッセイ系を確立した。すなわち、カイコガ PBANR を一過
的に発現させた Sf9 細胞を蛍光 Ca2+指示薬である Fluo-4AM と共にインキュベート
した後、リガンドである PBAN の濃度を変えて培地に添加（1 nM から 1 μM）し、
それに伴う蛍光変化を測定することで Ca2+動員を濃度依存的に捉えることに成功
した。また、EGFP タグをつけた PBANR を Sf9 細胞に一過的発現し、Rhodamine Red
で修飾した蛍光標識 PBAN との結合を視覚的に観察すると共に、非標識 PBAN の
添加に伴う蛍光変化を測定する競合的結合アッセイ系も確立した。
カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR（相同タンパク質）の活性測定
pgdesat1, pgFAR およびその相同タンパク質の活性測定は、各々に適した発現系を
用いた functional assay 系を確立することで行った。すなわち、前者では pgdesat1 遺
伝子を導入した組換えバキュロウイルスを作製し、これを Sf9 細胞に感染させたの
ち、pgdesat1 の酵素活性により生成した不飽和脂肪酸をメチルエステルに変換し、
これを GC-MS で測定する系を確立した。一方、後者では pgFAR を発現する形質転
換酵母を作製し、酵母細胞内で酵素活性により生成した直鎖脂肪族アルコールをヘ
キサンで抽出し、これを GC-MS で測定する系を確立した。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず

６件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

５件

５．グループ全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
①大量調製、立体構造解析（東京大学・永田宏次）
・カイコガ PBAN およびその活性断片の NMR 溶液構造解析 80%（今後、BMRB 登録、論文作成）
・カイコガ PBANR の大量調製系確立、結晶化実験 40%（細胞膜発現は確認済、大規模培養の検討中）
・カイコガ PBANR-PBAN 複合体結晶化 30%（PBANR が大量調製でき次第、結晶化実験開始）
・カイコガ pgdesat1, pgFAR の大量調製・結晶化・X 線結晶構造解析 30%（pgdesat1 は発現未確認、pgFAR
は単独での結晶化および palmitoyl-CoA との共結晶化実験中）
②化学合成、微量分析、一次構造解析（東京大学・長澤寛道）
・カイコガ PBAN およびその活性断片の調製 100%（完了、構造解析・機能解析に利用）
・培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系の開発 70%（活性測定系確立済、結合測定系検討中）
・カイコガ pgdesat1, pgFAR の基質の調製 100%
（入手可能な palmitoyl-CoA が pgdesat1 だけでなく pgFAR
の基質にもなるため、現時点では合成不要）
・害虫アワヨトウ pgdesat1, pgFAR の基質・反応産物の同定 遺伝子単離、発現系作製の後に開始
③遺伝子単離、発現系作製、アッセイ系確立、活性測定（理化学研究所・松本正吾）
・ヤガ科の害虫アワヨトウの pgdesat1 ホモログ遺伝子のクローニング 100%（完了）
・カイコガ休眠ホルモン受容体(DHR)遺伝子のクローニング 100%（完了）
・ヤガ科の害虫アワヨトウの PBANR 遺伝子および DHR ホモログ遺伝子のクローニング 90%（部分
配列決定済、全長配列解析中）
・アワヨトウのフェロモン腺 EST データベースの構築 100%（完了）
・アワヨトウのフェロモン生合成酵素 pgFAR 遺伝子の単離 50%（候補遺伝子の配列解析中）
・カイコガ PBANR アイソフォームの機能解析 70%（特異的プライマーを用い各発現レベルを解析中）
④プロジェクトの総合的推進（東京大学・永田宏次）
ほぼすべての予定項目について着手しており、全体として着実に成果が得られつつある。 70%
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７．課題内の情報共有・連携体制
研究の連携内容
左図の役割分担があるが、互いに連携して業務遂行している。
連携例１．松本が作製した PBANR の昆虫細胞用一過性発現ベクタ
ーを利用して、長澤は PBAN アゴニスト活性評価系を構築し、永田
は構造解析用の改変型 PBANR 発現用ベクターを作製した。
連携例２．長澤が合成した PBAN 部分ペプチドを用いて、永田が立
体構造解析を行った。その構造をもとに、共同でアンタゴニスト候
補分子を設計し、長澤がこれらの分子を合成し活性測定している。
課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度
E メールでの情報交換は普段から頻繁に行っている。特に、永田と長澤は同一キャンパス内にいるの
で、頻繁に打合せを行っている。班会議はこれまでに 3 回（H20 年 1 月、H20 年 8 月、H21 年 1 月）開
催し、研究代表者、研究分担者と各グループの若手者が参加した。各グループの研究の進捗状況、連携、
今後の方針について確認し、問題点とその改善策について討論した。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
・田之倉 優 先生（東大・院農）－酵素タンパク質の高発現および巻戻しについて連携している。
・長野 哲雄 先生（東大・院薬）－高効率活性測定系が整いしだい、化合物ライブラリーの利用を予定。
９．今後の展望
平成２１年度の研究計画
①PBAN 断片（結晶化用・アンタゴニスト探索用）および pgdesat1, pgFAR の基質の合成（東大・長澤）
②カイコガ PBAN-PBANR 複合体の結晶化、X 線回折実験（東大・永田）
③カイコガおよび害虫アワヨトウの pgdesat1, pgFAR-基質複合体の X 線結晶構造解析（東大・永田）
④培養細胞及び生体を用いた PBAN アンタゴニスト検定系の開発（東大・長澤）
⑤カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系確立（理研・松本）
⑥基質特異性改変を目指した pgdesat1, pgFAR 変異体の作成、活性測定（理研・松本）
平成２２年度の研究計画
①カイコガ PBAN 断片（結晶化用・アンタゴニスト探索用）調製（東大・長澤）
②カイコガ PBAN-PBANR 複合体の X 線結晶構造解析（東大・永田）
③カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR の基質特異性決定のための基質候補分子合成（東大・長澤）
④PBAN アンタゴニスト探索（理研・松本）
⑤高機能化を目指した pgdesat1, pgFAR 変異体の作成、活性測定（理研・松本）
平成２３年度の研究計画
①カイコガ PBAN-PBANR 複合体の X 線結晶構造解析（東大・永田）
②カイコガ PBAN アンタゴニスト候補分子の設計（東大・永田）、化学合成（東大・長澤）
③pgdesat1, pgFAR 変異体により合成される性フェロモン類縁体の成分分析・構造解析（東大・長澤）
④立体構造情報に基づいた PBAN アンタゴニスト候補分子の活性測定（理研・松本）
⑤産業利用を目指した pgdesat1, pgFAR 変異体発現細胞による性フェロモン類縁体生産（理研・松本）
１０．特記事項
研究成果について
構造解析から、PBAN 活性に必須な C 末端アミド基の C 末端部 β ターン安定化への寄与が示された。
人材育成について
19 年度、20 年度は PD を 3 人（東大 2 人、理研 1 人）雇用した。21 年度は PD を 5 人（東大 3 人、理
研 2 人）雇用し、情報伝達関連タンパク質と酵素の構造解析・機能解析実験を遂行する。
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１１．委託研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度（見込み）

計

設備備品費（千円）

13,291

348

0

13,639

人件費（千円）

18,018

26,304

31,492

75,814

業務実施費（千円）

18,691

20,271

13,123

52,085

間接経費（千円）

15,000

14,077

13,385

42,462

合計（千円）

65,000

61,000

58,000

184,000
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名

PDB ID

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

PBAN10-NH2

性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の活性

(in 30% TFE, pH 6.0)

断片。30% TFE 中でβターン構造を有した。
構造確認（validation）後、BMRB (Biological Magnetic
Resonance Data Bank)に登録を行う（アミノ酸残基 24 未
満であるため、PDB ではなく BMRB に登録します）。

PBAN10-NH2

性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の活性

(in 500 mM DPC-d38, pH 6.0)

断片。DPC ミセル共存下でβターン構造を有した。
構造確認（validation）後、BMRB に登録する。

PBAN10-OH

性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の不活

(in 30% TFE, pH 6.0)

性断片。30% TFE 中でβターン構造を有さず、伸長型構
造を有した。
構造確認（validation）後、BMRB に登録する。

PBAN10-OH

性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN の不活

(in 500 mM DPC-d38, pH 6.0)

性断片。DPC ミセル共存下でβターン構造を有した。
構造確認（validation）後、BMRB に登録する。

cycloPBAN

性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN のアゴ

(in 30% TFE, pH 6.0)

ニ ス ト 活 性 を 有 す る 環 状 ペ プ チ ド 。 30% TFE 中 で
PBAN10-NH2 と同様のβターン構造を有した。
構造の最終精密化・確認（validation）後、BMRB に登録
する。

cycloPBAN

性フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN のアゴ

(in 500 mM DPC-d38, pH 6.0)

ニスト活性を有する環状ペプチド。DPC ミセル共存下
で PBAN10-NH2 と同様のβターン構造を有した。
構造の最終精密化・確認（validation）後、BMRB に登録
する。

２．論文のリスト
◎ Okada A, Kawai T, Sugisaka A, Ohtsuka J, Hull J J, Moto K, Matsumoto S, Nagasawa H, Nagata K,
Tanokura M, Structural analysis of the active and inactive fragments of pheromone biosynthesis-activating
neuropeptide (PBAN) from the silkmoth Bombyx mori, Peptide Science 2008, 535-538 (2009).
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◎ Kawai T, Sugisaka A, Hull J J, Matsumoto S, Nagata K, Tanokura M, Nagasawa H, Development of a
novel bioassay system for pheromone biosynthesis-activating neuropeptide (PBAN) using the Bombyx PBAN
receptor expressed in insect cells, Peptide Science 2008, 287-288 (2009).
Ohnishi A, Hashimoto K, Imai K, Matsumoto S, Functional characterization of the Bombyx mori fatty acid
transport protein (BmFATP) within the silkmoth pheromone gland, J. Biol. Chem., 284, 5128-5136 (2009).
◎ Matsumoto S, Hull J J, Ohnishi A, Molecular mechanisms underlying PBAN signaling in the silkmoth,
Bombyx mori, Ann. NY Acad. Sci., in printing (2009).
Antony B, Fujii T, Moto K, Matsumoto S, Fukuzawa M, Tatsuki S, Ishikawa Y, Pheromone-gland-specific
fatty-acyl reductase in the adzuki bean borer, Ostrinia scapulalis (Lepidoptera: Crambidae), Insect Biochem.
Molec. Biol., in printing (2009).

３．特許出願リスト
「なし」
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課
代

題
表

機

関

名

抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機能解析

名

東京大学

代 表 研 究 者 名

堀之内

末治

分担機関・分担研究者名

東京大学（田之倉

優、大西

康夫、鮒

信学）

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
放線菌は抗生物質をはじめとした多種多様な二次代謝産物を生産することで知られる菌群であり、
物質生産に利用できる有用酵素の宝庫である。二次代謝産物の生合成や制御に関する放線菌由来のタ
ンパク質および有用物質生産に利用できる微生物・植物由来のタンパク質の立体構造を明らかにし、
有用酵素の新規反応機構や鍵制御因子の新規作用機構を解明するとともに、構造情報に基づいた合理
的なタンパク質の改変・改良を通して、新規な有用物
質生産系を構築することが本研究の目的である。具体
的には、放線菌の二次代謝・形態分化に関与する A-ファ
クター生合成酵素 AfsA や A-ファクター制御カスケード
中の鍵制御因子 AdpA、有用物質生産に応用可能な二次代
謝産物生合成酵素 GriH などのタンパク質をターゲット
とし、5 つ以上のタンパク質の立体構造を明らかにするこ
と、その中の 3 つ以上のタンパク質の反応（作用）機構
の詳細を明らかにすることを本研究期間内での第一の達
成目標とした。反応（作用）機構の詳細を明らかにでき
たタンパク質に関しては、構造情報に基づいた機能の改
変・改良など有用物質生産系の構築に向けた基盤研究を
順次行っていくが、この一連の研究において、産業応用
に結び付くような成果を出すことを第二の達成目標とした。

図：放線菌の A-ファクター制御カスケード

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

構造解析研究においては、放線菌におけるカタボライト制御機構にお
いて中心的な役割を果たしていると考えられているタンパク質 GlkA の
立体構造決定に成功し、GlkA のグルコース依存的な三次構造及び四次構
造の変化を解明した。また、放線菌の二次代謝生産を活性化する AfsS フ
ァミリータンパク質の NMR 構造解析を行うことにより、同ファミリータ
ンパク質の機能に重要な保存領域の局所的な三次元構造形成を確認でき
た。機能解析研究においては、GlkA の構造情報に基づき、部位特異的変
異を導入した酵素を作製し、一部の変異酵素の in vivo での機能を解析し
た。一方、新たな有用酵素の発掘に向けて放線菌の新規二次代謝産物生
合成遺伝子クラスターの解析を行った。

（２）構造解析に関する
進捗及び成果

放線菌の二次代謝産物生産制御に係るタンパク質として、AfsA、AdpA、
GlkA、AfsS の構造解析を、有用物質生産に係るタンパク質として、GriH、
GriI、CUS の構造解析を行った。各タンパク質の詳細を以下に記す。
・放線菌の二次代謝産物生産制御に係るタンパク質の構造解析
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(1) AfsA: AfsA は A-ファクター制御カスケードの制御の要となる鍵酵素
である。AfsA 全長および N 末端側及び C 末端側から少しずつ長さを短縮
した発現コンストラクトを作製し、精製及び結晶化実験を行った。AfsA
は N 末端側から 5 残基程度短縮させても可溶性タンパク質として調製で
きるが、C 末端側を短縮すると目的タンパク質が発現しないことが示さ
れた。現在、全長及び N 末端を 5 残基短縮させたコンストラクトを大量
調製し、各種基質及び基質アナログとの共結晶化実験を進めている。
(2) AdpA: AdpA は A-ファクター制御カスケードの中心的転写活性化因子
である。これまでに DNA 結合ドメインと認識 DNA との複合体結晶化に
成功しており、Photon Factory における X 線回折実験において、3.2Å の
分解能の X 線回折データを取得している。現在、結晶品質の更なる向上
と、構造決定のための Se-Met 置換体の作製実験を進めている。
(3) GlkA: 放線菌は他のバクテリアとは異なるカタボライト抑制機構を
有しており、その中で中心的な役割を担うタンパク質が GlkA である。
GlkA はグルコースを感知し、その情報を他の因子に伝達する役割を担っ
ていると考えられる。GlkA の担うカタボライト抑制機構の構造学的な基
盤を解明するため X 線結晶構造解析を行ったところ、GlkA 単独条件、グ
ルコース共存条件、グルコース及び ATP アナログである AMP-PNP 共存
条件の三状態の立体構造決定に成功した(それぞれ 3.3Å、1.93Å、1.74Å
の分解能)。構造解析の結果、GlkA は各種基質の存在状態によって三次構
造及び四次構造が変化することが示され、グルコースが結合しているか
否かによる GlkA の構造変化は、細胞内におけるグルコース濃度のセンサ
ーとしての役割を果たしているであろうことが示唆された。
(4) AfsS: AfsR-AfsS 制御系は放線菌の二次代謝産物の生産を活性化する。
この制御系の主要構成タンパク質 AfsS とそのホモログタンパク質 Orf4
について、NMR を用いて溶液構造の解析を実施したところ、これらのタ
ンパク質は分子全体としては非常に運動性に富んだ天然変性タンパク質
のような構造であることが示された。しかし Orf4 の構造解析からはいく
つかの領域で局所的な立体構造の形成を観測することに成功した。その
立体構造とは、AfsS ファミリータンパク質で高度に保存されている 4 つ
のリピート領域に共通する I 型 β ターン様構造と N 末端に位置する
Asn4–Leu8 からなる連結部構造であった。リピート領域は AfsS と Orf4
に共通して保存され二次代謝の活性化に必須な Asp 及び His 残基を含ん
でおり、この領域が特有の立体構造を形成し Asp と His の側鎖の空間的
な配置を制限していることが Orf4 の二次代謝誘導能にとって重要である
ことが示唆された。
・有用物質の生産に係るタンパク質の構造解析
(5) GriH: GriH と次項に述べる GriI は、3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸
(3,4-AHBA)合成に関わる酵素である。GriH は GriI によって合成された
C7 化合物から 3,4-AHBA を合成する。S. griseus 由来の GriH および、同様

- 290 -

の活性を示す異種放線菌由来の GriH ホモログ遺伝子 3 個に関して、大腸
菌を用いた組換えタンパク質の大量発現系を構築し、種々の条件で結晶
化スクリーニングを行ったところ、1 つの GriH ホモログについて 1 つの
条件で微小結晶を得ることができた。現在、微小結晶が得られた条件の
精密化を行い、結晶の成長を試みている。また、生成物である 3,4-AHBA
との共結晶化実験および N 末端側、C 末端側を数残基ずつ短縮した発現
系の構築も同時に進めている。
(6) GriI: S. griseus 由来の GriI に関しては、大腸菌での大量発現が困難で
あったため、放線菌を用いた大量発現系を構築した。結晶化条件の探索
を行ったところ、最高 3.6Å 程度の分解を示す GriI 単独条件での結晶が
得られた。現在、構造解析可能な結晶を得る条件の精密化を行うととも
に、GriI の基質であるアスパラギン酸セミアルデヒドおよびジヒドロキ
シアセトンリン酸との共結晶化実験を進めている。
(7) CUS: イネ由来クルクミン合成酵素である CUS の構造学的な基盤の解
明に向け、大腸菌を用いた大量発現系の検討をおこない、N 末端を 16 残
基短縮し C 末端側に 4×His タグを融合させたコンストラクトを用いるこ
とによって CUS の結晶化に成功した。放射光施設における X 線回折実験
を行った結果、最高 8Å 程度の X 線回折データを取得することができた。
（３）機能解析に関する
進捗及び成果

グルコースと結合した GlkA の立体構造が決定できたことを受け、GlkA
の機能に関する解析を開始した。まず、グルコースとは結合できるが ATP
とは結合できない GlkA の作製を部位特異的変異導入により試みた。この
ような GlkA をもつ放線菌は、グルコース濃度は感知できるためカタボラ
イト抑制能をもつがグルコース資化能は失った株になると期待される。
D8A および T132A の変異をもつ GlkA を glkA 遺伝子破壊株で生産させた
ところ、いずれの株もグルコース資化能を持たなかったが、残念ながら
カタボライト抑制能の回復も観察されなかった。これら変異 GlkA のグル
コース結合能については現在解析中である。その後、グルコースと結合
していない GlkA の立体構造も決定でき、GlkA 結合に伴う構造変化が明
らかになった。現在、この結果を受け、さらに様々な部位に変異を導入
した GlkA を作製中である。また、Streptomyces の GlkA と高い相同性を
示す Rhodococcus の GlkA について解析し、Rhodococcus の GlkA は
Streptomyces においてカタボライト抑制能をもたないことを明らかにし、
詳細を解析中である。
一方、新規有用酵素の発掘を目指して、放線菌の複数の二次代謝産物
生合成遺伝子クラスターの解析を行ってきた。3,4-AHBA を前駆体とする
化合物の生合成遺伝子クラスターに注目し、得られた GriH ホモログを構
造解析に使用したことは「構造解析の関する成果」で述べたが、同時に
取得した 3,4-AHBA 変換酵素や修飾酵素、および修飾ユニットを合成す
る酵素などについて解析を進めた。また、S. griseus のゲノム中に見い出
された未知生合成遺伝子クラスターについて、経路特異的転写活性化因
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子の強制発現などの手法を用いて解析を進めている。具体的には、5-アミ
ノレブリン酸合成酵素を含む遺伝子クラスターとセスキテルペン合成酵
素について、その生産物を解析中である。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず

４件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

５件

５．グループ全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
・構造解析に関する評価
現在までに、放線菌のカタボライト制御機構に関与するタンパク質 GlkA の立体構造を X 線結晶構
造解析によって、放線菌の二次代謝を活性化させる AfsS ファミリータンパク質(AfsS, Orf4)の立体構
造を NMR 構造解析によって決定することに成功した。他の生物由来の GlkA の構造はすでにいくつ
か報告されているが、ROK ファミリーに属する GlkA の構造解析は初めての例であり、グルコース結
合に伴う高次構造変化を明らかにできている点で重要な成果である。また、AfsS ファミリーはその分
子機能が全く不明であったが、今回、初めてその分子構造を明らかにでき、機能解析の大きな足がか
りが得られた点でその意義は大きい。ターゲットとしている他のタンパク質においても X 線回折を与
えるような結晶の生産に成功しており、5 年間で 5 つ以上のタンパク質の立体構造を決定するという
当初の目標を十分に達成できると考えている。このように構造解析は順調に進んでいると評価してい
る。
・機能解析に関する評価
機能解析の 1 つの柱は、決定された立体構造に基づいて行うターゲットとしたタンパク質の機能解
析である。現在、GlkA がこのステップに到達し機能解析を本格的にスタートしたところである。GlkA
の機能に関しては十分な結果はまだ得られていないが、構造情報に基づいた様々なアプローチを実行
しつつあり、大きな進展が期待できる。AfsS ファミリーのタンパク質は NMR によって決定された構
造から、他のタンパク質との相互作用を介して機能を発揮することが強く示唆された。現在、この構
造情報を考慮したうえで、結合タンパク質を生化学的手法で取得することを試みようとしている段階
である。このように、決定された立体構造に基づく機能解析は順調にスタートしているといえる。一
方、機能解析のもう 1 つの柱は、新たな有用酵素の発掘である。こちらは解析途中のものが多いこと
に加え、その特許性を考慮し、詳細な記述を控えたところがあるが、大変順調に進行していると評価
している。これらのうち興味深い性質を示す酵素については、機能解析と構造解析を同時に進めるこ
とを計画しているが、すでに結晶化条件の検討に入ったものも 1 つある。
７．課題内の情報共有・連携体制
プロジェクト全体の連携を密とし円滑に運営していくため、随時研究報告を行うことにより、プロ
ジェクト全体の進捗状況を確認しつつ計画の合理化を行っている。機能解析グループの研究において
同定された重要タンパク質の発現系を構造解析グループに分与し、構造解析グループにおいてタンパ
ク質調製及び結晶化、構造解析研究を行っている。また、構造解析研究の過程で問題になった点は機
能解析グループと共同で対応している。例えば、構造解析のターゲットとしている転写調節因子 AdpA
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の DNA との複合体結晶構造解析に最適なオリゴヌクレオチドの配列及び長さの検討を機能解析グル
ープが行い、その結果を用いて構造解析グループが AdpA-DNA 複合体の結晶構造解析実験を進めて
いる。このような連携を行った結果、AdpA-DNA 複合体結晶の産生に成功した。
その他のターゲットに関しても密な連携を取りながら研究を進めており、進捗や問題点が浮かび次
第研究打ち合わせを行っている。構造解析グループ及び機能解析グループは立地的に近い位置にある
ため、直接会っての打ち合わせをすることが多い(1～2 カ月に一回程度)。また、必要に応じて電子メ
ールでの情報共有も行っている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
技術開発研究 解析領域との連携により Photon Factory のターゲットタンパクビームタイムを利用して
構造解析を進めている。また、生産領域などとの連携の可能性を視野に入れて今後、研究を推進して
いく。
９．今後の展望
・構造解析の展望
構造解析のターゲットとしているタンパク質の構造解析を行い、その反応（作用）機構の構造学的な
解明を目指す。GriI や AdpA は現在までに 4Å を切る分解能を与える結晶の作製に成功しており、立体構造
の決定が期待できる。その他のタンパク質に関しても、基質や生成物との複合体結晶化を行うことにより
良質な結晶の作製を目指す。また、機能解析グループにより新たに同定された有用タンパク質に関し
ても随時構造解析実験を行っていく予定である。
・機能解析の展望
GlkA、AfsS などすでに立体構造を決定できたタンパク質に関しては、その立体構造に基づいて、
部位特異的改変や標的タンパク質の取得といった手法により機能解析を進めて行く。現在、構造解析
中のタンパク質についても、構造が決定出来次第、同様の機能解析を進める。これらの解析により、
ターゲットとしたタンパク質の機能について、重要な知見が得られることが期待される。次に、これ
らの結果をもとに、新たな有用物質生産系の構築に向けた研究にも順次取り組む。具体的には、「物
質生産工場」としての放線菌の分子育種、
「物質製造器」としての生合成酵素の改変を目指す。一方、
新たな有用酵素の発掘にも引き続き取り組む。すでに、いくつかの有用酵素の「候補」を取得してい
るが、その機能解析を進めるとともに、有望なものについては、構造解析も順次スタートさせる。
１０．特記事項
本研究費により、現在、4 人の博士研究員が研究に従事している。様々なバックグランドを背負った
研究員同士が切磋琢磨する環境にあるが、このような経験を通して、将来、我が国における本研究分
野をリードする人材に成長してくれるものと期待している。
１１．委託研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度（見込み）

計

設備備品費（千円）

10,048

0

5,670

15,718

人件費（千円）

11,961

32,808

31,248

76,017

業務実施費（千円）

27,991

14,115

7,697

49,803

間接経費（千円）

15,000

14,077

13,385

42,462

合計（千円）

61,000

61,000

58,000

184,000
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名
GlkA

PDB ID

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）
役割・重要性：GlkA は放線菌におけるカタボライト抑制
機構の鍵となる酵素で、その機構を解明することにより放
線菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。
解析難易度：中
論文として公開する段階で PDB に登録する予定である。

GlkA-グルコース複合体

役割・重要性：GlkA は放線菌におけるカタボライト抑制
機構の鍵となる酵素で、その機構を解明することにより放
線菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。グルコ
ース複合体構造は、グルコース依存的な GlkA の構造変化
を理解する上で重要である。
解析難易度：中
論文として公開する段階で PDB に登録する予定である。

GlkA- グ ル コ ー ス -AMPPNP

役割・重要性：GlkA は放線菌におけるカタボライト抑制

複合体

機構の鍵となる酵素で、その機構を解明することにより放
線菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。
グルコース-AMPPNP 複合体構造は、酵素反応を起こす際
の構造を理解する上で重要である。
解析難易度：中
論文として公開する段階で PDB に登録する予定である。

Orf4

役割・重要性：Orf4 は放線菌の二次代謝産物生産を活性
化する因子である。その活性化機構を解明できれば、放線
菌を用いた効率的な有用物質生産が可能となる。
解析難易度：中
部分構造の決定しか不可能なため、PDB 登録できない。

２．論文のリスト
◎Miyakawa T, Ohnishi Y, Tanokura M, Horinouchi S. 放線菌における有用物質生産制御因子の構造・
機能解析 PNE in printing.
Ohnishi Y, Ishikawa J, Hara H, Suzuki H, Ikenoya M, Ikeda H, Yamashita A, Hattori M, Horinouchi S.
Genome sequence of the streptomycin-producing microorganism Streptomyces griseus IFO 13350. J.
Bacteriol. 190:4050-4060 (2008).
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Kato J, Funa N, Watanabe H, Ohnishi Y, Horinouchi S. Biosynthesis of -butyrolactone autoregulators that
switch on secondary metabolism and morphological development in Streptomyces. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
104:2378-2383 (2007).
Katsuyama Y, Matsuzawa M, Funa N, Horinouchi S. In vitro synthesis of curcuminoids by type III polyketide
synthase from Oryza sativa. J. Biol. Chem. 282:37702-37709 (2007).
Suzuki H, Ohnishi Y, Furusho Y, Sakuda S, Horinouchi S. Novel benzene ring biosynthesis from C3 and C4
primary metabolites by two enzymes. J. Biol. Chem. 281:36944-36951 (2006).

３．特許出願リスト
「なし」
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課

題

名

乾燥・高温ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・
機能解析

代
代

表
表

機
研

関
究

者

名

東京大学

名

田之倉

分担機関・分担研究者名

優

東京大学（篠崎

和子）

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
地球温暖化等による世界的な砂漠化・異常気象を背景として、食糧の 60 % を輸入に頼っている我が
国にとっては、国際的な視野に立った食糧の安定供給への取り組みが重要となっており、乾燥などの劣
悪環境下でも栽培可能な作物の開発が求められている。移動の自由のない植物は、温度変化や乾燥など
の環境の変化に鋭敏に応答して、ストレス耐性獲得のために働く多数の耐性遺伝子群を誘導する。環境
ストレス応答で働く転写因子は多数存在するが、その多くは生合成されただけでは活性を持たない。ス
トレス時に特異的にリン酸化等の修飾がおこり、これにより構造変化が引き起こされ、活性型に変換さ
れると考えられる。本研究では主にシロイヌナズナを材料に用い、植物の乾燥・高温ストレスによる遺
伝子発現で最も重要な機能を果たしている転写因子 AREB1 と DREB2A を中心に解析を進める。AREB1
は植物ホルモンのアブシジン酸（ABA）を介する乾燥・塩ストレスによる遺伝子発現で働く転写因子で、
DREB2A は ABA が関与しない乾燥・塩・高温ストレスによる遺伝子発現で働く転写因子である。これ
らのストレスによる構造変化の分子機構を解
明し、植物の環境ストレス応答の鍵となる転写
因子の活性化の制御機構を明らかにする。ま
た、これら転写因子の活性化に関与するストレ
ス応答のシグナル伝達系の因子を探索して、転
写因子との相互作用解析や複合体の立体構造
解析、生理機能解析をおこない、植物の持つス
トレス応答の分子機構の全容解明を目指す。さ
らに、本研究から推定された高活性の転写因子
遺伝子を利用することにより、環境ストレス耐
性作物作出技術の開発を試みる。
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

１）シロイヌナズナ由来転写因子 AREB1 やそのホモログタンパク質の大量
調製系を確立し、DNA 結合ドメインと DNA との共結晶を得ることに成功
した。また、NMR 解析によって、AREB1 の転写活性化ドメインがリン酸
化による活性化により大きな構造変化を生じることが示唆された。
２）AREB1 をリン酸化する 3 種類のプロテインキナーゼ、SRK2D、SRK2E
および SRK2I を同定した。また、種子で特異的に発現する AREB1 ホモロ
グタンパク質 ABI5 のリン酸化にもこれらの 3 種のプロテインキナーゼが関
与することを示した。
３）シロイヌナズナ由来転写因子DREB2Aと相互作用するタンパク質とし
てE3ユビキチンリガーゼDRIP1を単離し、DRIP1がDREB2Aをユビキチン化
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しDREB2Aの安定性を制御していることを示した。
４）DREB2Aやそのホモログタンパク質の大量調製系を確立し、DNA結合
ドメインとDNAとの共結晶を得ることに成功した。
（２）構造解析に関する
進捗及び成果

１）転写因子AREB1および関連タンパク質の構造・相互作用解析
AREB1はABAシグナルにより活性化され、様々な遺伝子の発現調節を行
う。本課題では、AREB1のDNA認識機構および転写活性化機構を明らかに
するため、構造解析研究を進めた。
シロイヌナズナ由来AREB1の非活性型（天然型）および活性型（内部配
列欠損型およびリン酸化標的部位のSerおよびThr残基をAsp残基に置換し
たリン酸化偽装型）の全長、DNA結合ドメイン（bZIP: basic leucine-zipper）、
および、転写活性化ドメインについて、チオレドキシンやGST等の可溶性
タグを付加することで大腸菌での可溶性発現に成功し、精製法を確立した。
また、AREB1ホモログタンパク質としてシロイヌナズナ由来3種（AREB2,
ABF3, ABF1）およびイネ由来6種（OsAREB1, 2, 3, 4, 6, 9）の全長および各
機能ドメインについても大腸菌での可溶性発現に成功し、精製を行った。
各種コンストラクトを用いて結晶化実験を行ったところ、AREB1および
OsAREB9のbZIPドメインについて認識DNA断片との共存下で結晶を得た。
OsAREB9のbZIPドメインと認識DNA断片の共結晶について、Photon Factory
(PF) BL-5AでのX線回折実験を行ったところ、分解能5Åまでの回折斑点が
確認された。分解能の向上を目指し、更なる結晶の改善を行っている。
AREB1の活性制御機構解明に向けたNMRアプローチとして、転写活性化
ドメインとそのリン酸化偽装型の構造変化、およびbZIPドメインとの相互
作用の解析を行った。転写活性化ドメインとそのリン酸化偽装型のNMRシ
グナルパターンは大きく異なり、AREB1はリン酸化により大きな構造変化
を生じることが示唆された。また、転写活性化ドメインのリン酸化の有無
で、活性化ドメインが異なる様式でbZIPドメインと相互作用する可能性が
示唆された。これらの機構の詳細解明を目指し、NMR解析を進めている。
２）転写因子DREB2Aおよび関連タンパク質の構造・相互作用解析
シロイヌナズナ由来DREB2Aの転写活性化には、E3ユビキチンリガーゼ
(DRIP1)の構造変化を介したDREB2Aの分解制御や何らかの修飾による構
造変化が必要であると考えられる。DREB2AのDNA認識機構および転写活
性化機構を明らかにするため、構造解析研究を進めた。
シロイヌナズナ、トウモロコシ及びイネ由来DREB2Aの全長、AP2/ERF
型DNA結合ドメイン、および転写活性化ドメインについて、可溶性タグ等
の付加により大腸菌での可溶性発現に成功した。またシロイヌナズナ由来
ホモログタンパク質2種 (DREB2B, DREB1A) に関しても同様の実験を行
った。イネ由来DREB2AのDNA結合ドメインと認識DNA断片との共結晶化
に成功し、PF BL-5AでのX線回折実験により、最高7Åの分解能の回折斑点
が確認された。分解能の向上を目指し、結晶化条件の最適化を行っている。
E3 ユビキチンリガーゼ DRIP1 の DREB2A 認識機構の解明のため、プル

- 297 -

ダウン法により両者の相互作用領域を同定した。また相互作用領域を含む
コンストラクトの大量調製に成功し、共結晶化実験を進めている。
（３）機能解析に関する
進捗及び成果

１）AREB1のシグナル伝達系の上流因子の探索
AREB1のリン酸化による活性化を指標にした上流因子の探索を試みたと
ころ、ABA存在下でAREB1をリン酸化する候補として考えられるSnRK2プ
ロテインキナーゼのうち、SRK2D、SRK2EおよびSRK2Iが植物体内でAREB1
を標的としていることをBiFC解析によって示した。一方、AREB1のリン酸
化標的部位のアミノ酸残基を置換した変異型AREB1は、これらのプロテイ
ンキナーゼと相互作用しなかった。この結果から、AREB1のリン酸化部位
が、これらのプロテインキナーゼとの相互作用に重要な役割を果たすこと
が明らかとなった。また、これらのプロテインキナーゼ遺伝子の植物体に
おける発現特異性およびそのタンパク質の細胞内局在性をGUSおよびGFP
との融合タンパク質を発現できる形質転換植物を作製して調べたところ、
AREB1とSRK2D、SRK2EあるいはSRK2Iが細胞の核に共局在し相互作用す
ることを示した。この結果は、実際に植物体においてこれらのプロテイン
キナーゼがAREB1の上流因子として機能していることを示唆している。
さらに、これら３種のプロテインキナーゼの機能と役割を解明するため
に、３種の遺伝子を欠損したシロイヌナズナの三重変異体（srk2d/e/i 変異
体）を作製した。三重変異体においては、乾燥ストレス時における AREB1
標的遺伝子の発現が顕著に抑制されており、SRK2D、SRK2E および SRK2I
は、AREB1 をリン酸化し活性化する上流制御因子であることが示された。
さらに、この三重変異体では種子においても穂発芽など顕著な表現型を示
したが、AREB1 と相同性を示し種子で特異的に発現する ABI5 のリン酸化
が低下していることが示され、ABI5 でも同様の活性化機構が推定された。
２）DREB2A のシグナル伝達系の上流因子の探索
DREB2A と相互作用するタンパク質を酵母ツーハイブリッド法により探
索し、DRIP1 を単離した。プルダウン法および BiFC 法により、DREB2A
と DRIP1 が試験管内および植物細胞の核内で相互作用することを確認し
た。DRIP1 は、in vitro ユビキチン化実験から、E3 ユビキチンリガーゼとし
て機能することが示された。さらに、DRIP1 の植物体内での機能を調べる
ため DRIP1 を異所的に高発現する形質転換シロイヌナズナを作出したとこ
ろ、ストレスに応答した DREB2A 下流遺伝子の発現が遅延していた。一方、
DRIP1 の変異体（drip1-1）やホモログの DRIP2 との二重変異体 drip1 drip2
においては DREB2A 下流遺伝子の発現が上昇していた。さらに drip1-1 変
異体においては非ストレス条件下における DREB2A タンパク質の安定性が
上昇していること、drip1 drip2 の乾燥ストレス耐性が野生型より高いこと
から、DRIP1 および DRIP2 は植物体内で実際に DREB2A の分解を促進し、
DREB2A を介したシグナル伝達系を負に制御していると考えられた。
DREB2A を用いたツーハイブリッドスクリーニングからは、14-3-3 タン
パク質などのタンパク質の機能調節に関わる遺伝子のクローンが得られ、
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解析を進めている。DREB2A の活性化の上流遺伝子を探索するため、乾燥
ストレスに対する応答が変化したシロイヌナズナの変異体を収集するとと
もに、DREB2A の活性化の指標となるような特異的な標的遺伝子の選定を
行った。また、負の活性調節ドメインに不特定の変異を導入した DREB2A
や、イネやダイズの負の活性調節ドメイン様の配列をもつ DREB2A 相同遺
伝子の転写活性化能をシロイヌナズナ葉肉プロトプラストの一過的発現系
を用いて調べたところ、いずれも活性型と同様に高かったことから、シロ
イヌナズナにおいて負の活性調節ドメインが機能するためには一定の構造
が維持されていることが必要である可能性が示唆された。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず

０件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

１０件

５．グループ全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
プロジェクト開始時から平成 21 年 3 月末までの期間に、当初の事業計画において解析ターゲットと
して選定した全てのタンパク質について大腸菌での可溶性発現に成功し、構造解析・相互作用解析を進
めている。また、機能解析においても、AREB1 および DREB2A が関わるシグナル伝達系の上流因子の
探索を行い、新規に遺伝子を同定することができた。研究課題全体としてはおおむね順調に研究が進ん
でおり、最終目標に対する現段階での達成度は 50％と自己評価する。残りの期間で、ターゲットとして
選定したタンパク質の構造解析・相互作用解析を完了するとともに、シグナル伝達系の上流因子の機能
解析や構造情報に基づいた高活性形質転換植物の作出のための技術開発を行っていく予定である。
７．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者田之倉らは、植物の乾燥・高温ストレス応答機構で働く AREB1, DREB2A 転写因子等タン
パク質の発現、結晶化、X 線結晶構造解析、機能ドメインの NMR による構造解析および相互作用解析
を進めている。分担研究者篠崎らは、上記タンパク質の遺伝子の供給、構造解析研究で得られた情報を
元に組換えタンパク質や植物体を利用して、これらの転写因子が関わるシグナル伝達系の新規な因子の
探索・同定・機能解析を行っている。両者は２～３ヶ月ごとに会議を実施し、互いの成果を報告すると
ともに問題点や今後の研究方針を決定している。また、メールや電話による連絡は随時取り合い、得ら
れた結果の共有を行っている。このような連携の中で、DREB2A については、代表研究者田之倉らが可
溶性タグを利用することにより、組換えタンパク質を初めて得ることに成功し、分担研究者篠崎らはこ
れを用いて相互作用実験を行い、新たに DREB2A と相互作用するユビキチンリガーゼ DRIP1 を同定し、
得られた成果に関して共著の論文を 2008 年に学術雑誌 Plant Cell に発表した（Qin et al. (2008) Plant Cell
20: 1693-1707）。以上のように、代表研究者田之倉は、本研究を効率的かつ効果的に推進するため、積
極的に分担研究者との情報共有・連携を図り、研究の総括を円滑に行っている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
解析領域（課題 C）と連携して PF ビームラインを利用し、２.で述べた X 線回折実験を行った。情報
プラットフォームで公開できるよう各ターゲットタンパク質の発現や機能解析の進捗の登録を行った。
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９．今後の展望
・構造解析研究の展望
AREB1のDNA結合ドメインとDNAとの複合体構造解析を進めるとともに、AREB1活性化タンパク質
SRK2D, E, Iの構造解析実験を進める。具体的には、SRK2D, E, IによるAREB1活性化機構を解明するた
め、SRK2D, E, I単独構造及びAREB1活性化ドメインとの複合体構造解析を行い、ABAシグナル依存的
なAREB1活性化機構の構造学的な基盤の解明を目指す。また、DREB2Aに関しては、現在までに結晶作
成に成功しているDNA結合ドメインと認識DNAとの複合体結晶構造解析を進め、DREB2AによるDNA
認識機構の解明を目指す。また、その制御機構の解明のため、E3ユビキチンリガーゼDRIP1との複合体
構造解析を進める。機能解析グループによって同定された上流因子に関しても構造解析研究を行い、こ
れら乾燥・高温ストレス応答経路で働く因子について、本課題の最終目標の「乾燥・高温耐性植物の作
出技術の開発」に資する構造学的基盤の解明を目指す。
・機能解析研究の展望
AREB1の上流制御因子として新たに同定された因子やそのABAシグナル伝達系の上流因子の遺伝子
の機能解析を行う。また、タグしたAREB1タンパク質やSRK2Dを含むタンパク質複合体の解析を行い、
AREB1タンパク質の構造変化による活性化の分子機構を解明する。これらの解析を通して、未だ解明さ
れていないABA受容体からABAシグナル伝達系を介した乾燥ストレス応答機構の全貌の解明を目指す。
これまでに DREB2A やその相同遺伝子、あるいは DRIP1 を用いたツーハイブリッドスクリーニング
によりポジティブクローンを得ている。これらのクローンにコードされるタンパク質と DREB2A や
DRIP1 との試験管内および植物細胞内での相互作用を確認し、見出された遺伝子の機能解析を行う。ま
た、DREB2A の翻訳後修飾の有無の検証や修飾に関与する遺伝子の推定を行う。以上の実験により見出
された遺伝子の過剰発現体や突然変異体において、DREB2A 標的遺伝子の活性化や環境ストレス耐性の
変化を評価することで DREB2A のストレスに応答した活性化に関わる上流因子を明らかにする。
立体構造情報から推定される高活性を有すると考えられる AREB1 または DREB2A の変異体遺伝子、
あるいは、これらのタンパク質を修飾するタンパク質の遺伝子等を植物に導入して形質転換体を作出し
て、その乾燥や塩や高温ストレスに対する耐性や下流の標的遺伝子群の発現等を解析する。
以上により、乾燥・高温などの劣悪環境に対して高耐性を示す作物の作出のための技術的基盤を得る。
１０．特記事項
・本課題では 3 名の博士研究員と 4 名の技術補佐員を雇用し、研究に従事させている。解析高難度タン
パク質の構造・機能解析に精通し、この研究分野をリードする人材に成長してくれると期待している。
・DREB2A の DNA 結合ドメインについては、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が主催する『「きぼう」
利用高品質タンパク質結晶生成実験』に搭載予定であり、宇宙（微小重力環境下）で結晶化を行うこと
で、結晶の質が向上し、より高分解能での立体構造解析につなげることができると期待している。
１１．委託研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度（見込み）

計

26,739

13,452

7,711

47,902

9,155

18,842

21,014

49,011

業務実施費（千円）

14,106

14,629

15,890

44,625

間接経費（千円）

15,000

14,077

13,385

42,462

合計（千円）

65,000

61,000

58,000

184,000

人件費（千円）
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質
「なし」

２．論文のリスト
◎

Yoshida, T., Sakuma, Y., Todaka, D., Maruyama, K., Qin, F., Mizoi, J., Kidokoro, S., Fujita, Y.,
Shinozaki, K. and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2008) Functional analysis of an Arabidopsis heat shock
transcription factor HsfA3 in the transcriptional cascade downstream of the DREB2A stress regulatory
system. Biochem. Biophys. Res. Commun. 368, 515-521.

◎

Qin, F., Sakuma, Y., Tran, L.-S. P., Maruyama, K., Kidokoro, S., Fujita, Y., Fujita, M., Umezawa, T.,
Sawano, Y., Miyazono, K., Tanokura, M., Shinozaki, K. and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2008)
Arabidopsis DREB2A-interacting proteins function as RING E3 ligases and negatively regulate plant
drought stress-responsive gene expression. Plant Cell 20, 1693-1707.
Umezawa, T., Sakurai, T., Totoki, Y., Toyoda, A., Seki, M., Ishiwata, A., Akiyama, K., Kurotani, A.,
Yoshida, T., Mochida, K., Kasuga, M., Todaka, D., Maruyama, K., Nakashima, K., Enju, A., Mizukado,
S., Ahmed, S., Yoshiwara, K., Harada, K., Tsubokura, Y., Hayashi, M., Sato, S., Anai, T., Ishimoto, M.,
Funatsuki, H., Teraishi, M., Osaki, M., Shinano, T., Akashi, R., Sakaki, Y., Yamaguchi-Shinozaki, K.
and Shinozaki, K. (2008) Sequencing and analysis of approximately 40,000 soybean cDNA clones from
a full-length enriched cDNA library. DNA Res. 15, 333-346
Urano, K., Maruyama, K., Ogata, Y., Morishita, Y., Takeda, M., Sakurai, N., Suzuki, H., Saito, K.,
Shibata, D., Kobayashi, M., Yamaguchi-Shinozaki, K. and Shinozaki K. (2009) Characterization of the
ABA-regulated global responses to dehydration in Arabidopsis by metabolomics. Plant J. 57,
1065-1078.
Nakashima, K., Ito, Y., and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2009) Transcriptional regulatory networks in
response to abiotic stresses in Arabidopsis and grasses. Plant Physiol. 149, 88-95.
Yamaguchi-Shinozaki, K. and Shinozaki, K. (2008) DREB regulons in abiotic-stress-responsive gene
expression in plants. In “Molecular Breeding of Forage and Turf”, edited by Toshihiko Yamada and
German Spangenberg (Springer), 15-27.

Sawano, Y., Hatano, K., Miyakawa, T. and Tanokura, M. (2008) Absolute side-chain structure at
position 13 is required for the inhibitory activity of bromein. J. Biol. Chem. 283, 36338 – 36343.
Ogasawara, Y., Kaya, H., Hiraoka, G., Yumoto, F., Kimura, S., Kadota, Y., Hishinuma, H., Senzaki,
E., Yamagoe, S., Nagata, K., Nara, M., Suzuki, K., Tanokura, M. and Kuchitsu, K. (2008)
Synergistic activation of Arabidopsis NADPH oxidase AtrbohD by Ca2+ and phosphorylation. J.
Biol. Chem. 283, 8885-8892.
Sawano, Y., Hatano, K., Miyakawa, T., Komagata, H., Miyauchi, Y., Yamazaki, H. and Tanokura, M.
(2008) Proteinase inhibitor from ginkgo seeds is a member of plant nonspecific lipid transfer protein
gene family. Plant Physiol. 146, 1909-1919.
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Takeshita, D., Zenno, S., Lee, W. C., Nagata, K., Saigo, K. and Tanokura, M. (2007) Homodimeric
structure and double-stranded RNA cleavage activity of the C-terminal RNase III domain of human
Dicer. J. Mol. Biol. 374, 106-120.

３．特許出願リスト
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
高等植物は、様々な機構によりその生長を制御する。その中でも、植物生長ホルモンであるジベレリ
ン（GA）による生長制御は、その作用が他の機構に比して極めて顕著であることから古くから注目さ
れてきた。この GA による、植物の生長制御の機構については、現在、次のように考えられている（図
１）。
①生長ホルモン、GA、が存在しない場合、転写
制御因子である DELLA タンパク質が生長反応を
抑制している。
②GA が存在する場合、GA は核内受容体（GID1）
と結合する。
③GA-GID1 複合体は、生長抑制因子 DELLA と相
互作用可能となる。
④ F-box タ ン パ ク 質 で あ る GID2 は 、
GA-GID1-DELLA 複合体中の DELLA タンパク質
を標的として認識し、SCFGID2 として DELLA タン

図１

パク質をユビキチン化する。
⑤ユビキチン化された DELLA タンパク質は 26S
プロテアソームにより分解され、抑制されていた GA 信号伝達が脱抑制され、GA 反応が起こる。
このように、GA の受容・伝達は、３つのタンパク質が相互作用の連鎖反応を行うことにより展開さ
れる。最近、この生長抑制因子 DELLA タンパク質は、GA 反応だけでなく、ストレス耐性機構の鍵タ
ンパク質としても機能していることが明らかにされた（Science, 2006）。この結果は、GID1-DELLA-GID2
から成る信号伝達系は、GA の受容だけでなく、ストレス耐性反応においても重要な役割を担っている
ことを示している。
具体的目標
目標１：上述した 3 つのタンパク質、GID1, DELLA, GID2 について、それぞれの立体構造を明らかにす
ることを第１の目標とする。
目標２：本研究が対象とする信号伝達機構は、GID1, DELLA, GID2 の 3 つのタンパク質が「相互作用の
連鎖反応」を行うことにより展開される。したがって、この「相互作用の連鎖反応」の分子構造
レベルでの解明こそが、植物生長・ストレス耐性機構における信号伝達を理解することになる。
この「相互作用の連鎖反応」の理解のために、これら３つのタンパク質がこの過程でどのような
構造変化をたどるかを解析する。
目標３：上記の研究が進展する過程で、「相互作用の連鎖反応」において重要な役割を果たすアミノ酸
残基が明らかになることが期待される。これらのアミノ酸残基を適切に改変し、モデル作物であ
るイネに導入することにより、生長制御・ストレス耐性機能付与育種を展開する。
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２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

プロジェクトの前半は本研究において最も重要と考えられるGA受容体
GID1の構造解析およびその機能解析に集中して研究を行っている。従って、こ
こではGID1に関する結果について記述する。

（２）構造解析に関す
我々は GA4 もしくは GA3 を結合

る進捗及び成果

したイネの GID1（OsGID1）につ
いて構造解析を行うのに充分な結
晶を得ることに成功し、実際にそ
れらを用いて 1.9Å の解像度をも
って 2 つの分子種の構造解読に成
功した（図２）。双方の構造は基
本的に同一だったので、以下には
GA4-OsGID1 の構造についてのみ
記載する。既に報告したように、
植物の GID1 は生物界に広く存在
するホルモン受容リパーゼ（HSL）と類似した一次構造を持つ。実際、解析さ
れた GA4-OsGID1 の構造も HSL の基本骨格である α/β ハイドラーゼ構造を持つ
ことが分かった。さらに、OsGID1 には余分に 4 つの α へリックスが存在し、
その 2 つは N 末端側、残りの 2 つは β6 と β7 の間に存在した。これらの α へリ
ックスはリッドとして機能し、GA 分子のホールドに重要な役割を果たす。す
なわち、N 末端側の二つの α へリックスは各 β シートの C 末側が構成するカビ
ティー（穴）を塞ぐように位置し、このカビティーの中に存在する HSL の活性
サイトに対応するアミノ酸残基が GA 分子を支え、さらにそれをリッドが塞ぐ
形で GA を抱え込むことがわかった。具体的には、β5 と α3 の中間に位置し α/β
ハイドラーゼフォールドの親水的なエルボウを構成する Ser198 により GA 分子
は支えられる。この構造は HSL でも同様であることが知られる。この Ser198
の OH 基は、GA 分子の C6 に位置する COOH と水素結合することが予想され
る。この Ser は HSL においても親水的に機能することにより酵素活性に貢献す
ることが知られており、その意味で、HSL と GID1 が全体的にだけでなく、そ
の活性中心においてもその類似性を維持していることが明らかとなった。ま
た、GA はそれ以外にも多くの親水的な力により支えられていることも明らか
になった。GA4 の C6 カルボキシ残基とは、Gly122 の主鎖の NH、Ser123 およ
び 198 の側鎖が水素結合する。Ser123 は Arg251 や Asp250 との水素結合により
安定化されている。さらに、C6 カルボキシ残基とは Tyr329, Asn225 および
Asp296 が二つの水分子を介して相互作用する。
GA の C3 ヒドロキシ基は Tyr134
と直接的に相互作用するとともに、Ser127 や Tyr31 とも水分子を介して相互作
用している。GA3 の場合、C13 に存在する C13 ヒドロキシ基が Asp250 と水素
結合する。興味深いことに、活性型 GA の条件とされていた γ ラクトンの酸素
と水素結合する GID1 側の残基は存在しなかった。一方、GA との結合におい
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ては疎水的な相互作用も重要であり、とくに、Ile24, Phe27, Tyr31 はリッド中の
残基であることから、GA4 を結合ポケットに包み込むのに関与すると考えられ
た。
（３）機能解析に関す
る進捗及び成果

解析された立体構造に基づき重要と考えられたアミノ酸17残基についてそれ
らをAlaに置換した変位型GID1を作成し、それらのGAとの結合活性を調べた。
17のうち13について結合活性はなくなり、残りの4つについてもかなり活性が
低下した。このことは、構造から予想されたGAとの結合サイトが正しいことを
示唆している。これらのGA結合に重要と予想された残基の多くは、各種植物の
GID1においては保存された残基となっているが、その一方で、HSLとは保存さ
れない残基も多く含まれていることから、植物進化におけるHSLからGID1が形
成される過程で、GA結合に必要な残基がリクルートされたと予想された。興味
深いことに、植物系統進化上種子植物と最も遠い植物でGID1を有する植物とし
て知られているシダ植物であるSelaginellaのGID1（SmGID1）においては、こ
れらのGA 結合に重要と予想されたアミノ酸残基のいくつかが保存されていな
いことが分かった。一方、以前の我々の研究から、SmGID1は種子植物のGID1
と比べて各種GAとの結合能や特異性が劣ることが知られている。これらの事実
は、SmGID1に見られるユニークなアミノ酸残基が、GID1のGA受容体として確
立していく過程でいろいろなアミノ酸残基を試したことを反映していると捉
えることができる。そこで、OsGID1についてSmGID1に特徴的に見られた残基
に変異させて、その変異型GID1について結合能や特異性を検討した。いくつか
の変異はGAに関する結合能や特異性を変化させなかった。これは、これらの変
異がGAに関する結合能や特異性に対して中立的であることを示している。一
方、いくつかの変異はGAに対する結合能や特異性を低下させた。例えば、Ile133
（GAのC2と疎水的な相互作用をする）をLue（SmGID1a）やVal（SmGID1b）
に変異させると、本来不活性型であるC2に水酸基が付いているGA34を認識す
ることが可能となった。このC2位の水酸化は、GA2 oxidaseにより触媒され、こ
の反応は種子植物において活性型GAを不活化する重要な反応として知られて
いる。一方、SelaginellaゲノムにおいてはGA2 oxidase遺伝子が見つからないこ
とを考え合わせると、GID1進化の途中段階ではGID1受容体がC2水酸化型GAに
対して許容する構造を持っており、実際、GA2 oxidase遺伝子によるGA不活化
も行われていなかった、それがGID1の構造変化によりC2水酸化型GAを排除す
る性質とGA2 oxidase遺伝子を獲得することにより、C2水酸化を行うことにより
活性型GAの不活化メカニズムを確立したと予想できる。さらに、C3位の水酸
化についても、SmGID1bはこのC3水酸化GAを認識するSer127がMetに置換して
おり、この結果、本来の活性型であるGA4と不活性型とされるGA9との結合性
について違いがなくなっていることが確認された。これらの結果を考え合わせ
ると、GID1受容体は酵素であるHSLを出発として、その活性中心に存在するSer
をうまく利用する形でGAの結合サイトを形成し、その際にこのSerがGA分子の
C6カルボキシル基と結合することによりGA分子を結合ポケットに当てはめ、
さらにその上にリッドが覆い被さるような構造で抱え込むことに成功するこ
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とにより作り出されたと予想される。さらに、植物進化の過程で、細かい結合
サイトの調節が行われることにより、今日知られている活性型GAのみに対して
高い結合性と特異性を持った分子へと進化したと考えられた。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

2件

PDB 登録の有無にかかわらず

2件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

4件

５．グループ全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
プロジェクト発足から短期間にGID1の構造を解明できた。この成果は極めて大きいと考えている。
７．課題内の情報共有・連携体制
本研究は、分担機関である京都大学大学院薬学研究科加藤教授との全面的な協力体制の元に進められて
いる。具体的には、構造に関する実験は京都大学大学院薬学研究科で行われ、機能解析に関わる実験は
名古屋大学生物機能開発利用研究センターにおいて行われている。課題内の打ち合わせ等情報交換など
は日常的に行われており、実際には名古屋大学の大学院生が京都大学に常駐する形で実験を進めると同
時に週末は名古屋に戻り進捗状況を報告した。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
GID1 受容体の構造が分かったため、各種化合物を検索し、特異的に結合できる化合物があるかどうか
をプラグラム内の化合物ライブラリーを利用して調べることに着手した。
今回得られた成果については、情報プラットフォームに登録を完了している。
９．今後の展望
植物の転写制御タンパク質研究の一環で、ジベレリン受容体GID1の詳細な結晶構造解析に成功し、機
能解析の上でもジベレリン結合性および分子進化の過程に関する重要な知見が得られていて、プロジェ
クトは順調に進捗している。残る標的SLR1, GID2の解析についても研究の進展が待たれる。
平成２１年度～平成２３年度の研究計画
平成２１年度
松岡グループ
①大腸菌ならびに他の発現系による DELLA タンパク質、GID2 タンパク質の発現、精製条件の検討
昨年に引き続いて、DELLA タンパク質の結晶化にむけて、発現ベクターの検討、タグの検討、精製条
件の検討等を行う。GID2 タンパク質に関しても、発現、精製条件の検討を始める。
②GID1-GA 複合体、GID1-GA-DELLA 複合体形成条件の検討
ゲルろ過、表面プラズモン共鳴バイオセンサーを用いて、GID1-GA 複合体、GID1-GA-DELLA 複合体形
成条件の検討ならびに、そのカイネティックスを明らかにし、そのメカニズムを理解するとともに、そ
の知見を結晶化、構造解析に応用する。
③GID1 構造解析結果に基づく GID1 受容体の詳細な機能解析
GID1 の構造が明らかになったことから、その構造に基づいてその機能を変化させるような変異型 GID1
を作成し、最終的な作物の開発につながる基礎的知見を得る。
加藤グループ
① DELLAおよびGID1-DELLA複合体の発現、結晶化および構造解析の実施
1)研究の結果、大腸菌は DELLA の発現に適していないことが判明したことから、昆虫細胞など真核生
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物に適した系を用いて発現を実施する。2)再調製した良質のタンパク質を用いて DELLA および
GID1-DELLA 複合体の結晶化を行なう。3)DELLA および GID1-DELLA 複合体の結晶化条件を至適化す
る。4)結晶が得られたらＸ線回折実験を行ない、結晶の分解能を把握し、結晶化条件を最適化する。5)
重原子誘導体結晶を調製して位相決定を行い、Ｘ線結晶解析による構造決定を実施する。
② GID2の結晶化条件の探索
1)昆 虫 細 胞 な ど 真 核 生 物 に 適 し た 系 を 用 い て イ ネ GID2大 量 発 現 系 を 構 築 し 、発 現 し た タ ン パ
ク 質 を 用 い て 結 晶 化 に 適 し た GID2を 選 別 す る 。 2)候 補 と な っ た 数 種 の GID2タ ン パ ク 質 を 精
製 し 、広 範 な 結 晶 化 条 件 探 索 を 行 な う 。3)結 晶 が 得 ら れ た ら Ｘ 線 回 折 実 験 を 行 な い 、結 晶 の
分 解 能 を 把 握 し 、結 晶 化 条 件 を 最 適 化 す る 。4)イ ネ GID2の 結 晶 化 が 困 難 な 場 合 は 、イ ネ 遺 伝
子に変異を導入することにより、結晶化に適したものへと改良し結晶化を継続する。
平成２２年度
松岡グループ
①GID1、DELLA、GID2 共存下での、DELLA in vitro ユビキチン化の可能性を検討
②改変タンパク質利用による、イネ分子育種の具体的戦略作りに着手

加藤グループ
①GID2 の結晶化と構造解析
②GID1-DELLA-GID2 信号伝達に伴う構造変化を捉えるための準備

平成２３年度
松岡グループ
①GID1、DELLA、GID2 および SCF 複合体を用いた in vitro ユビキチン化の実施
②有用タンパク質発現イネの収量調査

加藤グループ
①GID1-DELLA-GID2 信号伝達に伴う構造変化を解析

１０．特記事項
（１）研究成果について
GID1の構造を解明した。
（２）その他
GID1の構造に基づきGID1受容体の進化過程を予想し、GAに対する結合能や特異性を変化させた
GID1分子を作成するのに成功した。
１１．委託研究費一覧
１９年度

設備備品費（千円）
人件費（千円）
業務実施費（千円）
間接経費（千円）
合計（千円）

２０年度

２１年度（ 見込み）

計

8,273

1,093

0

9,366

0

5,729

8,577

14,306

20,189

20,101

16,808

57,098

8,538

8,077

7,615

24,230

37,000

35,000

33,000

105,000
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名

PDB ID

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

GID1-GA4 複合体

3EBL

ジベレリン受容体

GID1-GA3 複合体

3ED1

ジベレリン受容体

２．論文のリスト
◎Shimada A, Ueguchi-Tanaka M, Nakatsu T, Nakajima M, Naoe Y, Ohmiya H, Kato H, Matsuoka M,
Structural basis for gibberellin recognition by its receptor GID1, Nature 456: 520-523 (2008).
Ueguchi-Tanaka M, Hirano K, Hasegawa Y, Kitano H, Matsuoka M, Release of the repressive activity of rice
DELLA protein SLR1 by gibberellin does not require SLR1 degradation in the gid2 mutant, Plant Cell 20:
2437-2446 (2008).
Hirano K, Nakajima M, Asano K, Nishiyama T, Sakakibara H, Kojima M, Katoh E, Xiang H, Tanahashi T,
Hasebe M, Banks JA, Ashikari M, Kitano H, Ueguchi-Tanaka M, Matsuoka M, The GID1-mediated
gibberellin perception mechanism is conserved in the Lycophyte Selaginella moellendorffii but not in the
Bryophyte Physcomitrella patens, Plant Cell 19: 3058-3079 (2007).
◎Ueguchi-Tanaka M, Nakajima M, Katoh E, Ohmiya H, Asano K, Saji S, Hongyu X, Ashikari M, Kitano H,
Yamaguchi I, Matsuoka M, Molecular interactions of a soluble gibberellin receptor, GID1, with a rice DELLA
protein, SLR1, and gibberellin, Plant Cell 19: 2140-2155 (2007).

３．特許出願リスト
「なし」
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課

題

名

多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構
造生物学

代
代

表
表

機
研

関
究

者

名

東京工業大学

名

村上

分担機関・分担研究者名

聡

北里研究所（中江

太治）、大阪大学（山下

栄樹）

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
養殖、畜産および臨床の現場で問題となっている多剤耐性化した細菌による感染の克服を目指し、その
原因タンパクである多剤排出トランスポーターの立体構造解析を通して、それらの動作機構を本質的に
理解するとともに、それらの知見を応用し、阻害剤など新薬開発の糸口を与えることを目的とする。そ
のため、緑膿菌をはじめとする病原性細菌および、モデル細胞としての大腸菌由来の多剤排出トランス
ポーターの結晶構造解析をはじめ立体構造解析を推進する。
このため、国立大学法人大阪大学及び社団法人北里研究所と共同で業務を行う。国立大学法人大阪大学
では、多剤排出トランスポーターの精製、結晶化と構造解析および機能解析に関わる研究開発を実施す
る。各、研究の小目標は以下の通りである。
（なお、研究代表の村上グループは、平成 20 年度に東京工業大学に移動した。）
1; 大腸菌由 AcrB の高分解能化
2; 大腸菌由来 AcrB ホモログの構造解析
3; 緑膿菌由来 MexA の構造解析
4; 緑膿菌由来 MexB の構造解析
5; 多剤排出トランスポーター複合体全体の構造解析
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

大腸菌 AcrB の構造解析については、基質複合体の解析において 2.6Å分解
能まで解像度が向上した。また、大腸菌 AcrB ホモローグの結晶を得て解析
を進めている。緑膿菌 MexA については、これまで構造が得られていなか
った機能上重要なドメインについて、不明瞭な電子密度を改良するととも
に解釈を進め約半分のモデル構築に成功している。MexB については、結
晶性の改良が進んでおり、すでに三回対称軸をもつものではあるが、構造
解析が進んでいる（阪大・蛋白研・中川敦史教授との共同）。
また、これら個々の構造解析と並行して複合体の構造解析も進めている。
中江・山下グループでは、MexA-MexB,MexA-OprM の複合体解析を進めて
いる。一方村上グループでは、オペロンをなす排出トランスポーターと、
膜融合蛋白質との間で強い相互作用を持つ生物種が存在するに違いないと
の仮説の元、数十種類の生物種から薬剤排出トランスポーターをクローニ
ングし、その中から薬剤排出トランスポーターのみにタグをつけているに
も関わらず、トランスポーターと、膜融合蛋白質が一緒に精製されてくる
ものを見つけだした。今後はこの蛋白質を用いて複合体の解析を進める予
定である。
以上のように、個々の小目標において、創薬へ向けた構造情報の精密化、
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病原性細菌由来ターゲットの構造情報取得、排出原理の解明へ向けた機能
解析、薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造解析、すべてにおい
て目標へ向かって前進しているといえる。
（２）構造解析に関する
進捗及び成果

我々の研究グループでは、緑膿菌由来の薬剤排出トランスポーターの結晶
化を北里研究所・中江グループが行い、そのＸ線結晶構造解析を阪大・蛋
白研・山下グループが行う。また、大腸菌由来の薬剤排出トランスポータ
ーの結晶化およびそのＸ線結晶構造解析を村上グループが行っている。
緑膿菌由来 MexA、MexB（大腸菌薬剤排出トランスポーターにおける
AcrA,AcrB に相当）については、中江、山下グループの報告に詳細は譲る
が、MexA について、これまで構造情報が得られていなかった MexB との
相互作用部位の構造情報が得られつつある。MexA の結晶は 13 量体でパッ
キングしているが、結晶中でパッキングしている隣の 13 量体と接している
部分のモノマーについては、いささか電子密度が明瞭であったことを利用
してモデリングを進めている。
MexB についても結晶性の改良がすすみ、構造解析はすでに完了している。
（阪大・蛋白研・中川敦史教授との共同）しかし、ここでも、また後述の
大腸菌 AcrB ホモローグでも三回対称性を持った構造が、優先的に得られて
いる。大腸菌 AcrB の解析において、三回対称からずれた非対称構造が、機
能を考える上で重要との知見を得ているが、AcrB についても、三回対称性
を持った結晶が優位に得られている。今後、これら得られている三回対称
性を持った構造が機能的に意味を持つのかどうかということについても研
究を進めるとともに、これまで結晶学的三回対称性を持つ結晶しか得られ
ていないサンプルについてさらに結晶化条件の検討を行い、結晶学的三回
対称軸を持たない条件での結晶化を進めてゆきたい。

MexB 結晶の写真
大腸菌由来 AcrB ホモローグの結晶化に成功している、同タンパク質は
、同じく大腸菌由来の AcrB と高いホモロジーをもつ蛋白質であるが、排出
する基質が異なる。AcrB との構造比較により、より詳細な多基質認識機構
が明らかになると考えている。しかしここでも結晶学的三回対称性を持つ
結晶しか得られていないので、三回対称性を持たない結晶を得る努力と、
はたして三回対称性を持つ構造は意味があるのか否かを調べる機能解析と
の両面から研究を展開している。
我々が対象とする多剤排出トランスポート・マシーナリーは内膜を貫通
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するトランスポーター本体と、膜融合蛋白質と、外膜を貫通する外膜チャ
ネルが複合体を形成しているが、これら全体の構造解析にも前進がみられ
た。上記三者それぞれの相互作用は比較的弱く、結晶化の過程で容易に解
離してしまうが、このうち、トランスポーター本体と、膜融合蛋白質は多
くの生物種の場合、ゲノム上でオペロンを形成していることから、相互作
用が強いものがあるに違いないという仮説を立て、数十種類もの細菌から
このオペロンをクローニングし発現・精製を行った。その結果、ある種の
生物からは、トランスポーターのみにタグをつけているにも関わらず、膜
融合蛋白質が共精製されてくるものを発見した。他の生物由来のトランス
ポーターと違い、トランスポーターと膜融合蛋白質の相互作用が強いこの
サンプルを用いて、現在電子顕微鏡を用いた単粒子解析を進めている。ま
た、結晶化条件の検索も進めている。このサンプルを用いることによりこ
れまで想像の域を脱しなかった複合体の立体構造を明らかにすることがで
きるのではないかと期待している。
（３）機能解析に関する
進捗及び成果

村上がこれまで所属していた大阪大学産業科学研究所での成果であるが、
大腸菌多剤排出トランスポーターAcrB のホモログである AcrD とのキメラ
蛋白質の機能解析により、基質取り込み口と、基質結合部位の間の基質透
過経路に基質特異性を決定づけるアミノ酸残基があることが判明した。こ
れは、基質結合部位の前にある“フィルター”の働きをするものであり、
このようなものが存在することは本トランスポーターの機能を考える上で
極めて重要な知見となる。

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず

２件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

１０件

５．グループ全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
我々の目指すところは、膜蛋白質、あるいは膜蛋白質複合体の詳細な立体構造解析である。これらの水
溶性ドメインの構造解析などではなく、そのものの構造解析をストレートに目指している。我々は、す
べての各目標に対して、すべて達成に向けて前進を得ている。これまでの研究では、論文発表などの形
として完結した課題は残念ながら未だないが、いずれの課題についても達成へ向けて前に進んでいる。
今後の残り期間での達成を目指した研究実施体制も問題なく、プログラムの実施期間内での目標達成が
見込めると考えている。
７．課題内の情報共有・連携体制
これまで研究代表の村上グループが大阪大学・産業科学研究所にあったため、山下グループ（さらに、
阪大蛋白研・中川敦史教授のグループ）との連携は密であったことに比べると、北里研究所・中江グル
ープとの連携が薄い傾向にあった。このほど、研究代表の村上グループが東工大へ移動したことに伴い
中江グループとの物理的な距離が近づいたことにより（二,三十分の距離）、中江グループとの連携の強
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化が期待できる。
すべての分担者たちとは十数年来の連携の歴史があり、私たちの間に、いまさらコミュニケーションの
問題はないと考えている。あるとするならば、それぞれの構成員の忙しさ故の連絡行き違いである。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
いまのところ連携はないが、我々の研究成果である、多剤排出トランスポート・マシーナリーの詳細な
向上情報が得られた後に、多剤排出トランスポーター阻害剤の候補となるような化合物の提供をうける
などの連携を想定している。これは、院内感染などにみられる多剤耐性化問題の直接的な解決策を与え
る可能性がある。
９．今後の展望
大腸菌および緑膿菌の薬剤排出トランスポーターの全貌解明に向けて，高度なレベル結晶構造解析が
進行していると思われる。薬剤排出トランスポーターと膜融合タンパク質の結合が強い緑膿菌株を見出
したことにより，複合体構造の解析の進展が期待でき、今後の残り期間での達成を目指した研究実施体
制も問題なく、プログラムの実施期間内での目標達成が見込めると考えている。
１０．特記事項
（１）研究成果について
数十種類の細菌からトランスポーターを多くクローニングし、トランスポーター本体と、膜融合蛋白が
共精製されてくるサンプルを得たことは、これまで想像の域を脱しなかった細胞膜および外膜を貫く多
剤排出トランスポーター複合体全体の構造を明らかにすることができる突破口を得たことになる。
（２）その他
構造生物学の中心的なレビュー誌である Current opinion of structural biology は、主にエディターからの
リクエストにより寄稿されるが、本年の membrane proteins の巻で、我々の成果である、多剤排出トラン
スポーターによる薬剤ポンプメカニズムである、機能的回転メカニズムが取り上げられ掲載された。こ
のことは、我々が薬剤排出トランスポーターにおける薬剤ポンプ機構研究の中心的役割を担っていると
いうことが世界的にも認められたと自負している。
“Multidrug efflux transporter, AcrB - The pumping mechanism.”
Satoshi Murakami, Curr. Opin. Struct. Biol., 18, 459-465 (2008)
また、種々のトピックスに対して世界中で年間を通して行われる Gordon Research Conference のうち、
Multi-Drug efflux systems と題され、薬剤排出を取り扱う会合で、Molecular Structure に関するセッション
の演者として招待口演を行った。これも、我々の行ってきた、構造・機能解析が世界的に認知されてい
る強い裏づけとなる。
１１．委託研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度（見込み）

計

18,986

24,054

16,254

59,294

人件費（千円）

2,561

5,318

14,547

22,426

業務実施費（千円）

7,684

12,167

8,429

28,280

間接経費（千円）

8,769

12,461

11,770

33,000

38,000

54,000

51,000

144,000

合計（千円）
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名
大腸菌 AcrB 基質複合体

PDB ID
未登録

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）
抗生物質や抗がん剤など種々の化学療法剤を細胞外に
排除するトランスポーターと呼ばれる膜タンパク質
群・院内感染や市中感染で拡がりを見せる薬剤耐性菌に
よる薬剤耐性化機構を理解し、さらにはそれを封じ込め
るために極めて重要なタンパク質・分子量３６０ｋＤａ
にも及ぶ巨大な膜タンパク質複合体であり、結晶化や構
造解析は困難な部類に属する。十分な精密化がすんでい
ないため。

緑膿菌 MexA

未登録

上記の AcrB タンパク質の緑膿菌ホモログである MexB
と複合体をなして機能するタンパク質であり、トランス
ポータータンパク質で起こる構造変化を、約 100Å離れ
た外膜に存在する外膜チャンネルタンパク質である
OprM に伝える役割を担う。・AcrB と比べると重要度は
低いが、本タンパク質が無ければ薬剤排出トランスポー
ターの全機能が失われるため、機能を理解し制御するた
めには、極めて重要なタンパク質であると位置づけられ
ている。・蝶番部分が多い本タンパク質は、構造解析し
ても電子密度図が不明瞭な部分も多く、解析が困難なタ
ンパク質であるといえる。・完全な構造解析には未だ至
っていないため。

２．論文のリスト
Adachi H, Matsumura H, Murakami S, Inoue T, Takano K, Mori Y, Yoshikawa HY, Murai R, Sugiyama S,
Sazaki G, Kitatani T, Takahashi Y, Femtosecond laser-induced nucleation of protein in agarose gel., J. Cryst.
Growth 311: 956-959 (2009)
Inaba K, Murakami S, Nakagawa A, Iida H, Kinjo M, Ito K, Suzuki M, Dynamic nature of disulphide bond
formation catalysts revealed by crystal structures of DsbB., EMBO J. 28(6):779-91 (2009)
◎Murakami S, Multidrug efflux transporter, AcrB--the pumping mechanism., Curr Opin Struct Biol.
18(4):459-65 (2008)
Kitatani T, Adachi H, Sugiyama S, Matsumura H, Murai R, Takahashi Y, Murakami S, Inoue T, Mori Y,
Takano K, Evaluation and Improvement of a Technique to Manipulate Protein Crystals in Solution., Jpn. J.
Appl. Phys. 47: 8995-8997 (2008)
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Mima M, Kawai C, Paku K, Tomoo K, Ishida T, Sugiyama S, Matsumura H, Kitatani T, Yoshikawa HY, Maki
S, Adachi H, Takano K, Murakami S, Inoue T, Mori Y, Kita S, Iwamoto T, Crystallization and preliminary
X-ray crystallographic analysis of Ca2+-free primary Ca2+-sensor of Na+/Ca2+ exchanger., Acta Crystallogr.
F64: 1125-1127 (2008)
Matsumura H, Adachi H, Sugiyama S, Okada S, Yamakami M, Tamada T, Hidaka K, Hayashi Y, Kimura T,
Kiso Y, Kitatani T, Maki S, Yoshikawa HY, Adachi H, Takano K, Murakami S, Inoue T, Kuroki R, Mori,
Crystallization and preliminary neutron diffraction studies of HIV-1 protease cocrystallized with inhibitor
KNI-272., Acta Crystallogr. F64: 1003-1006 (2008)
Sugiyama S, Nomura Y, Sakamoto Y, Kitatani T, Kobayashi A, Miyakawa S, Takahashi Y, Adachi H, Takano
K, Murakami S, Inoue T, Mori Y, Nakamura Y, Matsumura N, Crystallization and preliminary X-ray
diffraction studies of an RNA aptamer in complex with the human IgG Fc fragment., Acta Crystallogr. F64:
942-944 (2008)
Yoshikawa HY, Murai R, Maki S, Kitatani T, Sugiyama S, Sazaki G, Adachi H, Inoue T, Matsumura H, Takano
K, Murakami S, Sasaki T, Mori Y, Laser energy dependence on femtosecond laser-induced nucleation of
protein., Appl. Phys. A 93: 911-915 (2008)
Maki S, Murai R, Yoshikawa HY, Kitatani T, Nakata S, Kawahara H, Hasenaka H, Kobayashi A, Okada
Sugiyama S, Adachi H, Matsumura H, Takano K, Murakami S, Inoue T, Sasaki T, Mori, Protein crystallization
in a 100 nl solution with new stirring equipment., J. Synchrotron Rad. 15: 269 – 272 (2008)
Murai R, Yoshikawa HY, Kawahara H, Maki S, Sugiyama S, Kitatani T, Adachi H, Takano K, Matsumura H,
Murakami S, Inoue T, Sasaki T, Mori, Effect of solution flow by rotary shaker on protein crystallization., J.
Cryst. Growth 310: 2168-2172 (2008)

３．特許出願リスト
「なし」
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課

題

名

齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの構造と機能の解明：ネズミの環
境問題の解決に向けて

代
代

表
表

機
研

関
究

者

名

熊本大学

名

寺沢

分担機関・分担研究者名

宏明

東京大学（東原

和成）

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
齧歯類は、鼻腔下部にある鋤鼻器官でフェロモン
を感知する。今まで、国内外の研究により、マウス
の鋤鼻器官を活性化するフェロモン候補物質とし
て、尿由来の低分子有機化合物やペプチド性物質が
いくつか単離されていたが、いずれも自由に行動し
ているマウスの鋤鼻器官で感知されるという実証は
なかった。分担機関の東原らは、オス特異的なフェ
ロモン活性物質を涙腺から単離・精製し、構造決定
を行った。その結果、約 7 kDa の分子量をもつペプ
チド性の物質を同定し、ESP1 (exocrine gland-secreted
peptide)と命名した（図１）。この蛋白質をコードしている遺伝子は、数十種類からなる新規の多重遺伝
子ファミリーのひとつであった。このペプチド性フェロモンファミリーを ESP ファミリーと呼ぶ。
本研究課題は、我々が世界に先駆けて発見し、新たな研究領域を開拓している、「齧歯類のペプチド
性フェロモン ESP ファミリー」をターゲットタンパクとする。１．マウスからラット、野生のドブネズ
ミやクマネズミへと ESP ファミリーの解析を展開する。活性をもつペプチド性フェロモンを調製し、ア
ッセイを行うことにより、ESP ファミリー受容体を同定する。２．マウス、ラット、および野生ネズミ
の ESP ファミリーの立体構造解析および受容体結合面の同定を行う。３．ESP タンパク質もしくはアゴ
ニスト、アンタゴニストを用いて、既知のフェロモン効果や行動への影響を検証する。以上の３つをプ
ロジェクトの柱として、齧歯類の個体数を制御し、ネズミの大発生などを抑止する方法を開発すること
を達成目標とする（図１）。本研究課題を遂行することにより、地球規模の観点から克服すべき重要な
課題である、穀物の安定供給や衛生環境の維持に貢献したい。
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析：①マウス由来オス特異的ペプチド ESP1 の立体構造を、核磁気共鳴法(NMR)を用いて決定し
た。これは、齧歯類 ESP ファミリーにおける初の立体構造決定である。さらに、得られた立体構造情報
に基づいて変異体解析を行い、受容体結合部位を明らかにした。
②ESP 阻害薬の開発を目的として、化合物滴定時の NMR シグナルの化学シフト変化を指標にスクリー
ニングを行った。その結果、ESP1 に結合する化合物を見出すことに成功した。ESP1 上の化合物結合部
位を同定したところ、受容体結合部位と重なっていたことから、受容体結合阻害効果が期待される。
③ESP4 は、ESP1 受容体と異なる受容体で認識されることが強く示唆されている。ESP 受容体の特異的
認識機構を解明するため、ESP4 の NMR 解析を進めた結果、ESP1 と α へリックスの位置や長さが異な
ることが示された。このような構造的な差異が、特異性を発現する要素の一部であると考えられる。
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④マウス ESP3、ESP5、ESP36 およびラット ESP5、ESP7 について、発現・精製を進めた。メス特異的
に発現しているマウス ESP36 について、安定同位体標識を行い、NMR スペクトルを測定した。ラット
ESP5、ESP7 についても、NMR 測定のための溶液条件の検討を進めた。
⑤ESP1 受容体 V2Rp5 について、昆虫細胞発現系および無細胞発現系を構築した。発現する領域は、代
謝型グルタミン酸受容体の立体構造を参考に決定した。大腸菌を用いた遺伝子操作中に、発現ベクター
に変異が入る問題が生じたが、大腸菌株の選別などによって克服した。大量発現の検討を進めている。
機能解析：①ラットおよび野生ネズミの ESP ファミリーの同定および発現解析を行った。ラットゲノム
上で相同遺伝子検索を行ったところ、ラット ESP 遺伝子は、７個と推測された。外分泌腺での RT-PCR
発現解析を行ったところ、７個のうち４個の発現が眼窩外涙腺および顎下腺で確認できた。
野生ネズミの ESP1 の発現解析をおこなったところ、９コロニーのうち８つのコロニーの全てのオス
の涙で ESP1 の発現がみられた。近交系では現在までに BALB/c のみしか ESP1 を分泌している系統は
みつかっていないことを考慮すると、特に自然界の野生ネズミにおける ESP1 の重要性を示唆している。
②マウス ESP1 の受容体 V2Rp5 の同定に成功した。c-Fos 陽性細胞と V2R との２重染色を行い、ESP1
の受容体と考えられる受容体（V2Rp5）を同定した。トランスジェニックマウスを用いた解析により、
トランスジーンとして外来から発現させた V2Rp5 が、ESP1 を in vivo で認識していることを示した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①マウス由来オス特異的ペプチド ESP1 の立体構造を決定し、受容体結合部位を明らかにした。
活性を保持したマウス ESP1 の大腸菌を用いた大量調製法を確立し、NMR 法を用いて立体構造を決定
した。齧歯類 ESP ファミリーにおける初の立体構造決定である。さらに、得られた構造情報に基づいて
ESP1 変異体を調製し、受容体活性化能を調べた（分担機関と共同）。その結果、受容体活性化に重要な
領域を同定することが出来た。
②ESP 阻害薬の開発：ESP1 に結合する化合物を見出すことに成功した。ESP1 上の化合物結合部位は、
受容体結合部位と重なっている。
化学シフト変化を指標に、相互作用する分子を探索できるのは、NMR の大きな利点である。マウス
ESP1 について、1H,

13

C,

15

N すべての核について帰属が完了したので、それらの化学シフト変化を指標

に低分子化合物のスクリーニングを行った。その結果、ESP1 に結合する化合物を見出すことが出来た。
化学シフト変化が生じたアミノ酸残基を ESP1 の立体構造上にマップした。その結果、赤丸で示した領
域において、受容体活性化に重要な領域とオーバーラップしていた。１５種類の類縁化合物について同
様の結合実験を行い、より親和性の高いものを得た。人体に無害な化合物も含まれており、環境への影
響が少ないと思われる。分担機関において阻害活性を調べる予定である。
③ESP4 の NMR 解析：ESP 受容体の特異的認識機構の解明
ESP1 がオスマウスの眼窩外涙腺に特異的に分泌されるのに対し、ESP4 は、オス、メスの涙腺、顎下
腺、ハーダー腺に分泌される。機能解析の項で述べるように、ESP4 は、ESP1 受容体と異なる受容体で
認識されることを強く示唆する結果を得た。特異性発現のメカニズムを解明するため、ESP4 の NMR
解析を進めた。NMR シグナルの帰属を終了し、２次構造の傾向を示す SSP score を解析した。その結果、
ESP4 は、ESP1 と α へリックスの位置や長さが異なることが示された。このような構造的な差異が、特
異性を発現する要素の一部と考えられる。現在、立体構造計算を進めている。また、ESP1 と同様の手
法を用いて、特異的阻害剤の探索を行う。
④ESP ファミリー分子の調製
マウス ESP1、ESP4 に加え、マウス ESP3、ESP5、ESP36 およびラット ESP5、ESP7 について、発現・
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精製および NMR 測定条件の検討を進めた。メス特異的に発現しているマウス ESP36 について、安定同
位体標識を行い、NMR スペクトルを測定した。ラット ESP5、ESP7 についても、NMR 測定のための溶
液条件を検討中である。野生ネズミに関しても着手し、ESP1 で得られた化合物情報をベースに、アゴ
ニスト、アンタゴニストの開発へと展開する。
⑤ESP1 受容体 V2Rp5 の調製
分担機関が同定に成功した ESP1 受容体 V2Rp5 について、昆虫細胞発現系および無細胞発現系を構築
した。発現する領域は、代謝型グルタミン酸受容体の立体構造を参考に決定した。おそらく大腸菌に対
する細胞毒性のため、V2Rp5 をコードする領域に変異や挿入が起こる問題が生じたが、大腸菌株の選別
などの対策を講じた結果、克服することができた。現在、大量発現のための検討を進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①ラットおよび野生ネズミの ESP ファミリーの同定および発現解析
マウス ESP ペプチド配列をもとに、ラットゲノム上で相同遺伝子検索を行ったところ、ラット ESP
遺伝子は、７個と推測された。７種類のラット ESP に関して、外分泌腺での RT-PCR 発現解析を行った
ところ、７個のうち４個の発現が眼窩外涙腺および顎下腺で確認できた。そのうちラット ESP5, 7 は、
代表機関が、大量発現・精製系の確立を進めている。
野生のネズミ（遺伝研所持）の ESP1 の発現解析をおこなったところ、９コロニーのうち８つのコロ
ニーの全てのオスの涙で ESP1 の発現がみられた。近交系では現在までに BALB/c のみしか ESP1 を分
泌している系統はみつかっていないことを考慮すると、特に自然界の野生ネズミにおける ESP1 の重要
性を示唆している。現在、配列の解析をおこなっている。
②マウス ESP1 の受容体 V2Rp5 の同定および機能解析
個々の鋤鼻神経には、約６１種類ある V2R が排他的に発現している。つまり、ESP1 によって発現誘
導される c-Fos 陽性細胞には、ある特定の V2R が発現していることが予想される。c-Fos とすべての V2R
との２重染色を行ったところ、ひとつの V2R（V2Rp5 と命名）と完全に重なり、V2Rp5 が ESP1 の受容
体と考えられた。V2Rp5 が ESP1 の受容体であることを実証するために、
蛍光タンパク質 DsRed と V2Rp5
を共発現するトランスジェニックマウスを作製した。作製したマウスを ESP1 にさらし、c-Fos の発現を
免疫組織抗体染色で調べたところ、DsRed で光っている細胞で c-Fos タンパク質の発現誘導が観察され
た。これらの結果は、トランスジーンとして外来から発現させた V2Rp5 が、ESP1 を in vivo で認識して
いることを示している。すなわち、V2Rp5 が ESP1 の受容体であることが実証された。現在、V2Rp5 は
代表機関に送り、構造解析のための発現検討に着手している。ESP1 以外の ESP の受容体の同定の試み
については、ESP4 は V2Rp5 以外の受容体を発現する神経で認識されていることがわかっているので、
現在、ESP4 受容体を探索中である。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず

１件（左記に加え、構造解析中１件）

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

６件

５．グループ全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
図１に代表および分担機関の課題をまとめた。ESP ファミリーの立体構造解析は、ESP1 を終了し、ESP4
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が進んでいる。両者の構造の比較により、特異性についても知見が得られると思われる。また、マウス
およびラット ESP についても試料調製、条件検討が順調に進捗している（代表分①③④）。ラットおよ
び野生ネズミの ESP ファミリーの同定も予定通り進捗し、加えて発現解析も行っている（分担分①）。
受容体認識機構の解明は、変異体解析によって進捗している。２１年度予定の受容体を用いた直接的な
解析に向けて、試料調製を進めている（代表分⑤）。受容体の同定については、ESP1 受容体の同定に成
功した。また、ESP4 受容体も探索中である（分担分②）。予定より大きく進捗している点が２つあげら
れる。１つはアゴニスト、アンタゴニストの開発について、NMR を用いて ESP1 に結合する化合物を見
出し、さらに化合物結合部位が受容体認識部位と重複していることも明らかにしている（代表分②）。
論文・学会発表も順調である。以上から、目標以上に進捗していると判断する。
７．課題内の情報共有・連携体制
代表機関（構造解析）と分担機関（機能解析）で班会議・打合せを計１１回行い、綿密な情報交換を行
っている。情報の共有と連携の強化、研究方針の決定を行い、相互の試料送付は、計１６回行っている。
以上のように、代表研究者の円滑なマネジメントのもと、目標以上の進捗を達成していると考える。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
①生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、ESP1 受容体 V2Rp5 の発現を検討中である。②生産領
域：東京大学大学院農学生命科学研究科・田之倉 優教授、ターゲットタンパク研究・食品環境分野：
東京大学大学院農学生命科学研究科・永田宏次准教授と連携し、ESP1 の溶液条件と結晶化の検討を行
った。③制御領域：東京大学大学院薬学系研究科・長野哲雄教授、生 物 機 能 制 御 化 合 物 ラ イ ブ ラ リ
ー 機 構 ・ 岡部隆義教授らと打ち合わせを行い、化合物の提供と設計で連携することとした。
情報プラットフォームへ研究成果等を登録している（論文６件、学会発表２３件）。
９．今後の展望
進捗状況：構造解析と機能解析の緊密な共同研究により、構造・物質レベルでのアゴニスト、アンタゴ
ニストの開発が予定以上に進捗している。
今後の計画：代表機関は、ESP1―ESP1 受容体
複合体の立体構造決定を達成目標とする。達成
されれば、膜受容体によるペプチド認識の解明
に多大なインパクトを与える。分担機関は、①
②③の機能解析と、その結果を基盤とするアゴニスト・アンタゴニストの開発を進める。代表機関は構
造情報に基づく化合物の論理的設計を進め、分担機関はアッセイおよび個体レベルでの効果の検証を行
う。構造と機能の両面からの知見を統合して、ESP1 の性フェロモンとしての機能を基に有用化合物を
開発することにより、ネズミの繁殖を制御するという社会的アウトプットを最終的に達成したい。

１０．特記事項
特記事項に、ESP1 に結合する化合物を見出したことがあげられる。ESP1 の受容体への結合を阻害する
ことができれば、ネズミの個体数制御が可能となると期待される。
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１１．委託研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度（見込み）

計

19,050

3,073

0

22,123

人件費（千円）

2,016

15,823

11,015

28,854

業務実施費（千円）

5,088

5,720

12,063

22,871

間接経費（千円）

7,846

7,384

6,922

22,152

34,000

32,000

30.000

96,000

合計（千円）
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名
マウス ESP1

PDB ID

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）
メスの性行動を制御するフェロモンであり、分担研究者
が世界に先駆けて見出した日本発の分子である。基礎研
究、産業応用の観点からも重要性は極めて高い。フレキ
シブルな領域を多く含むため、結晶化が困難である。
NMR シグナルの重複が多く、分子量は小さいが、解析
難易度は高い。化学シフト情報を化合物スクリーニング
に用いているため、PDB 登録は行っていない。

（マウス ESP4）

ESP1 とは異なる受容体で認識される。また、分泌腺も
異なる。立体構造を ESP1 と比較することにより、特異
性に関する情報が得られる。ESP1 同様、結晶化は困難
であり、解析難易度は高い。現在構造解析中である。

２．論文のリスト
◎Yoshinaga S., Haga S., Touhara K., and Terasawa H., ESP family peptides and vomeronasal receptors in
rodents. Tanpakushitsu Kakusan Koso in printing.
◎Touhara K. and Vosshall L.B., Sensing Odorants and Pheromones with Chemosensory Receptors. Annu.
Rev. Physiol. 71, 307-332 (2009).
◎Touhara K., Sexual communication via peptide and protein pheromones. Curr. Opin. Pharmacol., 8,
759-764 (2008)
◎Kimoto H., Sato K., Nodari F., Haga S., Holy TE., and Touhara K., Sex- and strain-specific expression and
vomeronasal activity of mouse ESP family peptides. Curr. Biol. 17, 1879-1884 (2007)
◎Haga S., Kimoto H., and Touhara K., Molecular characterization of vomeronasal sensory neurons
responding to a male-specific peptide in tear fluid: Sexual communication in mice. Pur. Appl. Chem. 79,
775-784 (2007)
◎Touhara, K., Molecular Biology of Peptide Pheromone Production and Reception in Mice., Advances in
Genetics, 59, 147-171 (2007)

３．特許出願リスト
「なし」
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新規味物質・味評価法開発に重要な味覚受容体の構造・機能解析

名

理化学研究所

名

山下

分担機関・分担研究者名

敦子

農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所（日下部

裕子）

１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
食品産業分野における新規味物質開発や味評価法開発の重要な基盤情報となる味覚受容体の甘味受容
体と旨味受容体の立体構造をＸ線結晶構造解析によって解明し、得られた構造情報および機能解析の結
果を統合して、味物質認識の機構を分子レベルで明らかにすることを目的とする。具体的には、甘味受
容体および旨味受容体の調製法の確立、甘味受容体および旨味受容体の立体構造の解明、甘味受容体お
よび旨味受容体の味物質認識機構の解明を達成目標とする。
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

味覚受容体である甘味受容体および旨味受容体の味認識ドメインを含む細
胞外ドメインについて、結晶化に適したコンストラクトと発現系を見いだ
した。さらに発現・精製条件を確立して、結晶化を行うのに充分な純度と
質を持つ試料を機能単位であるヘテロ二量体として安定に調製することに
成功し、結晶化条件探索の結果、結晶様のものが析出する条件を見いだし
た。また、甘味／旨味受容体の変異体解析を行って、受容体の膜移行性の
評価系を構築し、さらに甘味応答が完全に欠失する一残基変異体を見いだ
した。また、受容体に対する味覚阻害物質の結合性を検討し、甘味阻害物
質ギムネマ酸の作用点が甘味受容体であることを明らかにした。

（２）構造解析に関する
進捗及び成果

i. 味覚受容体試料の発現スクリーニング
甘味受容体および旨味受容体T1Rファミリーについて、結晶化に適した遺
伝子・発現系・コンストラクトを見いだすための発現スクリーニングを行
った。既 有 の 6遺 伝 子 に 加 え 、 本 課 題 に て 新 た に 15遺 伝 子 を ク ロ ー
ニ ン グ し 、種々のコンストラクトについて蛍光観察ゲルろ過クロマトグラ
フィー法による発現量や発現タンパク質の性質確認を行った。
まず、大腸菌を用いた発現実験を行ったが、実 験 を 行 っ た い ず れ の コ
ン ス ト ラ ク ト・発 現 条 件 に お い て も 、発 現 量 が 極 め て 低 い う え に 期
待 す る 分 子 量 で の 発 現 が 得 ら れ ず 、T1R遺伝子は大 腸 菌 で は 適切に発
現しないことを確認した。次に、昆虫培養細胞による一過性発現系を用い
て、味認識ドメインを含む細胞外ドメインの発現実験を行っ た 。そ の 結果、
期待する分子量でのタンパク質発現が見られ、多くのコンストラクトは結
晶化には適さない多分散の様相を示したものの、昆虫由来の分泌シグナル
を付加したいくつかのコンストラクトについては、結晶化に適した性質で
ある単分散に顕著に改善されることを見いだした。これらの発現タンパク
質の局在を共焦点顕微鏡により確認すると、多分散を示したものは細胞質
で発現していたのに対し、単分散を示したものは細胞内小器官への移行が
見られた。これらの結果から、結晶化に適した良質のT1R試料を生産する
ためには、昆虫培養細胞発現系をはじめとする真核細胞の利用が適してお
り、生理的発現条件に近い輸送経路を経由し適切な翻訳後修飾を行わせる
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ことが重要であることを明らかにした。
この結果をふまえ、昆虫培養細胞で適切に輸送され分泌画分に発現が見
られるかどうかを重視しさらにスクリーニングを進めた結果、分泌画分に
発現が見られ、T1Rと同ファミリーに属し結晶構造解析の成功例がある代
謝型グルタミン酸受容体(mGluR)1リ ガ ン ド 結 合 ド メ イ ン と 同 程 度 の
発現量と良好な単分散の様相を示す味認識ドメインおよび細胞外
ド メ イ ン 試 料 を 見 い だ す こ と に 成 功 し た 。特 に そ の う ち の １ 種 に つ
い て 、 T1R2遺 伝 子 と T1R3遺 伝 子 を 共 発 現 し た と き に の み 、 生 体 内
で の 機 能 単 位 で あ る ヘ テ ロ 二 量 体 を 形 成 す る こ と を 確 認 し た 。こ れ
ら の コ ン ス ト ラ ク ト は 、 ス ク リ ー ニ ン グ し た 各 種 T1R試 料 の 中 で 、
結晶構造解析を達成できる可能性が最も高いと考えられる。
ii. 味覚受容体試料の大量調製系の構築と発現・精製条件の確立
本課題にて見いだした良好な性質を示す味覚受容体味認識ドメイ
ン お よ び 細 胞 外 ド メ イ ン に つ い て 、結 晶 化 を 目 指 し た 大 量 調 製 用 の
発現系を構築し、タンパク質の発現・精製条件を確立した。まず、
常 法 に 基 づ い て 組 換 え バ キ ュ ロ ウ ィ ル ス を 作 成 し 、各 種 の 昆 虫 培 養
細胞にトランスフェクションして、タンパク質発現実験を行った。
発 現 条 件 を 至 適 化 し た 結 果 、 HighFive 細 胞 を 用 い て 1L あ た り
0.6-0.9mg程 度 の 分 泌 発 現 が 見 ら れ る 条 件 を 確 立 し た 。 得 ら れ た 発
現タンパク質はそのままでは凝集しやすいなど不安定な性質を示
し 精 製 が 困 難 だ っ た が 、 精 製 タ グ と し て FLAGタ グ を 採 用 し 試 料 の
安 定 化 の た め に 受 容 体 の リ ガ ン ド 存 在 下 で 精 製 を 行 っ た 結 果 、結 晶
化に供するのに充分な純度を持つ試料を安定に調製する条件を確
立 し た 。 特 に 、 上 記 iで ヘ テ ロ 二 量 体 形 成 が 見 ら れ た コ ン ス ト ラ ク
ト に つ い て は 、大 量 調 製 系 で も ヘ テ ロ 二 量 体 と し て 精 製 標 品 を 得 る
こ と に 成 功 し た 。現 在 よ り 大 量 か つ 良 質 な 試 料 調 製 が 行 え る よ う 発
現・精製条件について引き続き至適化を進めている。
iii. 味覚受容体試料の結晶化条件の探索
得られた精製試料を用いて、結晶化条件の探索に着手した。結晶化条件の
スクリーニングは微量の試料を用いてマイクロチップでの自由界面拡散法
にて行い、得られた条件の至適化はシッティングドロップ蒸気拡散法にて
行った。その結果、硫酸アンモニウムを沈殿剤とする条件を中心に、結晶
様のものが析出する条件をいくつか見いだした。現在引き続き結晶化条件
の探索と至適化を進めている。
（３）機能解析に関する
進捗及び成果

i 味覚受容体変異体の味覚応答解析による味覚受容体構造特性の解明
甘味受容体(T1R2/T1R3)およびうま味受容体(T1R1/T1R3)の機能や構造特性
を理解するため変異体を作成し、味物質への応答性について細胞内カルシ
ウム濃度変化を指標に解析した。
(i-1) mGluR1 とのキメラ変異体の解析
T1R ファミリーと構造的に類似である G タンパク質共役型受容体 mGluR1
を用いてヒト T1R ファミリー（hT1R1 および hT1r2）のシグナル配列およ
び膜貫通ドメイン以降の領域を mGluR1 に置換した変異体を作製し、T1R3
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と培養細胞に共発現させて、旨味および甘味応答能について野生型と比較
した。その結果、膜貫通部位以降の置換は応答性が不安定化する、あるい
は減少する傾向があるのに対して、シグナル配列の置換は応答性に影響を
与えないことが明らかになった。この情報を利用し、hT1R2 のシグナル配
列を mGluR1 シグナル配列直下に検出タグを付加した配列に置換したとこ
ろ、生細胞状態で膜移行している受容体を抗体染色により検出できること
が確認できた。この系は変異体の応答特性と膜移行性の関連を解析するよ
い実験系となりうると考えられる。
(i-2) T1R ファミリーの１アミノ酸残基変異体の解析
mGluR1 の配列を参考に T1R2 の変異体の甘味応答性を調べることで、甘
味受容体の構造機能解析を行った。mGluR1 の二量体形成に関わるシステイ
ン残基が T1R1、T1R2 には存在していない。そこで、mGluR1 とマウス
T1R2(mT1R2)および hT1R2 の相同性を比較し、mGluR1 のシステイン残基
に相当すると考えられるアミノ酸残基をシステインに置換した変異体
（mT1R2Cys, hT1R2Cys）を作製して T1R3 と細胞に共発現させて甘味応答
能を調べた。その結果、mT1R2Cys、hT1R2Cys のいずれも甘味応答がほぼ
完全に消失することを見出した。そこで、i-1 で構築した生細胞状態で膜移
行している受容体を抗体染色により検出できる変異体（myc-hT1R2）につ
いても同様の残基をシステインに置換した変異体（myc-hT1R2Cys）を作製
して、甘味応答能と膜移行性を解析した。その結果、myc-hT1R2Cys は
hT1R2Cys と同様甘味応答がほぼ完全に消失することが観察された。また、
膜移行している受容体は myc-hT1R2 とほぼ同程度観察されることから、甘
味応答能の消失は膜移行性の変化が原因でないことが示され、T1R2 の膜外
領域が何らかの構造変化を起こしている可能性が高いことが示された。
ii 甘味受容体及び旨味受容体に対する味覚阻害物質の結合性の検討
受容体機能を探る上でのツールとなる甘味阻害物質の阻害部位を解明する
ことを目的に、官能試験で甘味阻害効果があることが知られているギムネ
マ茶の抽出液と甘味受容体との相互作用について解析を行った。ヒト甘味
受容体 hT1r2/hT1R3 発現細胞を 0.001%ギムネマ抽出物で処理した後バッフ
ァーで洗浄してから甘味刺激を行ったところ、甘味応答の阻害が観察され、
hT1r2/hT1R3 にギムネマ酸が結合して甘味応答を阻害していることが明ら
かになった。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず

0件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

4件

５．グループ全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
構造研究においては、結晶化に適した良好な性質を持つ受容体細胞外ドメインを見いだすことに成功
し、試料調製がほぼ達成され現在結晶化条件の探索を進めている状況である。当該ドメインは mGluR1
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の結晶構造を用いた分子置換法による構造解析が可能と予想され、良好な X 線回折を示す結晶がたとえ
１つでも得られれば、すぐに構造解明に結びつく可能性が高い。これらの状況から、現在味覚受容体の
構造解明という最大の目標にかなり近づいている研究段階であると考える。また、当該ドメインは受容
体各部位の中でも味認識を担う機能上最も重要な部位であるため、今後得られる構造情報から直接味物
質認識機構の解明につながる重要な知見が得られるものと考えている。加えて、培養細胞を用いた当該
受容体の機能解析系はすでに構築できており、また味物質認識機構のさらなる理解につながる味覚受容
体の変異体解析や阻害物質解析も現在並行して進んでいる。これらの状況から、本課題は今後目標の達
成が期待できる段階まで研究が進展していると考える。
７．課題内の情報共有・連携体制
代表機関は構造生物学的手法、分担機関は分子生理学的手法という互いの専門分野の違いを活かし、受
容体の安定発現条件の検討という共通の課題については、それぞれの手法で並行して進めながらお互い
の情報を共有することによって問題の解決をはかる一方、代表機関が構造解析を行う受容体遺伝子の機
能解析を分担機関で行い、分担機関が解析を行う変異体設計を代表機関が立体構造上の観点から支援す
るなど、互いにそれぞれの機関で実施する研究の支援を行っている。これらの情報共有のため、研究進
捗状況報告会を平成 20 年度末までに計４回開催し、本課題の業務参加者が会して研究進捗状況の報告
および研究計画の打ち合わせを行った。さらに、両機関の代表者は電子メールや電話などで随時研究打
ち合わせを行っており、常に互いの最新の研究進捗状況を把握している状態にある。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
構造解析のための味覚受容体試料の発現スクリーニングでは、技術開発・生産領域課題「膜タンパク質
結晶化の革新的支援法の開発」（代表・京都大学加藤博章教授）にて開発した昆虫培養細胞用試料スク
リーニングシステムや GFP 関連技術を活用することで、良質のコンストラクト発見に結びつけること
ができた。また今後、技術開発・解析領域課題にて建設予定の SPring-8 マイクロフォーカスビームライ
ンを利用した結晶構造解析、技術開発・制御領域課題で構築されている化合物ライブラリーを利用した
味物質・味阻害物質探索および受容体を安定化させるリガンド探索を検討している。（次項参照）
９．今後の展望
味覚受容体味認識ドメインについては、現在精製試料の収量や糖鎖切断条件、受容体安定化条件などい
くつかの課題が残っているものの、結晶化実験レベルの試料調製が達成できており、その構造解明が射
程圏内にあるといえる。今後試料調製条件の至適化を行い、結晶構造解明を目指す。構造解析が達成で
きれば、両機関で連携して構造の解釈、機能実験のデザインを行い、構造生物学的および分子生理学的
アプローチから機能実験を行って、受容体の味物質認識機構解明へと結びつける。平成 22～23 年度に
は、これまでの発現スクリーニング結果を利用し、味覚受容体全長での構造解析に着手する。さらに結
晶構造を解明することができた味覚受容体（非ヒト由来）について、今後の味覚受容解析の基盤となる
プラットホーム受容体（以降 PF 味覚受容体と略す）と位置づけ、原子レベル（結晶構造）、分子・細胞
レベルから個体レベルまでの一連の評価系を確立し、受容体レベルでの味物質認識から個体レベルの味
覚受容にいたるまでのメカニズムの解明に向けた研究に着手する。さらに PF 味覚受容体の構造解析結
果と機能解析系を利用して、ヒト味覚受容体の構造・機能解析や、ヒトへの応用を前提とした新規味物
質の探索と評価を行い、立体構造情報に基づく新たな味物質開発のモデルを提唱する。
＜平成 21 年度研究計画＞
（構造 G）PF 味覚受容体味認識ドメインについて、発現・精製条件を至適化し、結晶化条件の探索お
よび至適化を行って、結晶構造を決定する。また、現在明らかになっている味物質との複合体の構造解
析も行い、味覚受容体の味認識機構を明らかにする。
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（機能 G）これまでの取り組みで味物質受容に重要と示唆された部位の変異体解析を進め、受容体の機
能部位を特定する。また、引き続き味覚阻害物質の作用機序に関する解析をすすめ、構造Ｇの研究で構
造解析の対象となった PF 味覚受容体と味覚阻害物質の相互作用について解析を行う。
＜平成 22 年度研究計画＞
（構造 G）これまでに得られている味覚受容体細胞外ドメインの試料スクリーニング結果を参考に、味
覚受容体全長の発現スクリーニングを行い、構造解析に着手する。並行して、PF 味覚受容体に結合す
る化合物の生化学的結合解析および受容体との複合体の結晶構造解析を行う。
（機能 G）明らかになった結晶構造をもとに PF 味覚受容体およびヒト味覚受容体変異体を設計し、そ
れらの味覚応答変化を調べる。また、結晶構造をもとにインシリコスクリーニングを行い、必要に応じ
化合物ライブラリーを利用して、受容体を発現させた培養細胞を用いてその結合能の解析を行う。
＜平成 23 年度研究計画＞
（構造 G）引き続き味覚受容体全長の構造解析を進めると共に、機能 G で見いだされた新規化合物との
複合体の結晶構造解析も行い、味認識機構の詳細を解明する。
（機能 G）変異により応答性に変化のある部位の機能解析を行い、機能特性を解明する。また受容体と
結合する可能性が示唆された化合物について、個体を用いた嗜好性の解析による呈味性の評価を行う。
１０．特記事項
・結晶化に成功する可能性が高いと考えられる試料調製に成功している．
本課題にて、結晶構造解析の成功例がある mGluR1 リガンド結合ドメインと同程度に良質な味覚受容体
コンストラクトを見いだし、良質の結晶化用試料を調製する条件を確立できている。さらに、mGluR で
報告されているのはホモ二量体構造であるが、本課題では味覚受容体をはじめ精神疾患治療薬の標的分
子として重要な GABA 受容体などのクラス C 型 GPCR の主要な機能単位であるヘテロ二量体での試料
調製が達成できている。これらのことから、本課題で得られるであろう構造情報は、ロドプシンをはじ
めとするクラス A 型 GPCR とくらべても構造研究が遅れているクラス C 型 GPCR の構造・機能研究に
も重要な情報をもたらすと考える。また、当該ドメインは受容体の N 末端に存在しており、この部位が
受容体全長の発現性にも大きく影響すると予想されるため、今後受容体全長の構造解析にむけた試料ス
クリーニングを進める上でも現在極めて重要な情報を手中にしている状態であるといえる。
・受容体レベルでの味物質認識から個体レベルでの味覚受容にいたるまでの機構解明を目指す
構造 G で確立する結晶構造解析系および生化学解析系、機能 G ですでに確立している培養細胞での機
能解析系および分担機関に既存で保有する人工餌の作製装置および技術を利用して立ち上げる予定の
動物実験系を統合することにより、味覚受容研究について世界的にも例のない原子レベル（結晶構造）
、
分子・細胞レベルから個体レベルまでの一連の解析プラットホームを確立し、総合的なメカニズム解明
に着手する目処が立っている。
１１．委託研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度（見込み）

計

設備備品費（千円）

9,507

2,272

2,368

14,147

人件費（千円）

9,788

9,750

6,209

25,747

業務実施費（千円）

7,628

13,362

15,654

36,644

間接経費（千円）

8,077

7,616

7,269

22,962

35,000

33,000

31,500

99,500

合計（千円）
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質
「なし」

２．論文のリスト
Shindo Y, Miura H, Carninci P, Kawai J, Hayashizaki Y, Ninomiya Y, Hino A, Kanda T, Kusakabe Y.
Galpha14 is a candidate mediator of sweet/umami signal transduction in the posterior region of the mouse
tongue.

Biochem Biophys Res Commun 376(3) :504-508 (2008)

Singh SK, Piscitelli CL, Yamashita A, Gouaux E.
“A competitive inhibitor traps LeuT in an open-to-out conformation”
Science (2008) 322, 1655-1661.
Ihara M, Okajima T, Yamashita A, Oda T, Hirata K, Nishiwaki H, Morimoto T, Akamatsu M, Ashikawa Y,
Kuroda S, Mega R, Kuramitsu S, Sattelle DB, Matsuda K.
“Crystal structures of Lymnaea stagnalis AChBP in complex with neonicotinoid insecticides imidacloprid and
clothianidin.”
Invert Neurosci. (2008) 8, 71-81.
Singh SK, Yamashita A, Gouaux E.
“Antidepressant binding site in a bacterial homologue of neurotransmitter transporters.”
Nature (2007) 448, 952-956.

３．特許出願リスト
「なし」
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多糖の輸送・分解に関わる細菌由来超分子の構造生物学とその食品・環境
分野への応用
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
グラム陰性のスフィンゴモナス（Sphingomonas）属細菌 A1 株は、
アルギン酸
体腔
多糖アルギン酸を高分子のまま細胞内に輸送し、細胞質で分解する
レセプター
(フラジェリン
細胞表層
（右図）。A1 株における高分子多糖の新規な輸送・分解機構（「超チ
ホモログ)
AlgR
外膜
ャネル」）には、以下の主要なタンパク質が機能する。TonB 依存外
膜トランスポーターAlgR;アルギン酸をペリプラズムに輸送する）、
ペリプラズム
AlgQ2
鞭毛タンパク質フラジェリンホモログ（細胞表層アルギン酸レセプ
AlgQ1
ター）、ペリプラズム局在性結合タンパク質（AlgQ1,AlgQ2;アルギン
酸を ABC インポーターに運搬する）
、内膜 ABC インポーター（4 量
体：AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS;アルギン酸を細胞質に輸送する）、及
内膜
び細胞質局在性アルギン酸リアーゼ（A1-I,-II,-III,-IV,-II’,-IV’;アルギ
AlgM1
AlgM2
ン酸を単糖にまで分解する）。
本研究は、A1 株の「超チャネル」を構成する細胞表層タンパク質
AlgS
AlgS
ネットワーク[特に細胞表層レセプター（フラジェリンホモログ）と
細胞質
A1-II
'
A1-III
ABC インポーター]の構造と機能を明らかにすることを目的とする。
A1-I
A1-II
また、アルギン酸リアーゼを始めとする多様な多糖分解酵素（リア
A1-III
A1-IV
ーゼとヒドロラーゼ）について、Ｘ線結晶構造解析を行い、これら
酵素機能を応用した新規食品多糖の分子設計、並びに多糖を主体と
するバイオフィルムの除去を基本とした細菌感染症に対する治療や
腐食防御への応用を図る。
A1 株の高分子物質取り込み系
M

M
M

G

M
M

G

M
G

制御

M

M

(AlgQ1,AlgQ2)

M

G

M
G

活性化

M

M
M
M
G

M

ATP

M

M

aly
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G

G

M

M

a1-I
a1-II
a1-III

ADP

G

G

G

M

M M
M

algQ2

a1-IV

M

a1-IV'

G

M

a1-II'

２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
①細胞表層レセプター
（１）成果概要
A1 株由来細胞表層レセプターとして機能するフラジェリンホモログの
結晶構造を分解能 2.0Å で決定した（左図 1）。変異体解析により、レセプタ
ーのアルギン酸結合には、N 末端領域（残基番号 20-40）或いは C 末端領域
（353-363）が重要であることを明らかにした。レセプターの細胞表層提示
機構に関して、レセプターと相互作用する細胞表層タンパク質 SPH2681（50
kDa）を分離し、本タンパク質がメタロペプチダーゼであることを同定した。
②ABC インポーター
N 末端に His タグを付加した ABC タンパク質（AlgS-AlgS）を大腸菌発
現系から、C 末端に His タグを付加した膜貫通タンパク質（AlgM1 と AlgM2）
を昆虫細胞-バキュロウィルス発現系から、各々精製し結晶化に供した。
ABC タンパク質について、その高次構造を分子置換法により決定中である。
また、膜複合体 ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の発現系を
大腸菌内で構築し、細胞膜画分より精製した。ABC インポーターの結晶化
を試みたところ、X 線回折データを与える結晶を得た。X 線結晶構造解析
と平行して、ABC インポーターの構造モデルを in silico で分子構築し、ABC
図 1.レセプター結晶構造
タンパク質と膜貫通タンパク質との相互作用様式を考察した。
③多糖分解酵素
細菌に普遍的に存在するペプチドグリカン分解酵素の結晶構造を、グリ
コシダーゼ（GH）ファミリー73 タンパク質として初めて決定した。また、
各種の多糖分解酵素とリガンド（基質・反応産物）との複合体の高次構造
を決定し、リガンドと相互作用する残基を同定した。当該残基の変異体を
作製し、変異体の速度パラメーターを決定することにより、その役割を明
らかにした。超精密（高分解能）構造解析により、アルギン酸リアーゼ A1-II’
の触媒作用には基質の取り込みと産物の遊離が可能となるループの開閉運
動が必要であることを明らかにした。比較構造解析により、多糖リアーゼ
における作用様式（エンド/エキソ型）に関わる構造要因を決定した。
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（２）構造解析に関する
進捗及び成果

図 2.レセプター構成要素

図 3.ABC インポーター
in silico モデル

図 4.A1-II’結晶構造

図 5.YesW 結晶構造

図 6.UGL 結晶構造

①細胞表層レセプターの構造解析
N 末端 53 残基と C 末端 45 残基を欠失させたレセプター（∆N53C45）の結
晶構造を分解能 2.0Å で決定した（1 頁,左図 1）。∆N53C45 の構造は、N 及び
C 末端領域のαドメインと中央領域のβドメインから成る（左図 2）
。両ド
メインは、2 本の短いペプチド配列で繋がっている。Thr62-Thr167 と
Asn283-Ala326 から成るαドメインは、2 本の逆平行に配置した長いαヘリ
ックス（H1 と H2）、2 つのβヘアピン（S1-S2 と S3-S4）、及び C 末端の 1
本のαヘリックス（H5）から構成される。Ser173-Gly281 から成るβドメイ
ンは 2 枚の逆平行βシート（A と B）をもち、各シートは各々4 本のβ鎖
（SA1-SA4 と SB1-SB4）から構成される。長いαヘリックス（H3）がシー
ト A とシート B との間に、短いαヘリックス（H4）が SB2 と SB1 との間
に存在する。全長タンパク質及び種々の断片化タンパク質についてアルギ
ン酸結合解析と結晶化を行った結果、N 末端 20 残基と C 末端 45 残基を欠
失させた∆N20C45 は、アルギン酸結合能を示し、分解能 1.6Å までの良好な
X 線回折データを与える結晶に成長した。現在、構造精密化中である。
②ABC インポーターの構造解析
ABC タンパク質（AlgS-AlgS）は N 末端に His タグ配列をもつ遺伝子組
換えタンパク質として調製し、結晶化した。得られた X 線回折データを用
いて、分子置換法による構造決定を試みている。大腸菌細胞膜に発現させ、
精製した膜複合体 ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）について、
低分解能ながら X 線回折データを与える結晶が得られた。現在、分解能の
向上、並びに ABC インポーターと結合タンパク質（AlgQ1 或いは AlgQ2）
との複合体の結晶化も実施している。
ホモロジーモデリングとドッキングシミュレーションを行い、ABC イン
ポーターの構造モデルを構築した（左図 3）。AlgM1 と AlgM2 は、6 回膜貫
通型タンパク質であり、2 量体全体で 12 本の膜貫通αヘリックスをもつ。
AlgS の ATP 結合部位付近には、ABC タンパク質の間でよく保存されてい
る P ループ及び LSGGQ モチーフがある。AlgM1 と AlgM2 の細胞質側に突
き出た短いαヘリックス（H4a）、AlgS の ENI モチーフ、及び Q ループの
相互作用により、複合体が形成されている。
③多糖分解酵素の構造解析
多糖リアーゼ、グリコシダーゼ（ヒドロラーゼ）、及び糖質イソメラーゼ
/エピメラーゼの X 線結晶構造解析を実施した。
アルギン酸リアーゼ A1-II’, vAL-1, Atu3025 多糖リアーゼは、一次構造に
基づいて 18 のファミリー（PL-1~18）に分類される。PL-7 に属する A1-II’
は、アルギン酸構成糖（マンヌロン酸 M とグルロン酸 G）の組成に依存し
ない広い基質特異性を示すため、アルギン酸バイオフィルムの分解や食品
多糖の修飾に有用である。A1-II’変異体 Y284F とアルギン酸 3 糖（GGG と
MMG）との複合体の構造から（左図 4）、M と G の両方との結合を許容す
る A1-II’のサブサイト構造を決定し、A1-II’の広い基質特異性を示す構造要
因を明らかにした。また、アルギン酸リアーゼ vAL-1 と Atu3025 の結晶構
造を、各々PL-14 と 15 タンパク質として初めて決定した（別紙 1）。
ラムノガラクツロナンリアーゼ YesW と YesX 枯草菌由来 YesW と YesX
の結晶構造を分解能 1.6Å で、PL-11 タンパク質として初めて決定した（左
図 5）。YesW と YesX は、共に 8 枚羽根（A~H）のβプロペラを基本骨格と
する。カルシウムイオンが各羽根（D を除く）に存在する。βプロペラ構
造は、他の多糖リアーゼファミリーには見られない新規なフォールドであ
った。また、エンド型 YesW とエキソ型 YesX の比較構造解析により、作用
様式（エンド/エキソ型）に関わる構造要因を決定した。
不飽和グルクロニルヒドロラーゼ UGL 細菌多糖ジェランとキサンタン
は、食品・医薬品分野で増粘剤として利用されている。当研究室で決定し
た Bacillus 属細菌 GL1 株由来α6/α6-バレル構造を基本骨格とする UGL（42
kDa）は、多糖リアーゼで処理した細菌多糖に作用し、新規な食品素材の分
子設計に有用である。UGL 相同性遺伝子（>40% identity）を連鎖球菌
（Streptococcus）並びに種々の病原性細菌のゲノムに見出し、UGL が宿主
細胞外マトリックス（グリコサミノグリカン）を分解する侵入因子として
機能することを示唆した。そこで、連鎖球菌 S. agalactiae 由来 UGL の結晶
構造を分解能 1.8Å で決定し、GL1 株 UGL と同様、分子中央に大きなクレ
フトをもつα6/α6-バレル構造をとることを明らかにした（左図 6）。
ラムノシダーゼ RhaB ラムノシダーゼは、植物配糖体ナリンジンに作用
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図 7.RhaB 結晶構造

図 8.PGH 結晶構造

（３）機能解析に関する
進捗及び成果

図 9.アルギン酸結合性

図 10.A1-II’Cys 変異体

し、ラムノースを遊離する。この反応により柑橘類に含まれる苦味成分が
除去されるため、本酵素は飲料分野で有用な酵素として期待されている。
Bacillus 属細菌 GL1 株由来 RhaB の結晶構造を分解能 1.9Å で決定した（左
図 7）。RhaB の高次構造は、ラムノシダーゼで初めての例である。RhaB 単
量体は 5 つのドメイン（N、D1、D2、A、及び C）から構成されている。
ドメイン A 以外の各ドメインは、β鎖が逆平行に配置する逆平行βシート
構造を形成し、βサンドイッチ構造を示す。一方、ドメイン A は 12 本のα
ヘリックスから成り、α6/α6-バレル構造をとる。
ペプチドグリカンヒドロラーゼ PGH 一次構造に基づいてファミリー
GH-73 に分類されるタンパク質は、殆ど全ての細菌に存在し、鞭毛ロッド
アセンブリー、ペプチドグリカン分解や自己溶菌に機能する。A1 株由来ペ
プチドグリカンヒドロラーゼ PGH の構造解析を進め、ファミリーGH-73 タ
ンパク質として最初の高次構造を分解能 1.7Å で決定した（左図 8）。PGH
は、リゾチーム様フォールドであるα/β-ローブ構造を基本骨格とし、両ロ
ーブの間には大きなクレフトをもつ。
アルドース/ケトースイソメラーゼ YihS 多反応を触媒する YihS とそのマ
ンノースとの複合体の構造から、本酵素の触媒反応機構を決定した。
①細胞表層レセプターの機能解析
レセプターにおけるアルギン酸結合領域を明らかにするため、全長
（WT）、N 末端 53 残基（∆N53）、C 末端 45 残基（∆C45）及び両末端（∆N53C45）
を欠失した変異体を作製し、表面プラズモン共鳴法によるアルギン酸結合
性解析に供した。WT、∆N53、及び∆C45 は濃度依存的にアルギン酸と結合性
を示すのに対し、∆N53C45 とアルギン酸との相互作用は見られなかった（左
図 9）。さらに、11 種類の断片化タンパク質を作製し、そのアルギン酸結合
能を調べたところ、N 末端領域（残基番号 20-40）或いは C 末端領域（353-363）
がアルギン酸結合に重要であることを明らかにした。レセプターの細胞表
層提示機構を解析するため、A1 株細胞表層タンパク質からレセプターと相
互作用するタンパク質（50 kDa）を分離した。ペプチドマスフィンガープ
リンティング（PMF）解析により、そのタンパク質遺伝子（sph2681）を同
定した。シグナルペプチドをもつ分泌タンパク質 SPH2681 は、SPH2682 と
ヘテロダイマーを形成し、メタロペプチダーゼ活性を示した。その構造解
析も進め、分解能 2.4Å の初期モデルを構築した。
②ABC インポーターの機能解析
ABC イ ン ポ ー タ ー 遺 伝 子 は 、 A1 株 ゲ ノ ム 上 で オ ペ ロ ン 構 造
（algS-algM1-algM2）をとる。構造・機能解析のため、AlgM2 の C 末端に
His タグ配列が付加されるように、オペロン遺伝子を発現ベクターに組み込
み、大腸菌細胞膜に ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）を発現
させた。細胞膜画分を界面活性剤（ドデシルマルトシド）で処理して得ら
れた可溶化 ABC インポーターを精製した。精製した ABC インポーター、
並びにそのプロテオリポソーム再構成系は、共に ATP 加水分解活性を示す。
また、その活性はアルギン酸と結合タンパク質（AlgQ1,AlgQ2）の存在下で
上昇することから、ABC インポーターは規則正しいフォールドを保持して
いることが分かった。現在、ABC インポーターのアルギン酸輸送活性、及
びそのペリプラズム基質結合タンパク質との相互作用を解析している。
③多糖リアーゼの機能解析
構造解析の結果に基づき、部位特異的変異解析を行い、各酵素の構造・
機能相関を明らかにした。得られた知見は、触媒反応の向上や基質特異性
の改変を可能とし、食品・環境分野へ応用可能な酵素の分子設計に繋がる。
アルギン酸リアーゼ A1-II’ A1-II’はリジッドなクレフトを覆う形で、フレ
キシブルな 2 つのループ L1（Pro133-Pro145）と L2（Ile193-Pro201）をもつ。
部位特異的変異により Asn141 と Asn199 の両方を Cys に置換し、ジスルフ
ィド結合による L1 と L2 の動きを固定した変異体 N141C/N199C を作製し
た（左図 10）。N141C/N199C の Vmax は野生型の 1.5％に低下していたが、還
元剤ジチオスレイトール DTT の添加によりジスルフィド結合を切断する
と、N141C/N199C の Vmax は 10 倍以上に上昇した。DTT によってループの
開閉（ダイナミクス）が可能となり、活性が上昇することが分かった。
ラムノガラクツロンナンリアーゼ YesW と YesX YesW とガラクツロン酸 2
糖やラムノースとの複合体の構造を決定した結果、糖はβプロペラの中心
に位置するクレフトに結合していた。その構造知見並びに部位特異的変異
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図 11.YesW 活性部位

図 12.UGL 活性部位

図 13.RhaB 活性部位

解析により、Arg452 と Lys535 が基質のカルボキシル基を認識する残基であ
り、活性クレフトの近傍に位置するカルシウムイオンが活性発現に重要で
あることが分かった（左図 11）。エンド型 YesW に見られないエキソ型 YesX
に特異な活性クレフトを覆うループ構造に関して、その削除により YesX を
エンド型 YesW 様酵素に分子変換することができた。
不飽和グルクロニルヒドロラーゼ UGL 連鎖球菌 UGL の酵素学的特性を
決定し、連鎖球菌と Bacillus 属細菌 GL1 株の UGL における基質特異性の相
違（連鎖球菌 UGL の硫酸化糖への作用機構）を考察した。不飽和コンドロ
イチン 2 糖との複合体構造から、GL1 株 UGL は硫酸基と結合しにくい活性
部位構造（His210）をもつことが示唆された。一方、連鎖球菌 UGL におい
て硫酸基の認識に関わる Arg236 を見出した（左図 12）。哺乳動物のグリコ
サミノグリカンは高度に硫酸化されているため、連鎖球菌 UGL の広い基質
特異性は本菌の感染を容易にすると考えられる。
ラムノシダーゼ RhaB RhaB とラムノースとの複合体の結晶構造を決定
し、活性部位を同定した。ドメイン A に結合するラムノースは、Asp567、
Glu572、Asp579、及び Glu841 と相互作用する（左図 13）。これらの残基は、
RhaB を含むファミリーGH-78 酵素に高度に保存されている。部位特異的変
異解析により、これら酸性残基による触媒反応機構を提唱した。
ペプチドグリカンヒドロラーゼ PGH A1 株の PGH 遺伝子破壊株では、レ
セプターの細胞表層での発現が低下する予備的結果を得た（解析進行中）。
そのため、本酵素がレセプターの細胞表層分泌（局在化）に関与すること
が示唆された。また、比較構造解析により、リゾチームを含め、ペプチド
グリカンに作用する酵素は、α/β-ローブを基本骨格にもつことが分かっ
た。活性部位では、プロトン供与残基 Glu は構造的に保存されているが、
求核性/塩基残基には多様性があることが示唆された。PGH は煮沸処理後で
も活性を示すため、その優れた熱安定性に関わる要因を解析している。
アルドース/ケトースイソメラーゼ YihS HPLC を用いた糖質プロファイル
解析により、YihS がイソメラーゼ/エピメラーゼであることを同定した。

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

19 件

PDB 登録の有無にかかわらず
構造解析したタンパク質数

30 件

４．グループ全体の論文発表件数

28 件

５．グループ全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
多糖の輸送・分解に関わる細菌由来超分子（①細胞表層レセプター、②ABC インポーター、③多糖分
解酵素）の分子・構造生物学を推進し、計画目標をほぼ達成した。①細胞表層レセプター 鞭毛形成に
関与しない細胞表層レセプター（フラジェリンホモログ）の結晶構造を決定した。断片化タンパク質を
用いて、レセプターにおけるアルギン酸結合領域を特定した。レセプターと相互作用する細胞表層タン
パク質の同定は、鞭毛フラジェリンと異なる細胞表層提示機構の理解に繋がる。②ABC インポーター
ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の各サブユニットの単独発現に加え、大腸菌細胞膜にお
ける ABC インポーター（複合体）の安定発現と精製が可能となった。X 線回折データを与える ABC イ
ンポーターの結晶が得られ、構造決定に繋がる確かな基礎が作られた。③多糖分解酵素 各酵素とリガ
ンドとの複合体の構造解析を進め、基質特異性、触媒反応や作用様式に関わる構造要因を決定した。ル
ープ運動を制御する微細構造を解析し、機能発現に関わるタンパク質のダイナミクスを明らかにした。
以上により、構造知見に基づく至適化酵素の分子設計の礎を築いた。
７．課題内の情報共有・連携体制
本プロジェクトは単独機関（京都大学農学研究科 3 グループ）で推進しているが、グループの密接な
連携と円滑な運営を遂行するため、定期的に進捗報告会と技術検討会を開催し、プロジェクト全体の進
捗状況を確認するとともに個別に生じた課題の問題解決を図った。代表研究者が所属する研究室は微生
物学を専門とするが、構造生物学も実施できる環境にある。そのため、業務従事者は各タンパク質を構
造と機能の両面から解析している。また、代表研究者と分担研究者は個々に SPring-8 ビームタイム（一
般課題）を獲得しているが、現場では共同でデータを収集し、本プログラムの推進に努めている。
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８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
ABC インポーターは膜複合体であるため難易度の高いターゲットタンパクであるが、技術的課題を
克服するため本プログラム主催のワーキンググループやシンポジウムに積極的に参加し、情報交換並び
に収集を行っている。また、本プログラム提供の SPring-8 ビームタイムや宇宙結晶化実験に積極的に参
加し、難易度の高いターゲットタンパクの構造決定に注力している。今後、各酵素、タンパク質、トラ
ンスポーターの構造・機能相関を明らかにするため、各種化合物ライブラリーを使用する予定である。
本研究成果（発現、構造、機能、論文の情報など）は、情報プラットフォームに随時登録している。
９．今後の展望
平成 21 年度 ①細胞表層レセプター ∆N53C45 はアルギン酸結合能を示さないため、アルギン酸結合能
をもつレセプターとアルギン酸との複合体の構造を解析し（進行中）、その結合に関わる構造要因を明
らかにする。②ABC インポーター ABC インポーター（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の構造解析を進め、
高分子物質を輸送する ABC インポーターとして最初の構造を決定する。プロテオリポソームの再構成
系を用いて、高分子物質輸送と ATP 加水分解サイクルとの関連を解析する（輸送単位がアルギン酸分
子或いは構成糖残基のどちらかを明らかにする）。③多糖分解酵素 各酵素の構造学的知見に基づく機
能改変（至適化）酵素を分子設計し、多糖から成るバイオフィルムの除去を基本とした細菌感染症に対
する治療や腐食防御のエコシステム維持への応用、並びに新規食品多糖の素材設計を図る。平成 22 年
度 ①細胞表層レセプター ペプチドグリカン分解に関わる PGH 並びにレセプターと相互作用するメ
タロペプチダーゼの構造・機能解析を進め（進行中）、レセプターの細胞表層分泌/提示機構を明らかに
する。②ABC インポーター ABC インポーターと結合タンパク質との複合体構造を解析し（進行中）、
高分子物質輸送に関わる構造の全容を明らかにする。③多糖分解酵素 作用様式に関わる構造要因に基
づいて、エンド型酵素をエキソ型酵素に分子変換する。具体的には、セルロースなどのバイオマスから
単糖を遊離する酵素を創成する。平成 23 年度 ①細胞表層レセプター 細胞表層レセプターとして機能
するフラジェリンホモログの構造・機能相関に関する成果を、細菌全般にわたるフラジェリンの機能と
局在性、及び鞭毛の起源と分子進化に関する新たな研究領域の創造に繋げる。つまり、フラジェリンが
細胞表層での栄養認識レセプターから運動器官である鞭毛の構成成分に（その逆も含む）変換した可能
性を追究する進化プロセス研究に新たな視点を提供する。②ABC インポーター 既に、ABC インポー
ター遺伝子の導入に基づく輸送能を高めた強力な環境浄化細菌を分子育種している。そのため、ABC
インポーターの構造と機能に関する成果に基づいて、環境浄化細菌によるバイオレメディエーションに
新たな方法論を提供する。③多糖分解酵素 分子設計した各酵素の安全性を評価する。
１０．特記事項
（１）研究成果について
①細胞表層レセプター 細菌フラジェリンは、分子内の Flagellin_IN モチーフの有無により 2 種類に大
別される。Flagellin_IN モチーフはフラジェリン以外の鞭毛タンパク質にも見られるため、鞭毛形成に
関わる構造要因として重要である。A1 株細胞表層レセプターの構造は、フラジェリンとしてはサルモ
ネラ菌（大阪大学・難波教授グループ）に次いで 2 例目となるが、Flagellin_IN モチーフを含むフラジ
ェリンとしては最初の例であり、Flagellin_IN モチーフの構造・機能相関を解明する端緒となる。
②ABC インポーター アルギン酸 ABC インポーターの結晶化は、高分子物質輸送系の最初の例であり、
これまで低分子基質に限定されていた輸送体に加え、新たに高分子物質を取り込む分子機構の解明に繋
がる。高分子物質輸送に関わる細胞表層レセプターと ABC インポーターの構造・機能解析は、A1 株を
含めた細菌の特異な生存戦略と高分子物質輸送のシグナル伝達機構を理解する上で重要であり、「如何
に細菌が細胞外低分子化酵素に依存せず、高分子物質を直接取り込む能力を獲得したか」という進化を
含めた問題を解決する端緒となることが期待される。
③多糖分解酵素 本研究で決定した多糖分解酵素（リアーゼ A1-II’,YesW,vAL-1,Atu3025 及びヒドロラ
ーゼ UGL,RhaB,PGH）の構造は、各酵素が分類されるファミリー（PL-7,11,14,15 及び GH-88,78,73）に
おいて最初の例である。これまでの研究と併せて、多糖リアーゼの網羅的な構造・機能解析は、一次構
造に依らない高次構造による酵素分類法を提唱し、基質認識と触媒反応に関わる構造共通性を明らかに
した。これらの成果は、学術的のみならず、実用可能な酵素の分子設計に繋がる。バイオ燃料製造にお
ける糖化過程では、高効率の単糖生産が重要である。そのため、作用様式（エンド/エキソ型）に関す
る酵素の分子変換は、広範な未利用バイオマスの利活用に有効な技術となる。
（２）人材育成
博士学位を取得したばかりの博士研究員を本プロジェクトで採用し、これまでの可溶性酵素のみならず
膜複合体の構造・機能解析を実践できる人材に育成した。
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１１．委託研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）
人件費（千円）
業務実施費（千円）
間接経費（千円）
合計（千円）

２０年度

２１年度（見込み）

計

0

0

0

0

5,253

7,820

6,228

19,301

10,132

3,719

4,541

18,392

4,615

3,461

3,231

11,307

20,000

15,000

14,000

49,000
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名
アルギン酸リアーゼ vAL-1

PDB ID
3A0N

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）
役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）とグルクロン酸
との複合体、重要性：緑膿菌バイオフィルムと食品多糖
の分解に関わる構造要因の解明（投稿論文準備中）、難
易度：標準。

アルギン酸リアーゼ vAL-1

3GNE

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）、重要性：緑膿
菌バイオフィルムと食品多糖の分解に関わる酵素の構
造決定（ファミリーPL-14 で最初の構造）（投稿論文準
備中）、難易度：易。

アルギン酸リアーゼ Atu3025

3A0O

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）、重要性：エキ
ソ型でアルギン酸を分解する酵素の構造決定（ファミリ
ーPL-15 で最初の構造）
（投稿論文準備中）、難易度：難
（難結晶性）
。

アルギン酸結合タンパク質

3A09

AlgQ1

役割：アルギン酸結合タンパク質（外膜から内膜への基
質の輸送）と基質マンヌロン酸 3 糖（MMM）との複合
体、重要性：本タンパク質による ABC トランスポータ
ーへのアルギン酸輸送機構の解明（投稿論文準備中）、
難易度：易。

不飽和グルクロニルヒドロラ

2ZZR

ーゼ UGL

役割：連鎖球菌由来不飽和グルクロニルヒドロラーゼ
（グリコサミノグリカン分解酵素）、重要性：連鎖球菌
に よ る 宿 主 細 胞 侵 入 機 構 の 解 明 （ JBC 論 文 投 稿 中
M9:01465）、難易度：標準。

ペプチドグリカンヒドロラー

2ZYC

ゼ PGH

役割：ペプチドグリカンヒドロラーゼ（ペプチドグリカ
ン分解酵素）、重要性：本酵素による細胞表層レセプタ
ーの分泌機構の解明（ファミリーGH-73 で最初の構造）、
難易度：標準。

ラムノガラクツロナンリアー

2ZUY

ゼ YesX

役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する
酵素（リアーゼ）、重要性：エキソ型でラムノガラクツ
ロナンを分解する酵素の構造決定（エンド/エキソ型作
用様式に関わる構造要因の解明）、難易度：標準。

ラムノガラクツロナンリアー

2ZUX

ゼ YesW

役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する
酵素（リアーゼ）とラムノースとの複合体、重要性：本
酵素による基質構成単糖の認識機構の解明、難易度：標
準。

アルドース/ケトースイソメラ

2ZBL

役割：サルモネラ菌由来糖質代謝に関わる酵素（アルド
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ーゼ YihS

ース/ケトースイソメラーゼ）とマンノースとの複合体、
重要性：本酵素による多反応（イソメラーゼとエピメラ
ーゼ）の触媒機構の解明、難易度：標準。

アルドース/ケトースイソメラ

2RGK

ーゼ YihS

役割：大腸菌由来糖質代謝に関わる酵素（アルドース/
ケトースイソメラーゼ）、重要性：多反応（イソメラー
ゼとエピメラーゼ）を触媒する酵素の構造決定、難易
度：標準。

アルギン酸レセプター∆N53C45

2ZBI

役割：細胞表層に局在するアルギン酸レセプター、重要
性：フラジェリンと相同性を示すアルギン酸レセプター
の構造決定（Flagellin_IN モチーフの最初の構造）、難易
度：難（タンパク質凝集性）。

アルギン酸リアーゼ A1-II’

2Z42

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）、重要性：本酵
素の触媒反応に関わるループの閉じた構造の決定、難易
度：易。

アルギン酸リアーゼ A1-II’

2ZA9

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体
N141C/N199C、重要性：本酵素の触媒反応に関わるルー
プ開閉機構の解明、難易度：易。

アルギン酸リアーゼ A1-II’

2ZAA

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体 Y284F
とアルギン酸 4 糖 GGMG との複合体、重要性：本酵素
の触媒反応機構の解明、難易度：難（サブサイト-1 と+1
に糖残基の挿入が困難）
。

アルギン酸リアーゼ A1-II’

2ZAB

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体 Y284F
とアルギン酸 3 糖 GGG との複合体、重要性：本酵素の
グルロン酸認識機構の解明、難易度：標準。

アルギン酸リアーゼ A1-II’

2ZAC

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）変異体 Y284F
とアルギン酸 3 糖 MMG との複合体、重要性：本酵素の
マンヌロン酸認識機構の解明、難易度：標準。

ラムノガラクツロナンリアー

2Z8S

ゼ YesW

役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する
酵素（リアーゼ）とガラクツロン酸 2 糖との複合体、重
要性：ラムノガラクツロナンリアーゼによる基質構成単
糖ガラクツロン酸の認識機構の解明、難易度：難（糖残
基の挿入が困難）。

ラムノガラクツロナンリアー

2Z8R

ゼ YesW

役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する
酵素（リアーゼ）、重要性：エンド型でラムノガラクツ
ロナンに作用する酵素の構造決定（ファミリーPL-11 で
最初の構造）
、難易度：標準。

ラムノシダーゼ RhaB

2OKX

役割：植物配糖体を分解する酵素、重要性：ナリンジン
に作用する（苦味除去）酵素の構造決定（ファミリー
GH-78 で最初の構造）、難易度：標準。
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ABC

イ ン ポ ー タ ー

AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS

役割：アルギン酸を輸送する膜複合体 ABC インポータ
ーとアルギン酸結合タンパク質 AlgQ2 との複合体、重
要性：両タンパク質による高分子基質の授受機構の解
明、難易度：非常に困難（膜複合体）、登録していない
理由：高分解能のデータ取得と位相の決定に至っていな
い。

ABC

イ ン ポ ー タ ー

AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS

役割：アルギン酸を輸送する膜複合体 ABC インポータ
ー、重要性：高分子基質を輸送する最初のインポーター
の構造決定、難易度：困難（膜複合体）、登録していな
い理由：高分解能のデータ取得と位相の決定に至ってい
ない。

外膜アルギン酸結合タンパク

役割：細胞外膜に局在するアルギン酸結合タンパク質、

質 Algp7

重要性：細胞外アルギン酸の細胞表層（体腔）への濃縮
機構の解明、難易度：標準、登録していない理由：位相
の決定中。

メタロペプチダーゼ SPH2681

役割：細胞表層レセプターと相互作用するメタロペプチ
ダーゼ（SPH2682 とヘテロダイマーを形成）、重要性：
レセプターの細胞表層提示機構の解明、難易度：標準、
登録していない理由：構造精密化の進行中。

ラムノシダーゼ RhaB

役割：植物配糖体を分解する酵素にラムノースをソーキ
ング、重要性：本酵素の基質認識機構の解明、難易度：
難（糖の電子密度マップが不明瞭）、登録していない理
由：構造精密化の進行中。

ABC タンパク質 AlgS-AlgS

役割：ATP 分解酵素（エネルギー産生）、重要性：ABC
インポーターにおけるエネルギー産生機構の解明、難易
度：難、登録していない理由：位相の決定中。

アルギン酸レセプター∆N20C45

役割：細胞表層に局在するアルギン酸レセプター、重要
性：アルギン酸結合能をもつアルギン酸レセプターの構
造決定（アルギン酸結合に関わる構造要因の決定）、難
易度：難（難結晶性）、登録していない理由：構造精密
化の進行中。

不飽和グルクロニルヒドロラ

役割：連鎖球菌由来不飽和グルクロニルヒドロラーゼ変

ーゼ UGL

異体 D115N に基質コンドロイチン 2 糖をソーキング、
重要性：連鎖球菌 UGL の基質認識機構の解明、難易度：
難（リガンドが入らない）、登録していない理由：酵素糖の複合体を形成していない。

ラムノガラクツロナンリアー

役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

ゼ YesW

酵素（リアーゼ）変異体 R452A に基質ラムノガラクツ
ロナン 4 糖をソーキング、重要性：ラムノガラクツロナ
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ンリアーゼの反応機構の解明、難易度：難（リガンドが
入らない）、登録していない理由：酵素-糖の複合体を形
成していない。
ラムノガラクツロナンリアー

役割：植物細胞壁多糖ラムノガラクツロナンを分解する

ゼ YesW

酵素（リアーゼ）変異体 R452A にラムノガラクツロナ
ン 2 糖をソーキング、重要性：ラムノガラクツロナンリ
アーゼの反応機構の解明、難易度：難（リガンドが入ら
ない）、登録していない理由：酵素-糖の複合体を形成し
ていない。

アルギン酸リアーゼ Atu3025

役割：アルギン酸分解酵素（リアーゼ）にマンヌロン酸
3 糖（MMM）をソーキング、重要性：エキソ型アルギ
ン酸分解酵素の基質認識と触媒反応機構の解明、難易
度：難（低分解能）、登録していない理由：酵素-糖の複
合体を形成するが、分解能が低い。
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◎Hashimoto W, Maruyama Y, Itoh T, Mikami B, Murata K, Bacterial system for alginate uptake and
degradation, In "Alginates: Biology & Applications", Microbiology Monograph, volume 13 (Ed. Bernd
Rehm), Springer, in printing (2009).
◎Hashimoto W, Ochiai A, Momma K, Itoh T, Mikami B, Maruyama Y, Murata K, Crystal structure of the
glycosidase family 73 peptidoglycan hydrolase FlgJ, Biochem. Biophys. Res. Commun. 381(1):16-21 (2009).
◎Ogura K, Yamasaki M, Mikami B, Hashimoto W, Murata K, Substrate recognition by family 7 alginate
lyase from Sphingomonas sp. A1, J. Mol. Biol. 380(2):373-385 (2008).
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glycoside hydrolases and their role in bacterial pathogenesis, Int. Microbiol. 10(4):233-243 (2007).
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３．特許出願リスト
「なし」

- 337 -

課
代
代

題
表
表

機
研

関
究

者

名
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
AMP phosphorylase，ribose 1,5-bisphosphate (R15P) isomerase の機能解析を行い，本経路の生理的な役割を解明
すると共に，それらの発現，精製方法を検討し，構造解析に適する試料を調製する．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase，R15P isomerase など新規炭酸固定経路に関わる酵素を対象に，大量調製できたものについ
て結晶化・構造解析を行う．
3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の構造解析および機能改良
Tk-Rubisco の構造解析を行い，それを基により機能の向上した新たな変異体酵素を設計する．設計した変異
体酵素を実際に作製し，機能解析を行う．
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
本経路は細胞内で核酸の量的制御を担っていることを明らかにした．また構造解析
に十分な試料を調製した．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析による反応機構の解明
R15P isomerase の基質複合体の構造解析に成功し，その反応機構解明の糸口を掴ん
だ．AMP phosphorylase は発現・精製に成功し，計画通り現在結晶化を行っている．
3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の構造解析および機能改良
第一世代変異体 Rubisco の構造解析に成功し，それを基に機能が 5 割以上向上した
第二世代変異型 Rubisco の創製に成功した．

図 1: 本研究の課題概要
（２）構造解析に関する
進捗及び成果

(1) AMP phosphorylase の結晶構造解析
T. kodakaraensis 由来 AMP phosphorylase は超好熱菌由来酵素であるにもかかわら
ず熱処理により沈殿凝集するため，熱処理を要さない精製方法をあらためて確立し，
結晶化実験を行った．現在経過観察中である．
(2) R15P isomerase の結晶構造解析
セレノメチオニンを用いた SAD 法により，R15P isomerase の 2.5 Å 分解能での構造
解析に成功した．また基質 ribulose 1,5-bisphosphate との複合体構造も 2.6 Å 分解能で
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の解析に成功した．
R15P isomerase は結晶構造中で六量体を形成し
ていたが（図 2），これはゲル濾過による分析結
果と一致している．アミノ酸配列に相同性があ
る タ ン パ ク 質 は 二 量 体 で 存 在 す る が ， R15P
isomerase はこの二量体構造が 3 つ会合した四次
構造を形成していた（図 2 左で緑・水色・桃色
の各色）．単量体構造は，アミノ酸配列類似の
タンパク質とよく似ており，N 末端側（図 2 右
緑）と C 末端側（図 2 右 水色）の二つのドメ

図 2: R15P isomerase の
(左)六量体 (右)単量体構造

インに分けることができる．
基質の結合部位は，他の相同タンパク質と比較して，溶媒中に大きく露出していた．
これは，R15P isomerase のドメイン間を連結する長いヘリックス部位（図 2 右 桃色）
の構造が大きく異なることに起因する．また，相同タンパク質間で保存された C133
と D202 が基質近傍に位置することから（図 2 右），初めに R15P isomerase の D202 が
基質にプロトンを供与し，その後 C133 がプロトン授受あるいはカチオン中間体の安
定化に関わることで異性化反応が進行すると考えられる．これらの知見に基づく成果
は，まもなく投稿する（Nakamura A, et al., Crystal structure of the hexameric ribose
1,5-bisphosphate isomerase from Thermococcus kodakaraensis KOD1）．
(3) Tk-Rubisco 変異体の結晶構造解析とそれを基にした変異体の作製
Tk-Rubisco（T. kodakaraensis 由来 Rubisco）の機能向上を目指して，野生型と様々
な変異体の構造を比較することで，酵素活性が変化した理由を検討した．始めに野生
型 Tk-Rubisco と常温領域で優れた機能を示した SP4, SP6 変異体酵素（第一世代変異
体：基質結合部位をホウレンソウ由来 Rubisco の配列に置換したもの）について結晶
構造解析を行った．我々が以前解析した 2.7 Å 分解能のアポ型 Tk-Rubisco の構造では
活性ループが確認出来なかったため，反応中心のリシンを活性化（カルバミル化）し，
基質 ribulose 1,5-bisphosphate や，阻害剤 2-carboxyarabinitol 1,5-bisphosphate (2-CABP)
との複合体を作製し，構造解析を行う手法を確立した．
多数の変異体(または野生型)と基質等を組み合わせた複合体構造を解析したが(別
紙 1)，このうち 2-CABP を用いて，空間群 P21212 の結晶を得た場合に，2-CABP と活
性ループ部分の電子密度を確認することができた (図 3)．野生型と活性が上昇した変
異型の構造の比較から，(図 4)の矢印に示した方向に，変異を導入したヘリックスが
移動していることがわかった (図 4). 更に詳しく調べたところ，活性を上昇させる変
異では，①V330T 変異による水素結合生成と②N333F 変異に
よる水素結合喪失が必ず生じており, これに加えて③
Q332G/R335D の 二 重 変 異 に よ る 水 素 結 合 の 喪 失 か ④
D329I/N333F 二重変異による立体反発の導入のどちらかが
起きていることがわかった (図 4)．
この情報を基に，SP5 変異体に更に変異を導入すること
で，活性を上昇させることを試みた．SP5 変異株では，元々
N333F 変異と③Q332G/R335D 二重変異が導入されている．

①

図 3: Tk-Rubisco と
阻害剤 2-CABP の
複合体構造．黄色
は活性ループ．

SP5 変異株では，元々①N333F 変異と③Q332G/R335D 二重
変異が導入されている．この株に②V330T 変異を導入すれ
ば，上述の活性上昇の条件（①②に加えて③）が満たされ
る．
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詳細は機能解析の成果の項で述べるが，機能解析グループで実際に変異体を作製し
たところ，第二世代変異体となるこの SP5-V330T 変異体は，野生型と比べて 5 割以
上の活性上昇を示した．これらの成果はまもなく投稿する（Nishitani Y, et al.,
Structure-based optimization of a Type III Rubisco from a hyperthermophile）．
図 4: 野生型(WT: 緑)を SP6(桃色)に変
異させた際の変異導入 helix の構造変
化．変異により図の下方向に helix が移
動している．本文中①～③に対応する生
成または喪失した水素結合はシアンで
示した．水素結合の相手(主鎖原子を含
む)は青色で示す．本文中④に対応する
立体反発はマゼンタ矢印で示した．
（３）機能解析に関する
進捗及び成果

(1) AMP phosphorylase の速度論的解析
AMP phosphorylase が AMP による強いアロ
ステリック制御を受けることが分かった（図
5）．AMP 濃度が 5 mM 以上にならない限り酵
素活性はほとんど観察されない（Hill 定数 5
以上）．このことから AMP phosphorylase を初
発酵素とする新規炭酸経路は AMP を介して
細胞内の核酸濃度を調節している可能性が示

図 5: AMP phosphorylase の
アロステリック効果

唆された．また T. kodakaraensis 無細胞抽出液
の解析により，AMP phosphorylase は生体内においても組換え体の場合と同様に，約
50 量体に相当する巨大複合体を形成していることが明らかになった．
(2) 新規炭酸固定経路関連酵素の転写量解析
T. kodakaraensis をヌクレオシド添加・非添加培地で培養し，トランスクリプトーム
解析を行ったところ，AMP phosphorylase, R15P isomerase, Rubisco は，いずれも活性
が上昇する酵素の上位 10 位以内にあった．このことは，AMP phosphorylase の強いア
ロステリック効果と併せて，この代謝経路が余剰ヌクレオシドの再利用・核酸の資化
に関与することを支持する．
(3) AMP phosphorylase, Rubisco 遺伝子に関する遺伝学的解析と新規炭酸固定経路の
生理的役割解明
AMP phosphorylase 遺伝子 (deoA) 破壊株，Rubisco 遺伝子 (rbc) 破壊株，およびこ
れらの二重 (deoA/rbc) 破壊株を作製し，宿主株と増殖特性を比較した．宿主株にお
いては培地にヌクレオシドを添加すると，それを資化することができるため，細胞収
率が大きく上昇したが，破壊株では同様の細胞収率上昇は見られなかった（図 6）．
このことから，本経路がヌクレオシド・核酸の資化および細胞内核酸の量的制御に関
わることが示され，本経路の生理的役割の１つが解明された．
さらに，deoA, rbc 各破壊株と二重破壊株の増殖特性を比較したところ，二重破壊
株の生育は rbc 破壊株と同様であった．本代謝経路で deoA は rbc の上流に位置する
ことから，T. kodakaraensis の Rubisco は AMP を起点とする代謝だけでなく，新たな
代謝経路にも関与することが示唆された．
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(4) 構造を基にした Tk-Rubisco 変異
体の創製とその機能評価
構造解析の成果の項で述べた，高活
性となる第一世代変異体に共通な特
徴を基に，SP5 変異体に対して様々な
変異を導入した．そのうち V330T 変
異を導入した第二世代変異体
（SP5-V330T）は，これまでに作製し

図 6: deoA, rbc 破壊株等の増殖曲線

た変異体の中で最も高い活性を示し，野生型酵素と比
べて 73%高い kcat 値, 57%高い kcat/Km 値を示した．更
に，この SP5-V330T を導入した常温光合成細菌 R.
palustris は野生型 Tk-Rubisco を導入した株と比較して
55%高い比増殖速度を示し(図 7)，in vivo での機能も
大幅に向上していた．現在，この構造に基づく機能改
良について論文（前述の Nishitani Y, et al.）を投稿す
ると共に，SP5-V330T 変異体の構造解析を通して，さ
らに第三世代の変異体創製を行う計画である．

図 7: Rubisco 活性に依存
した R. palustris 増殖特性

３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

3件

PDB 登録の有無にかかわらず
構造解析したタンパク質数

8件

４．グループ全体の論文発表件数

18 件

５．グループ全体の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
おしなべて計画どおりに達成されており，一部，最終年度の目的まで達成したものもある．
機能改良された Tk-Rubisco 変異体酵素では，SP4，SP6 変異体酵素の立体構造をすでに解明し，計画を達成し
ている．Tk-Rubisco については，最終年度の目標である構造をもとにした常温環境での高活性型 Rubisco の創製
についても達成した．今後，さらに高活性型酵素を創製することにつなげる．
AMP phosphorylase，R15P isomerase については，本年度の目標である R15P isomerase の立体構造決定に成功
し，さらに最終年度の目標である異性化反応のメカニズム解明についても，酵素基質複合体の構造など重要な
知見をすでに得た．AMP phosphorylase については，早急に構造決定を行いたい．
７．課題内の情報共有・連携体制
我々，三木・跡見・今中のグループは，これまでに 10 年以上にわたって共同研究を行い，Maeda N, et al., J. Mol.
Biol. 293: 57-66 (1999) や Kitano K, et al., Structure 9: 473-481 (2001) の発表以来，いくつもの成果をあげている．
本プロジェクトにおいても，この関係を生かして，研究者の密な打合せを頻繁に行い，良好な情報共有を行っ
ている．特に実験に携わる研究者間での技術的な問題に深く踏み込んだ議論を重視しており，連携の実効性は
高い．グループ全体の研究成果の項で述べた，Tk-Rubisco の構造と活性上昇の関係性の発見と，それに基づく
機能向上型酵素の創製も，この緊密な連携による成果である．
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
本課題の代表研究者は，技術研究課題である「高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解
析技術の開発」の分担研究者であり，本課題に重要な放射光利用に関して技術研究課題との強い連携関係にあ

- 341 -

る．また，適宜，情報プラットフォームへの登録も行っている．
９．今後の展望
Rubisco: すでに最終年度の目標であった高機能型 Rubisco の創製に成功しているが，さらに機能を高めるため
の改良を試みる．平成 21 年度には，第二世代の高機能型変異体である，SP5-V330T 変異体の立体構造解析を行
い，さらに活性の高い第三世代変異 Rubisco 作製のための構造情報を得る．平成 22～23 年度には，第三世代変
異体の設計と作製を行う．このように構造・機能解析のグループ間での密な相互連携によってさらなる高活性
型 Rubisco を創製する．
R15P isomerase: 平成 21 年度には，平成 20 年度に合成した基質 R15P を用いた，R15P isomerase の kcat や Km 値
を得る．構造情報を基に作成した活性中心変異体 C133A や D202A の機能解析や，六量体形成に関わる変異体
（R307E や Y300R など）の活性とアロステリック効果の測定，ならびに構造解析を行い，本酵素が六量体を形
成する機能的意義を解明する．平成 22 年度には，反応中間体類似構造をとると考えられる基質 R15P の誘導体
を合成し，これらと酵素の複合体の構造解析を行う．平成 23 年度には，I180P など二量体形成も破壊すると考
えられる変異を導入し，その構造機能解析を行う．これにより課題開始時の計画であった R15P isomerase の反
応機構の解明に加え，多量体形成の意義と機構にも迫る．
AMP phosphorylase: 平成 21 年度は，精製の純度を上げて結晶化を繰り返すと共に，phosphoribosylpyrophosphate などの代謝中間体を加えることによる，その巨大な多量体構造への影響や酵素機能の変化を調べる．
多量体のサイズや均一度などに変化が見られた条件について結晶化を行い，平成 22 年度中の構造解析を目指
す．また，ランダム変異の導入などで多量体構造を変化させる方法も並行して試みる．平成 23 年度までに，
AMP phosphorylase の構造と反応ならびにアロステリック制御の機構を解明する．
新規炭酸固定経路の生理的役割: 今年度までの研究を通じて新規炭酸固定経路が細胞内核酸の量的制御に関与
していることを明らかにしたが，AMP phosphorylase/Rubisco の二重破壊株の増殖特性から Rubisco が関与する
新たな代謝経路の存在が示唆された．平成 21 年度には生理的役割が不明なペントース代謝関連遺伝子
（transketolase など）に着目して，それらと Rubisco との関係を明らかにする．平成 22, 23 年度中にはヌクレオ
シドの添加・非添加時に Rubisco と同様な制御を受ける機能未知遺伝子の機能解明を進め，新しいペントース
代謝機構・炭酸固定機構の全容を解明したい。
１０．特記事項
本プロジェクトの構造解析グループと機能解析グループの互いの密接なフィードバックにより，予定より 1
年早く構造を基にした高活性型 Rubisco の作製に成功した．今後もこの連携を継続することにより，さらに高
活性型の Rubisco を創製することは，十分可能であると考えられる．
１１．委託研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）
人件費（千円）
業務実施費（千円）
間接経費（千円）
合計（千円）

２０年度

２１年度（見込み）

計

926

4,123

265

5,314

5,604

8,489

8,660

22,753

18,855

11,234

13,383

43,472

7,615

7,154

6,692

21,461

33,000

31,000

29,000

93,000
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名

PDB ID

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）

Tk- Rubisco SP4 変異体と

Ligand を結合させた初めての Tk-Rubisco の構造．これ

反応生成物 3-PGA の複合体

らの構造解析により，Ligand 結合型 Tk-Rubisco の複合

Tk- Rubisco SP6 変異体と

体作成法が確立された．空間群が C2221 で，Ligand は結

反応生成物 3-PGA の複合体

合していたが，活性ループ部位の構造が disorder してい
た．現在構造の最終精密化中．

Tk-Rubisco SP6 変異体と

上記 3-PGA との複合体に阻害剤 2-CABP をソーキング

阻害剤 2-CABP の複合体

させて得た結晶構造．やはり活性ループ部位の構造が
disorder していた．現在構造の最終精密化中．

Tk-Rubisco SP6 変異体と

共結晶化法により得られた，空間群 P21212 の結晶を解

阻害剤 2-CABP の複合体

析したもの．活性ループ部位の構造も決定できた．10
量体で約 4500 残基と大きな蛋白質であるため解析は容
易ではない．現在最終構造精密化中．この複合体の解析
により，活性ループ部位を含む構造決定が可能な結晶作
成法が確立された．

Tk-Rubisco SP4 変異体と

3A13

阻害剤 2-CABP の複合体
野生型 Tk-Rubisco と

上記 SP6 変異体と同様の方法で得た SP4 変異体また野
生型 Tk-Rubisco と阻害剤 2-CABP の複合体の構造．これ

3A12

らの二つと，上記 SP6 変異体の 3 つの構造を比較するこ
とにより，構造面から見た SP4, SP6 変異体の活性上昇

阻害剤 2-CABP の複合体

の理由を見いだし，次世代の変異体作製のための重要な
知見を得た．
R15P isomerase

3A11

初めての R15P isomerase の構造解析例．新規炭酸固定系
路の第二段階を担う酵素で，ribose 1,5-bisphosphate を
ribulose 1,5-bisphosphate に変換する．六量体で約 1900 残
基であるため解析は困難を窮した．

R15P isomerase と

R15P isomerase とその基質の複合体構造．これによりこ

基質 ribulose 1,5-bisphosphate の

の酵素の反応機構に関する一定の知見が得られた．現在

複合体構造

構造の最終精密化中．
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
近年、医薬、農業、化学工業分野などにおいて光学活性体（キラル化合物）の需要はますます高まっ
ている。このような社会的背景から、必要とされる様々な種類のキラル化合物を立体選択的に高効率で
生産する方法の技術開発が求められている。キラル化合物合成において微生物由来タンパク質酵素を利
用した合成手法は、高効率で環境に優しい最も有効な手段の一つである。本研究では、種々のキラル化
合物合成酵素を中心に構造機能相関を明らかにし、さらに高効率で生産可能なキラル化合物合成反応系
の開発を行う。具体的には、１）炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）、２）β-ヒドロキシ-αアミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）、３）カルボニル不斉還元酵素（キヌクリジノン還元酵
素、アミノアルコール脱水素酵素、カルボニル還元酵素 S1 等）などをターゲットとする。これらの酵
素がもつ基質特異性、立体選択性及び触媒反応機構をタンパク質構造解析の手法によって構造生物学的
に理解する。タンパク質-基質複合体の立体構造情報を基にして、産業利用する際に高効率で働く改変
酵素の創生を目指す。
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

１）炭素二重結合不斉水素添加酵素について、Candida macedoniensis 由来旧
黄色酵素（CYE）と FMN 及び NADPH との複合体構造の決定に成功した。
この構造から活性部位を形成するアミノ酸残基を同定し、基質選択性を決定
する構造情報を取得した。２）β-ヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素について、
E. coli 由来スレオニンアルドラーゼ（LTA-E）と補酵素ピリドキサール 5’リ
ン酸（PLP）との複合体構造の決定に成功した。この構造からスレオニンの β
位の水酸基を認識する残基を同定し、L 体と L-allo 体への作用比率を決定す
る構造情報を取得した。３）カルボニル還元酵素について、キヌクリジノン
還元酵素の NADPH 利用型及び NADH 利用型の補酵素複合体構造の決定に成
功し、補酵素の結合様式と基質結合部位の構造を明らかにした。構造情報に
基づいて設計した変異体の活性評価により、NADPH から NADH への補酵素
要求性変換、基質の立体選択的な結合と親和性増強に関わる残基の同定に成
功した。また、カルボニル還元酵素 S1 と補酵素 NADPH との複合体構造、共
役ポリケトン還元酵素 CPR-C2 の立体構造を決定することにも成功し、基質
選択性を決定する構造情報を取得した。

（２）構造解析に関する
進捗及び成果

１）旧黄色酵素は、炭素二重結合の不斉水素添加触媒として幅広い応用が期
待されている。本課題では、キラル化合物 (4R,6R)-アクチノール（キサント
フィル類合成前駆体）合成系への利用が期待される C. macedoniensis 由来旧黄
色酵素（CYE）、Torulopsis sp.由来旧黄色酵素（TYE）について、2.5 Å 及び
3.0 Å 分解能の X 線回折データを取得し、CYE については、FMN 及び NADPH
との複合体構造を決定した。CYE と TYE は基質選択性に違いがあり、プロ
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キラル化合物ケトイソフォロン（KIP）には共通して作用できるが、(4S)-フ
ォレノールには TYE のみが作用できる。CYE の立体構造から触媒部位の構
造を明らかにし、KIP のカルボニル基と(4S)-フォレノールの水酸基を CYE が
区別して認識するための構造基盤を推定することができた。また、NADPH
に対する親和性増強の観点から CYE 及び TYE の高活性化に利用可能なピロ
リン酸基の認識に関わる構造情報を取得することができた。
２）スレオニンアルドラーゼは、β-ヒドロキシ-α-アミノ酸をグリシンと対応
するアルデヒドに可逆的に開裂する酵素である。本課題では L 体及び L-allo
体を異なる比率で触媒する複数の酵素の構造解析を進め、E. coli 由来スレオ
ニンアルドラーゼ（LTA-E）と補酵素 PLP との複合体構造を 2.6 Å 分解能で
決定した。この立体構造から、基質の β 位水酸基を認識する His 残基を同定
した。さらに、この His 残基の配向を制限して β 位水酸基の不斉化制御（L
体と L-allo 体の選択性決定）に関わる残基を推定することができた。
３）カルボニル還元酵素の一つであるキヌクリジノン還元酵素は、3-キヌク
リジノンを不斉還元して光学的に純粋な (R)-3-キヌクリジノールを生産する
酵 素 で あ る 。 Rhodotorula rubra 由 来 の NADPH 利 用 型 と Agrobacterium
tumefaciens 由来の NADH 利用型の補酵素複合体構造を 2.2 Å 及び 2.0 Å 分解
能で決定した。これにより補酵素結合部位の構造比較が可能となり、安価な
NADH への補酵素要求性変換に利用可能な構造情報を取得した。また、カル
ボニル還元反応を行うニコチンアミド環近傍に疎水的な基質結合ポケットの
形成を明らかにし、立体選択的な基質認識と基質の親和性増強に関わる残基
を推定することができた。他のカルボニル還元酵素について、大量発現系を
構築し、ほぼ全ての酵素の精製法を確立した。共役ポリケトン還元酵素
CPR-C2 及びカル
ボニル還元酵素
S1 については、1.7
Å 及び 1.9Å 分解能
で構造決定に成功
し、立体選択的な
基質認識を決定す
る構造情報を取得
し、基質選択性の
拡大などに応用が
可能となった。
（３）機能解析に関する
進捗及び成果

旧黄色酵素 CYE、スレオニンアルドラーゼ LTA-E、カルボニル還元酵素 S1
に関して、立体構造から推定した触媒反応機構、基質特異性及び立体選択性
に関わる残基に注目し、各種変異体の活性評価を進めている。具体的には、
１）CYE の基質 KIP 及び NADPH の結合に関わる残基の変異体による高活性
化、２）LTA-E の β 位水酸基の不斉化制御に関わる残基の変異体による L 体
と L-allo 体の選択性変化、３）S1 の基質選択性に関わる残基の変異体による
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基質選択性の拡大と立体選択性の変換、についてである。
カルボニル還元酵素の一つであるキヌクリジノン還元酵素については、
NADPH 利用型の構造に基づき、NADPH の 2’リン酸基を欠如した場合に、そ
の空間を充填してアデノシンのリボース環の認識を可能にする変異体を複数
作製し、酵素活性を評価した。これにより NADH 要求性変異酵素を取得する
ことに成功し、これを元にさらに活性の高い NADH 要求性変異酵素の設計と
活性評価を進めている。また、得られた NADH 要求性変異酵素を用いた(R)-3キヌクリジノール生産系での評価も進めている。基質結合部位に関する変異
解析も行い、キヌクリジノン還元酵素において空間的に保存された疎水性残
基が、基質の立体選択性制御に重要であることを明らかにした。一方、２種
類の酵素では、全く異なる機構を利用して基質に対する親和性を獲得してい
ることを明らかにした。NADPH 利用型では Ser, Gln などの親水性残基による
基質のカルボニル基との水素結合を利用し、NADH 利用型では Glu 残基によ
る基質の三級アミンとの静電相互作用を利用していた。これらの酵素の基質
結合能は mM オーダーと低いため、各酵素の親和性増強機構を組み合わせて
利用することにより、基質結合能を増強させた高機能化酵素の創出に結びつ
くと期待し、これらの活性評価に取り組んでいる。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

５件

PDB 登録の有無にかかわらず

６件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

９件

５．グループ全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
研究課題全体としてはおおむね順調に研究が進んでいる。旧黄色酵素群、スレオニンアルドラーゼ群、
カルボニル還元酵素群に関して、結晶化に適した純度及び量を確保できる手法をほぼ全ての酵素につい
て確立した。また、当初研究対象としてあげていた上記の酵素以外に、高効率で働く改変酵素の効率的
な設計に有用と期待される、スレオニンアルドラーゼの立体選択性変異酵素、アミノアルコール脱水素
酵素の安定性向上型変異酵素を取得し、結晶化のための大量供給系を一部確立した。
結晶化及び X 線結晶構造解析に関しても順調に成果が上がっている。これまでに、旧黄色酵素及びス
レオニンアルドラーゼについて、補酵素等との複合体構造を決定することに成功しており、基質特異性
と立体選択性を決定する残基の予測を可能にした。また、旧黄色酵素とその基質 KIP との共結晶も得ら
れており、より詳細な触媒反応機構の解析に役立つものと考えている。さらに、NADPH 及び NADH 利
用型の２種類のキヌクリジノン還元酵素の立体構造を決定することに成功しており、補酵素要求性と立
体選択性を決定する構造情報を取得した。他のカルボニル還元酵素についても結晶化スクリーニングを
精力的に行っており、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素 CPR-C2 の構造決定に成功した。
各酵素の構造情報に基づいて、酵素の触媒反応機構の解析と高機能化に関する研究も進めている。旧
黄色酵素とスレオニンアルドラーゼについては、構造情報から各種変異体を調製し、基質特異性と立体
選択性の評価を進めているところである。キヌクリジノン還元酵素については、NADPH 及び NADH 利
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用型の両方の構造情報を利用して複数の酵素変異体を調製し、基質の立体選択性と親和性増強、及び補
酵素要求性変換に関わる重要な残基を特定することに成功した。NADPH 要求性を NADH 要求性に変換
した変異酵素を用いて、実際の(R)-3-キヌクリジノール生産系での評価を進めている。
以上のように最終的な目標である高効率で働く改変酵素の創生に向けて、その基盤となる立体構造の
解析に複数の酵素で成功している。さらに、それら酵素の改変体の活性評価を実施して補酵素要求性の
変換や触媒反応及び立体選択的な基質結合に重要な残基の特定に成功し、酵素の高機能化に利用可能な
情報を多数取得していることから、現段階で 65％の達成度と評価する。残りの期間で、産業利用に資す
る高機能化酵素を得るために、構造解析グループと機能解析グループの連携を強め、酵素改変体の設計
と評価をより効率化するための計算化学的手法等を積極的に導入して、加速度的に研究を推進する。
７．課題内の情報共有・連携体制
京都大学大学院農学研究科（機能解析グループ）では、X 線結晶構造解析に供することのできる各酵
素タンパク質の安定供給系を確立し、大量供給可能となった酵素タンパク質を用いて、東京大学大学院
農学生命科学研究科（構造解析グループ）で X 線結晶構造解析を実施し、触媒反応機構の解明と酵素機
能改変（立体選択性の改変と精密化、基質特異性の拡大、酵素の安定性の向上、補酵素要求性の変換）
のための構造情報取得を進めた。さらに、機能解析グループでは、得られた構造情報に基づいて酵素改
変体を作製し、酵素反応解析による高機能化酵素の評価を進めた。このような連携体制により産業利用
に資する高機能化酵素の取得を目指して研究を推進しており、効率的・効果的に実施するために、研究
実施者が数ヶ月ごとに集まり、進捗状況の報告、問題点の解決、研究方針の決定を行った。また、メー
ルベースでの連絡は随時取り合い、研究方針の細かな修正や得られた結果の共有を行った。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
高分解能 X 線回折データの取得のために解析領域（課題 C）と連携して PF ビームラインを利用し、
２で述べた多数のキラル化合物合成酵素の構造を高分解能で決定することができた。情報プラットフォ
ームで公開できるよう各ターゲットタンパク質の構造解析と機能改変の進捗の登録を随時行った。
９．今後の展望
これまでの研究により、旧黄色酵素、スレオニンアルドラーゼ、カルボニル還元酵素について、複数
の酵素の構造解析に成功し、立体選択的な触媒反応機構の構造学的基盤の解明と高機能化に利用可能な
多数の構造情報の取得に成功している。これらの情報を利用することにより、平成２１年度には、旧黄
色酵素の高活性化体、L 体特異的なスレオニンアルドラーゼ、基質選択性を拡大したカルボニル還元酵
素 S1 改変体、キヌクリジノン還元酵素の高活性化体及び補酵素要求性変換体などの創出が見込まれる。
これら高機能化酵素は産業利用に直結するだけでなく、高機能化を達成した構造学的基盤を解析するこ
とにも利用でき、他の酵素の高機能化に応用可能な基盤情報・基盤技術になり得ると期待される。高機
能化酵素の創出を高い確率で実現するために、平成２１年度には in silico 解析を取り入れ、変異を導入
した際の構造の安定化と基質や補酵素に対する親和性の評価を行い、変異解析に供する変異体の選定に
利用することを計画している。また、得られた高機能化酵素について X 線結晶構造解析を行い、酵素改
変の結果が酵素活性の変化に与えた影響を構造学的観点から明らかにする。
平成２２〜２３年度には、過去３年間の研究で蓄積してきたデータに加え、新規ターゲットとして加
える酵素（Aureobasidium や Rhodotorula 由来のカルボニル還元酵素、Arthrobacter や Alcaligenes 由来の
D-スレオニンアルドラーゼ等）の構造解析を進め、それぞれの酵素タンパク質ファミリー毎に包括的な
触媒反応機構の解明を行う（一部、２１年度から開始予定）。キラルアルコールの生産に利用できるカ
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ルボニル還元酵素群は、AKR ファミリーや SDR ファミリーに分類されることから、これらのファミリ
ー毎に複数の酵素を対象として構造生物学的な比較解析を進め、より幅広い基質を認識できる酵素や立
体選択性を人為的に制御した酵素の創出を目指す。これらの知見を元に、基質・補酵素認識機構や立体
選択性制御機構の共通基盤を見出し、より簡便にカルボニル還元酵素の高機能化を行える技術の確立を
目指す。また、D-スレオニンアルドラーゼ群は、これまで検討を行ってきた L-スレオニンアルドラーゼ
群とは、α位における立体選択性制御機構が異なっており、L-及び D-スレオニンアルドラーゼ群を構造
生物学的に比較し、α位とβ位の両方の立体選択性制御機構を解明し、L 体、L-allo 体、D 体、D-allo
体の４種の異性体全てを作り分けられるスレオニンアルドラーゼの創生を目指す。
このような方針の下、平成２２年度は、これら酵素の構造機能解析を中心に進め、立体選択性制御機
構等の知見を蓄積し、他のファミリー酵素との比較解析を行っていく。平成２３年度は、これまでの知
見を元にしたキラル生体触媒ライブラリーの構築を行い、高機能化酵素の生産系への適用を図る。
１０．特記事項
１）医薬原料である(R)-3-キヌクリジノールは、キラルアルコール生産の次期ターゲットとして注目さ
れている。 (R)-3-キヌクリジノール生産に利用可能な２種のキヌクリジノン還元酵素の X 線結晶構造解
析に初めて成功した。また、これまでに同一の立体選択的な反応を触媒し異なった補酵素を要求する酵
素の立体構造比較を通じた補酵素特異性の論理的な解析例はなく、本構造解析の成果は他のカルボニル
還元酵素に対しても適用可能な補酵素要求性変換技術の提案につながるものとして大いに期待できる。
(R)-3-キヌクリジノール生産プロセスの開発は、民間企業と実用化に向けた共同研究を進めている。
２）最初のフラビン酵素として発見され様々な検討がなされてきた旧黄色酵素に関して、本研究で初め
て、不斉水素化触媒としての X 線結晶構造解析を行い、精密な立体構造を決定した。この成果により、
今後の不斉水素化触媒としての新たな展開が期待できる。
３）本研究では、キラル化合物合成酵素をひとつひとつの酵素として解析するだけでなく、複数の酵素
を同時に構造解析することで、新たな知見が得られるものと期待している。特に立体選択性の制御機構
に関する研究は、異なる立体選択性を持つ酵素群を比較することで、立体選択性等の機能改変を成し遂
げられるものであり、本研究の強みはそこにある。
４）清水 昌と片岡 道彦（分担研究者）に、
『平成 20 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術
賞開発部門」
』が授与され、清水 昌に、
「第 33 回井上春成賞」が授与された。これらの受賞業績は、い
ずれも酵素の高い立体選択性を生かしたキラル化合物の産業生産プロセスの開発実績を認められたも
のであり、本研究課題の重要性がうかがえる。また、田之倉 優（分担研究者）に「平成 20 年度日本農
芸化学会賞」が授与された。この受賞業績は、産業利用に有用な酵素の構造機能相関解析と高機能化酵
素開発への実績が認められたものである。
５）本研究費により３名の博士研究員と８名の研究補助員（大学院生）が従事している。本課題を通し
て、産業利用に資する酵素の高機能化研究分野をリードする人材に成長してくれると期待している。
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１１．委託研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度（見込み）

計

19,818

1,701

0

21,519

6,770

24,056

18,477

49,303

業務実施費（千円）

23,411

21,166

29,985

74,562

間接経費（千円）

15,001

14,077

14,538

43,616

合計（千円）

65,000

61,000

63,000

189,000

人件費（千円）
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名
Candida macedoniensis 由来旧

PDB ID
3GMK

黄色酵素 CYE

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）
本酵素は、(4R,6R)-アクチノール（キサントフィル合成
前駆体）等の様々な医薬中間原料の立体選択的合成に利
用できるため、産業利用において非常に有用である。構
造解析データに基づいて得られた高機能化酵素は、低コ
ストの物質生産システム構築を可能にするとともに、環
境負荷等の従来の化学工業の問題点を回避できる点で
重要である。また、炭素二重結合の不斉水素化添加触媒
は幅広いキラル化合物合成に応用でき、基質特異性の改
変・拡大を可能にするための基質認識機構の理解にとっ
て、本酵素の立体構造解析は重要である。構造解析の難
易度は中程度である。

E. coli 由来スレオニンアルド

スレオニンアルドラーゼはスレオニン等の-ヒドロキ

ラーゼ LTA-E

シ--アミノ酸をグリシンと対応するアルデヒドに可逆
的に開裂する酵素である。その際、位、位の立体配置
を認識して、4 種の異性体に対する立体選択的な開裂・
合成反応を行う。E. coli 由来の本酵素はスレオニンの
L-allo 体への作用比率が高いため、本酵素の立体構造は
L-allo スレオニンの選択的合成の理解にとって重要であ
る。本酵素を含むスレオニンアルドラーゼ群の構造比較
を通して、スレオニンのような 4 種類の立体異性体をも
つキラル化合物に対する立体選択性制御機構を明らか
にすることで、高度なキラル化合物合成への応用が拡が
る。構造解析の難易度は中程度である。構造の精密化が
完了次第、PDB に登録する予定である。

Agrobacterium tumefaciens 由来

3A0P

本酵素は、3-キヌクリジノンを立体選択的に還元して

NADH 要求性キヌクリジノン

(R)-3-キヌクリジノールに変換する酵素である。産業的

還元酵素

に重要なキラルアルコールの 1 つとして、喘息治療薬
やアルツハイマー病治療薬の原料である (R)-3-キヌク
リジノールは、従来、何段階もの有機合成反応を行って
合成されてきたが、本酵素を用いることにより、1 段階
で合成可能であることから、産業利用において重要な酵
素である。NADH と NADPH をそれぞれ特異的に補酵素
として利用できる 2 種類のキヌクリジノン還元酵素（本
酵素及び後述の Rhodotorula rubra 由来の酵素）の構造
は、その比較を通して補酵素要求性の制御機構を解明す
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る上で有用である。また、基質との親和性を向上させる
等の高機能化にとっても重要である。構造解析の難易度
は中程度である。
Rhodotorula rubra 由来 NADPH

3GKP

同上

3A0Q

本酵素は、エチル 4-クロロ-3-オキソ酪酸（COBE）から

要求性キヌクリジノン還元酵
素
Candida magnoliae 由来カルボ
ニル還元酵素 S1

エチル(S)-4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸（CHBE）を生産で
きる。(S)-CHBE は、医薬品である HMG-CoA 還元酵素
阻害剤合成のキラルビルディングブロックとして利用
できることから、本酵素は実際に(S)-CHBE の工業生産
に利用されている。本酵素は NADPH 依存的に反応を触
媒し、NADH を補酵素として利用できないことが１つの
改善要求点であり、高い触媒能を保ったままで NADH
への補酵素要求性変換を可能にするためには、本酵素の
立体構造解明は不可欠である。また、本酵素は熱安定性
にも優れていることから、SDR 型カルボニル還元酵素
の熱安定性向上の基盤情報を得ることができる点でも
重要である。構造解析の難易度は中程度である。

Candida parapsilosis 由来共役
ポリケトン還元酵素 CPR-C2

3A0L

本酵素は、医薬品・食品添加物である D-パントテン酸
合成のキラル中間体である D-パントイルラクトンを始
めとする幅広いキラルアルコールの不斉合成に利用で
きるため、産業的に非常に有用である。また、本酵素は
アルドケト還元酵素（AKR）スーパーファミリーに属
するが、AKR の推定活性部位を形成するいくつかのア
ミノ酸残基が保存されていないことから、構造に基づく
基質認識機構・触媒反応機構の解明が本酵素の高機能化
にとって鍵となる。得られた高機能化酵素は、低コスト
の物質生産システム構築を可能にするとともに、環境負
荷等の従来の化学工業の問題点を回避できる点で重要
である。構造解析の難易度は中程度である。

- 352 -

２．論文のリスト
Uzura A, Nomoto F, Sakoda A, Nishimoto Y, Kataoka M, Shimizu S, Stereoselective synthesis of
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Rhodotorula rubra, Appl. Micriobol. Biotechnol. in printing (2009).
Shimizu S, Kataoka M, Aldehyde reductase (Carbonyl reductase), Wiley Encyclopedia of Industrial
Biotechnology (eds. Flickinger MC, Drew SW), John Wiley & Sons, in printing (2009).
Kataoka M, Ishige T, Urano N, Nakamura Y, Sakuradani E, Fukui S, Kita S, Sakamoto K, Shimizu S, Cloning
and expression of the L-1-amino-2-propanol dehydrogenase gene from Rhodococcus erythropolis, and its
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Kataoka M, Honda, K, Sakamoto K, Shimizu S, Microbial enzymes involved in lactone compound
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Tanokura M, A unique catalytic triad revealed by the crystal structure of APE0912, a short-chain
dehydrogenase/reductase family protein from Aeropyrum pernix K1, Proteins 70:1640-1645 (2008).
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３．特許出願リスト
「なし」
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バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の
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１．プロジェクト開始時（平成１９年７月）におけるグループ全体の達成目標
安定した食糧生産や植物バイオマス等を活用した循環型経済社会システムの構築の実現には、様々な環
境に適応した植物の開発技術が必要不可欠である。そこで、本研究課題では、開花・生長を制御する光
応答制御タンパク質と植物免疫反応の中枢を司るキータンパク質の構造・機能解析を行い、植物環境応
答の情報伝達の分子基盤を解明する。さらに、これら植物タンパク質の構造的分子基盤情報をもとに、
開花・生長を制御するシステムや効率的に防御反応を誘導するシステムを考案する。
２．平成２１年３月におけるグループ全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

フロリゲンは植物の開花を誘導する因子として７０年前に存在が提唱さ
れ、2007 年に我々はその実体が Hd3a タンパク質であることを明らかにし
た。本プロジェクトではフロリゲンの立体構造を決定するとともに、フロ
リゲンと相互作用因子の詳細な生化学的解析を行い、フロリゲンの受容体
と考えられるイネ 14-3-3 タンパク質 GF14c を同定し、その構造を決定した。
フロリゲンは単独では開花制御に関わる転写因子 OsDLF1 と直接相互作用
できないが、GF14c の存在下ではじめて Hd3a-GF14c-OsDLF1 の３者が複合
体を形成できることが分かった(図１)。さらに Hd3a と GF14c の相互作用が
典型的な 14-3-3 タンパク質
の基質認識と異なる新規の
様式によるものであること
を示した。フロリゲン遺伝子

Hd3a のパラログである RFT1
の機能解析も行い、イネには
Hd3a と RFT1 の２つのフロリ
ゲンが存在し、日長に応じ
て、短日では Hd3a が、長日
では RFT1 が特異的なフロリ
ゲンとして機能していることを解明した。
低分子量 G タンパク質 OsRac1 は、植物免疫応答の鍵因子として機能して
いる。本プロジェクトでは、OsRac1 が、植物免疫反応における活性酸素生
成を司る NADPH オキシダーゼ（OsrbohB）と直接相互作用することによって、
その活性を制御していることを明らかにした。さらに、OsrbohB の N 末端
領域に存在する OsRac1 との結合ドメインを特定し、そのドメインの立体構
造の決定により、OsRac1 による OsrbohB の活性化メカニズムを提唱した。
また、OsRac1 と複合体を形成する植物免疫タンパク質の探索により、新規
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な因子として RACK1 や Sti1 を同定し、それらが植物免疫反応の中枢を司る
植物免疫複合体(Defensome)を形成して働いていることを発見した。
（２）構造解析に関する
進捗及び成果

（１）光応答制御タンパク質の構造解析
フロリゲンと相互作用する GF14c や開花制御に係わる bZIP 型転写因子
OsDLF1 について、本プロジェクトで開発した pCold-GST システムにてタン
パク質試料を調製し、生化学実験・NMR・恒温滴定型熱量計（ITC）による
解析を行った。その結果、Hd3a は GF14c と直接相互作用できるが OsDLF1
とは直接相互作用することができないこと、GF14c の存在下で３者が複合
体を形成できることが明らかとなった。そこで GF14c の立体構造を決定し
たところ、GF14c が２量体を形成し、リン酸化ペプチド結合ポケットを持
つことがわかった。このことから GF14c のリン酸化ペプチド結合ポケット
にはリン酸化された転写因子等が結合し、機能的なフロリゲン複合体が形
成される可能性が考えられた。実際、OsDLF1 は C 末端側に 14-3-3 タンパ
ク質による認識配列をもち、この認識配列のセリンをアラニンに置換する
と GF14c と相互作用できなくなった。一方、GF14c からリン酸化ペプチド
認識部位を欠失させると OsDLF1 との相互作用が失われ、さらにリン酸化型
OsDLF1 が GF14c と直接相互作用することから、両者の相互作用は OsDLF1
のリン酸化を介していることがわかった。また、Hd3a と GF14c は、GF14c
のリン酸化ペプチド結合部位を介さず、新規な様式により相互作用してい
ることが明らかになった。これらの解析結果から、Hd3a-GF14c-OsDLF1 の
３者の複合体の結合様式が推定され、GF14c がフロリゲンの受容体として
機能していると考えられた。
（２）植物免疫タンパク質複合体の構造解析
OsRac1 と OsrbohB の相互作用をタンパク質構造学的に解析するため、
OsRac1 の相互作用ドメインである OsrbohB の N 末端領域の立体構造を
2.4Å 分解能で明らかにした。OsrbohB はスワップする形でホモ二量体を形
成していた(図２)。また OsrbohB は N 末端領域に２つの EF-hand motif（EF1
と EF2）をもつと予想されていたが、
カルシウムが結合しているのは EF1
のみであることが明らかとなった。
さらにアミノ酸配列からは予想で
きない EF-hand 様モチーフを 2 つ有
していることが判明した。CD スペ
クトルおよび X 線小角散乱により
OsrbohB はカルシウム依存的に構造
変化を起こすことが明らかになった。OsRac1 との相互作用界面の同定のた
め、OsrbohB の立体構造から予測された OsRac1 との結合ドメインのアミノ
酸配列に変異をいれ、OsRac1 との相互作用を in vitro で解析し、両タン
パク質の相互作用に関与するアミノ酸の候補を同定した。
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（３）機能解析に関する
進捗及び成果

（１）光応答制御タンパク質の機能解析
Hd3a による開花制御機構を解析するため、酵母 Two Hybrid 法により Hd3a
と相互作用する因子を探索し、14-3-3 タンパク質 GF14c や GARP 型転写因
子 OsKANADI1 を含む合計 4 種類の相互作用因子を同定した。上述のように、
GF14c の生化学的な解析の結果から、Hd3a の受容体と考えることができる。
そこでフロリゲンの受容から開花の情報伝達に至るメカニズムを明らかに
するために、Hd3a、GF14c 及び OsDLF1 からなる複合体の細胞内局在を詳細
なバイオイメージングにより明らかにした。BiFC 法によって Hd3a-GF14c
複合体の細胞内局在を可視化したところ、この複合体は通常は核から排出
されて細胞質に存在していることが分かった。しかし興味深いことに、
OsDLF1 が発現していると、Hd3a-GF14c 複合体が細胞質から核へ移動するこ
とが明らかとなった。すなわち Hd3a は細胞質で GF14c に受容された後、核
へ移動し、核内で Hd3a-GF14c-OsDLF1 複合体を形成して、OsMADS15 を始め
とする開花実行遺伝子の発現を活性化すると考えられる。実際にイネ培養
細胞を用いたトランジェントアッセイにおいて、Hd3a もしくは OsDLF1 を
単独で導入した場合は OsMADS15 プロモーターをほとんど活性化できない
が、両者を同時に導入すると OsMADS15 プロモーター活性を大きく上昇でき
ることを明らかにした。
イネのフロリゲン Hd3a とそのパラログである RFT1 の機能を、それぞれ
の発現抑制体を用いて詳細に解析し、Hd3a と RFT1 の両者が開花に必須で
あることを発見した。さらに、Hd3a は短日条件下で、RFT1 は長日条件下で
機能していることが明らかとなり、イネでは２つのフロリゲンが日長に応
じて機能分担していることが明らかとなった。また、フロリゲン遺伝子の
転写制御に関わる Zinc Finger タンパク質 Hd1 は光受容体から光情報を受
けとることでフロリゲン遺伝子のアクティベーターからリプレッサーへ機
能変換することを見出した。さらに、Hd1 遺伝子に関して世界のイネ品種
のもつ自然変異を解析し、自然変異と機能との関連性を解明した。
（２）植物免疫タンパク質複合体の機能解析
イネ低分子量 G タンパク質 OsRac1 が、耐病性誘導シグナルとして機能す
る活性酸素を発生させる Osrboh と直接相互作用し、その活性を制御してい
ることを、酵母 Two Hybrid 系や in vitro 系、バイオイメージング法を用
いて明らかにした。さらに、OsRac1 が形成する複合体の解析を行ない、
OsRac1 が Osrboh、RAR1 や HSP90 を含む多くの植物免疫因子とともに巨大
な植物免疫複合体（Defensome）を形成していること、さらにその複合体形
成が OsRac1 に依存した抵抗性誘導に必須であることを明らかにした。さら
に、新規な植物免疫因子として、Defensome に存在する RACK1 を同定した。
RACK1 は 7 回の WD40 リピートをもつタンパク質であり、他の Defensome の
構成因子との相互作用を介して、植物免疫反応を正に制御していることを
解明した。
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３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

１件

PDB 登録の有無にかかわらず

６件

構造解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

１１件

５．グループ全体の特許出願件数

０件（うち国外 0 件）

６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
目標：開花・生長制御および植物免疫反応のキータンパク質の構造・機能解析を行い、植物環境応答の
情報伝達の分子基盤を解明する。構造解析：開花・生長制御ではフロリゲンの受容体として GF14c タン
パク質を新たに同定し、さらにその構造を決定した。フロリゲンの受容体として GF14c タンパク質のよ
うな細胞内受容体を考えることができるという概念を初めて示したことは極めて大きな進展である。植
物免疫キータンパク質 NADPH オキシダーゼ（OsrbohB）の立体構造を決定し、OsRac1 との相互作用様式
を解明した。機能解析：イネのもう一つのフロリゲン RFT1 の発見と日長依存性の解明、光受容体によ
るフロリゲン制御因子 Hd1 の機能転換、NADPH オキシダーゼと OsRac1 の相互作用解析と植物免疫複合体
の発見など、非常に大きな進展があり、重要な論文を多数発表することができた。これらの成果は当初
予定を大幅に上回っている。平成 21 年度 3 月時点での最終目標の達成度は約８０％である。
７．課題内の情報共有・連携体制
分担機関および代表・分担研究者間での研究連携は緊密で、情報共有も頻繁に行われ、代表研究者主導
の下、組織的に研究活動を行っている。分担機関（横浜市立大学）との連携は、分担機関へのサンプル
や発現系の供与と分担機関からの立体構造情報の提供、これに基づく代表機関での機能解析などを行っ
ている。情報共有の手段としては、全体班会議を１回（2008.1.29）、全体打合せを４回（分子生物学会
2007.12.11-15、全体交流会 2007.9.3-4＆2008.8.20-21、研究交流会 2008.3.9-10）、個別打合せを４回
（2008 年、植物免疫 8/25、開花・生長制御 5/2、6/30、8/11）実施し、必要に応じ（月に２回程度）電
子メールにて情報交換を行っている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
化合物ライブラリを担当する長野グループと共同でフロリゲンおよびその受容体に関する化合物利用
を検討し、受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリーニング可能であるとの調査結果を得て
おり、今後、得られた立体構造を用いてコンピュータスクリーニングを開始する。
９．今後の展望
１）光応答タンパク質の解析
フロリゲンによる開花制御機構の解析では、フロリゲンが特異的に結合する 14-3-3 タンパク質 GF14c
と開花制御に関わる bZIP 型転写因子 OsDLF1 を発見し、それらの結合様式について詳細な解析を行っ
た結果、Hd3a－GF14c－OsDLF1 の複合体が開花制御の中枢で機能し、GF14c はフロリゲンの受容体と
して働いているというモデルを提唱することに成功した。このモデルの検証は、未解明なフロリゲンの
分子機能を明らかにするだけでなく、開花制御機構の分子基盤の解明につながると期待される。そこで、
下記の年次計画に基づいて研究を精力的に進めていく。
年次計画
２１年度：Hd3a-GF14c-OsDLF1 複合体の構造解析を進めるとともに、フロリゲンの下流で発現制御さ
れる遺伝子(OsMADS15)を利用したフロリゲン複合体のバイオアッセイ系を用いて、Hd3a、GF14c、
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OsDLF1、およびそれらの３者複合体の機能解析を行う。また、タンパク質間の相互作用様式を構造解
析により明らかにする。
２２－２３年度：フロリゲン複合体の構造を明らかにするとともに、フロリゲン複合体による開花制
御機構の全貌を解明する。さらに、フロリゲンのバイオアッセイ系を用いて、ケミカルライブラリのス
クリーニングを行い、フロリゲンを活性化あるいは抑制する化合物を同定する。また、その化合物の作
用機作の解析により人為的な開花制御システムを考案する。
２）植物免疫複合体の解析
これまでに、植物免疫の分子スイッチである OsRac1 と Osrboh の構造・機能解析により、植物免疫反
応における活性酸素生成の制御機構を明らかにした。今後は、さらに OsRac1 を介した植物免疫機構を
解明するため、以下の計画により研究を進める。
２１年度：OsRac1 と OsrbohB の複合体の構造を解析し、OsRac1 による OsrbohB 活性化の分子機構を解
明する。
２２－２３年度：これまでに OsRac1 の相互作用因子である RACK1 が OsrbohB と相互作用し、その活
性を制御することを明らかにしている。そこで、OsRac1-RACK1-OsrbohB 複合体の機能・構造解析を行
い、その複合体による活性酸素生成の制御機構を明らかにする。また、リグニン合成の鍵酵素である
CCR1 の OsRac1 による活性化機構について、構造・機能解析を行う。
１０．特記事項
（１）研究成果
プロジェクトの前段階として我々はフロリゲンの実体が Hd3a タンパク質であること(Tamaki et al.,
Science 2007)を報告した。この成果を基にイネのフロリゲンが Hd3a とそのパラログ RFT1 の２つであ
ることを発見し(Komiya et al., Development 2008)、日長によりフロリゲンの使い分けがあることを
示した(Komiya et al., PNAS revision)。さらにフロリゲン遺伝子の発現制御因子 Hd1 が光受容体によ
って機能転換すること(Ishikawa et al., PNAS revision)、Hd1 の自然変異と機能に関連性があること
を明らかにした (Takahashi et al., PNAS 2009)。また OsRac1 と Osrboh との相互作用による活性酸素
発生の制御機構を解明し(Wong et al., Plant Cell 2007)、OsRac1 抵抗性誘導に必須な巨大な植物免疫
複合体を発見した（Thao et al., Plant Cell 2007）。さらに、植物免疫複合体に含まれる新規な植物
免疫因子 RACK1 を同定し、その機能を解明した(Nakashima et al. Plant Cell 2008)。
（２）その他
フロリゲンの発見が 2007 年の科学 10 大ニュース（朝日新聞社）に選ばれた。また、Hd1 の自然変異と
機能との関連性を解析した論文(Takahashi et al., PNAS 2009)は、多くの新聞等で取り上げられた。
また、植物免疫複合体の発見が、日本経済新聞社が行った 2008 年度第一期 4 半期の技術トレンド調査
で総合 4 位に選ばれるとともに、2008 年度の農林水産研究成果 10 大トピックスに選定された。
１１．委託研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度（見込み）

計

3,618

3,050

0

6,668

人件費（千円）

14,424

23,433

28,531

66,388

業務実施費（千円）

24,266

12,748

12,239

49,253

間接経費（千円）

12,692

11,769

12,230

36,691

合計（千円）

55,000

51,000

53,000

159,000
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名

PDB ID

Hd3a

概要（当該タンパク質の役割、重要性、解析難易度、PDB
登録を行っていない場合はその理由等を簡潔に記載）
イネの開花を誘導する因子（フロリゲン）として同定され
たタンパク質であり、本研究課題の中心として極めて重要
なタンパク質。可溶性だが会合性が強く、NMR 構造決定
のために変異体の作成が必要であったなど解析難易度は
高い。現在論文準備中であるためまだ PDB 登録を行って
いない。

Hd3a（精密化）

上記フロリゲンの高分解能（1.3Å）結晶構造。本研究課
題の中心タンパク質として極めて重要。可溶性タンパク質
だが結晶構造決定のために変異体の作成が必要であった
など解析難易度は高い。現在論文準備中であるためまだ
PDB 登録を行っていない。

GF14c

フロリゲンの相互作用因子として同定されたタンパク質
であり、本研究課題によってフロリゲンの受容体としての
機能が見いだされた極めて重要なタンパク質。可溶性タン
パク質であるが、発現領域の詳細な検討が必要であったな
ど解析難易度は高い。現在論文準備中であるためまだ
PDB 登録を行っていない。

phyB

赤色遠赤色光受容体フィトクロムの PAS1 ドメインであ
り、そのシグナル伝達に重要なドメイン。可溶性タンパク
質であるが、弱い２量体形成能を持ち、発現領域の詳細な
検討が必要であったなど解析難易度は高い。現在論文準備
中であるためまだ PDB 登録を行っていない。

OsRbohB

活性酸素を生成する NADPH オキシダーゼの N 末端ドメ
インである。この領域はカルシウムや OsRac1 の結合部位
を含み活性制御の要となる極めて重要なドメインである。
細胞質ドメインであるが、分解しやすく発現領域の詳細な
検討が必要であったなど解析難易度は高い。現在論文準備
中であるためまだ PDB 登録を行っていない。

CBL2-CIPK14

2ZFD

植物のストレスシグナルに関わる CBL-CIPK の複合体構
造である。カルシウム結合蛋白質である CBL がリン酸化
酵素である CIPK を活性化しストレスシグナルを伝達す
る。このファミリーの SOS3-SOS2 は塩耐性シグナルとし
てよく知られている。複合体であり発現領域の詳細な検討
が必要であったなど解析難易度は高い。
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