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技術開発研究課題 －
２－４ 「生産」領域
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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
タンパク質の生産に関する共通性・汎用性の高い基盤的な技術を開発し、本事業の研究を支援するこ
とのできる研究基盤「タンパク質発現ライブラリー基盤」を構築することを目的とする。構造解析にお
いては、重要ターゲットタンパク質の試料調製段階が高難度で、深刻なボトルネックとなることが多い。
高難度タンパク質といわれるものは、その本来の機能と対応して、多回膜貫通、高分子量複合体の形成、
翻訳後のプロセッシングと修飾（糖鎖の付加、リン酸化等の翻訳後修飾等）、活性制御機構に根ざす多
状態性や構造・機能の短寿命性等の多様な特性をもつ。この問題を解決するため、高難度タンパク質（高
分子量複合体、膜タンパク質等）の調製のための優れた要素技術を開発するとともに、タンパク質試料
が構造解析に適しているか否かを分析・評価するためのシステムを作成する。多様な困難さをもつ重要
ターゲットタンパク質について、発現方法、結晶化条件等の広範囲な探索と最適化を行うシステムを構
築し、その結果を体系化することによって、構造解析や機能解析に適した試料調製を可能にする研究基
盤を整備する。このため、独立行政法人理化学研究所、国立大学法人東京大学、株式会社プロテイン・
エクスプレスおよび株式会社セルフリーサイエンスが共同で業務を行う。独立行政法人理化学研究所で
は、発現方法、結晶化条件等の広範囲な探索と最適化を行うシステムを構築し、その結果を体系化する
ことによって、構造解析や機能解析に適した試料調製を可能にする研究基盤を整備する。また、
「制御」
等の他領域と連携して事業全体での効果的な技術開発を実現するとともに、
「ターゲットタンパク研究」
で必要となる高難度タンパク質試料の調製を支援する。
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

高難度タンパク質としては、ヒト由来の膜タンパク質（特に多数回膜貫通型タンパ
ク質、膜タンパク質複合体）、高分子量複合体（特にヘテロ多量体）、巨大タンパク質
（1300 残基超）等をターゲットに選び、第一に、高難度タンパク質の特性に合わせ
た優れた要素技術を開発し、第二に、それぞれのターゲットに適した方法を見つけ出
す効率のよいスクリーニングシステムを構築している（優れた選択肢を数多く用意
し、的確に選択する）。実証実験のため、ヒト由来のタンパク質の「トライアルセッ
ト」を定めた。GPCR、トランスポーター、チャンネル等の 40 種の膜タンパク質、
約 200 種の高分子量複合体、約 30 種の 1300 残基超の巨大タンパク質が含まれる。発
現系としては、宿主細胞系（大腸菌、酵母、昆虫細胞、哺乳類細胞）、無細胞タンパ
ク質合成系（大腸菌由来無細胞系、再構築型 PURE system、 コムギ胚芽無細胞系、
ヒト細胞由来無細胞系）を用い、それぞれの特徴を生かして、最適化を進めた。
【無細胞タンパク質合成系】 無細胞系要素技術として、膜タンパク質を脂質二重
膜に正しく組み込まれた状態で合成することに特に力を入れた。大腸菌無細胞系で
は、脂質・界面活性剤併用透析法、コムギ無細胞系では、リポソーム共存型合成法、
PURE system では、膜挿入システム再構築法を新たに開発し、様々な多数回膜貫通型
タンパク質や、膜タンパク質複合体を、活性のある状態でプロテオリポソームとして
合成し、高純度に精製することが可能になった。これらを用いて、「トライアルセッ
ト」膜タンパク質等の多くを、プロテオリポソームとして調製できることを実証した
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（GPCR、トランスポーター、F1Fo ATPase 等）。その成果を生かして、ヒト膜タンパ
ク質の多サンプル、多条件でのスクリーニングにおける、合成、精製、性状分析（状
態の均一性、安定性等）をほぼ自動的に行えるパイプラインを構築した。このパイプ
ラインは、ヘテロ多量体等の高分子量複合体について共発現による条件スクリーニン
グにも応用することができ、様々な複合体について成果を上げた。ヒト細胞由来無細
胞系については、糖タンパク質の合成にも有用であるが、ここでは特に残基数の多い
巨大タンパク質の合成法として最適化した。これにより、Dicer (200 kDa)、eIF4G (220
kDa)、mTOR (250 kDa)などの巨大タンパク質を、活性型として合成・精製すること
に成功した。
【細胞系】 哺乳類細胞発現系については、主に、ヒトのタンパク質と整合性のよ
いヒト細胞（HEK293）を採用し、複数の細胞株（合成量や糖鎖修飾の制御のため）
を浮遊培養に慣らして使用し、浮遊細胞に改良型ベクターを用いてトランジェントに
遺伝子導入することにより、ほぼ 1 週間で様々なコンストラクトの発現チェックを迅
速に行うことができ、また、少量から大量までの合成に迅速・柔軟に対応できるシス
テムを構築した。このように、哺乳類細胞を用いて、膜タンパク質、高分子量複合体
等の合成に成功した。大量調製に適したバキュロウイルス／昆虫細胞発現系について
は、様々な条件検討を行って、膜タンパク質に適した条件を確立し、「トライアルセ
ット」の大量発現、可溶化、結晶化を行った。出芽酵母 Saccharomyces cerevisia は、
GFP 融合による膜タンパク質の発現確認、可溶化条件の選定と性状分析を迅速に行
うために極めて適しており、結晶化のためのスケールアップも可能であった。メタノ
ール資化性酵母 Pichia pastoris は、培養条件と菌株の改良により、GPCR 等の膜タンパ
ク質および RNA ポリメラーゼ等の高分子量複合体の大量合成に適していた。これら
の細胞系を効率的に試験し、最適な系を的確に選択できる体制が整った。
【非天然型アミノ酸をタンパク質に部位特異的に導入する技術】 タンパク質生産
系（無細胞翻訳系、大腸菌、昆虫細胞、哺乳類細胞）に対応した非天然型アミノ酸の
導入系をそれぞれ開発した。さらに、有用な非天然型アミノ酸のレパートリーの拡張
を行った。従来のチロシル tRNA 合成酵素に加えて、ピロリジル tRNA 合成酵素を用
いることで、リジン誘導体（アセチルリジン等）をレパートリーに加えることに成功
した。開発した非天然型アミノ酸導入技術の利用法を開拓した。ヨードチロシンがタ
ンパク質の結晶構造決定に有用であること、タンパク質の部位特異的な蛍光標識が膜
タンパク質の結晶化条件探索に効果的であること、光クロスリンクが複合体の安定化
と結晶構造解析に役立つことなどを示すことができ、本技術のユニークな有用性が明
らかになった。さらに、導入箇所を増やせる技術として、人工塩基対の開発を進め、
複製で効率よく機能する人工塩基対（30 サイクル以上の PCR が可能）の開発に世界
で初めて成功した。
【タンパク質の巻き戻し】 不溶性に発現したタンパク質を、変性剤と高圧処理を
用いて巻き戻し、効率よく分析することにより、系統的巻き戻しプロセスを確立した。
【キュービック液晶法による膜タンパク質の結晶化】 脂質二重膜の環境で膜タン
パク質を結晶化する技術として、キュービック液晶法の開発を進めた。新規に開発し
た「イソプレノイド鎖型脂質ライブラリー」から、疎水鎖長の異なる 10 種以上の脂
質からキュービック液晶を作成できるようになった。 (1)従来のモノオレインのキュ
ービック液晶では不可能であった４℃でも利用可能、(2)化学的安定性が大、(3) 疎水
鎖長や親水基のバリエーションを生かした最適キュービック液晶の作成が可能、等の
特徴がある。GPCR の結晶化に必須と考えられる「コレステロール含有キュービック
液晶」の作成にも成功した。また、キュービック液晶法に必要な実験器具類（市販さ
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れていない）を数多く作製し、スクリーニングの自動装置の設計も開始した。すでに、
6〜7 回膜貫通型タンパク質の結晶化に成功している。
【プログラム内部の共同研究】本課題において得られた成果について、サイトビジ
ットを行って、移転可能な技術を紹介した。情報プラットフォームを通じて、無細胞
タンパク質合成技術、非天然型アミノ酸利用技術等の情報提供を開始した。ターゲッ
トタンパク研究の個別研究課題や技術開発課題との間で、十数件の共同研究を進めて
いる（技術開発に関する協力、タンパク質の調製・結晶化等について）。
【研究支援への展開】タンパク質生産技術を移転・汎用化して、ターゲットタンパ
ク研究の支援を行なう目的で、プロテイン・エクスプレス社およびセルフリーサイエ
ンス社が参画している。すでに、PURE system、非天然型アミノ酸導入、コムギ無細
胞タンパク質合成技術等の技術移転を開始した。
（２）技術開発
の進捗及
び成果

1. 膜タンパク質・タンパク質複合体（横山茂之、染谷友美、梅原崇史）
高難度のタンパク質として、膜タンパク質（特に多数回膜貫通型タンパク質、膜タ
ンパク質複合体）、高分子量複合体（特にヘテロ多量体）、巨大タンパク質（1300 残
基超）等をターゲットとして、生産技術の開発を進めた。第一は、これらの高難度タ
ンパク質の特性に合わせた優れた要素技術の開発で、第二は、それぞれのターゲット
に適した方法を見つけ出す優れたスクリーニングシステムの構築である。
これらの技術開発を進める際に、ヒト由来のタンパク質の「トライアルセット」を
定め、研究分担者の間で共通のターゲットとして実証実験を行っている（一部マウス
等で代用）。膜タンパク質の「トライアルセット」としては、ヒトゲノムにコードさ
れる比率を反映して、GPCR（9 種）
、GPCR 以外の受容体（6 種）、トランスポーター
（15 種）、チャンネル（7 種）等、合計 40 種のヒト膜タンパク質を「トライアルセッ
ト」に選んだ。GPCR 以外の受容体には 1 回膜貫通型タンパク質の複合体を選んだ。
選定後も、岩田想先生をはじめ膜タンパク質研究者のご意見を伺いながら随時見直し
を行っている。これに加えて、分担研究者ごとに開発技術に適した多種類の膜タンパ
ク質を選んでいる。複合体については、スクリーニングの対象とする規模として、約
200 種のヒトタンパク質複合体を選んだ。そのうち、構成成分（サブユニット）の数
が 3〜9 のものが 20%、10 以上のものが 7%である。核内タンパク質については、特
に、ヒトのヌクレオソームコア粒子と制御タンパク質との複合体を約 40 種選んだ。
さらに、アミノ酸残基数が 1300 を超えるヒト巨大タンパク質、約 30 種を選んだ。
2. 大腸菌無細胞合成系を利用した膜タンパク質・タンパク質複合体の生産技術（横
山茂之、寺田貴帆、染谷友美）
【スクリーニング・システム】 大腸菌の無細胞タンパク質合成系を用い、ヒトの
高分子量複合体および膜タンパク質をターゲットとして、発現コンストラクト、複合
体組成、脂質等の添加物等の組み合わせで生じる膨大な条件をスクリーニングして、
量的・質的に結晶構造解析に適した試料調製の条件を見いだすためのシステムを構築
している。精製純度、結晶化、複合体形成、膜への組み込み等の様々な観点から、最
終目的に適した性質を指標に迅速・的確に、試料の質を判定する。PCR 産物のリニ
ア DNA を鋳型として無細胞合成で、mg スケールまでの試料調製を行い、それ以上
はプラスミド化して行う。DNA ワークの部分は、トラブルシューティングを含めて、
フローチャート、プロトコールを確立し、ほぼ自動化した。無細胞合成については、
タンパク質の可溶性、フォールディング、膜への組み込み、複合体形成等を向上させ
る反応条件や、シャペロンや脂質等の添加物をそろえた。96 穴プレートを用いて、
多サンプルを多条件で短時間に合成し、精製までを自動で行い、得られた試料の性状
を HPLC のゲルろ過等で分析する系を稼働させた。実証実験として、
「トライアルセ
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ット」の膜タンパク質、高分子量複合体等について、多数の有望試料を見いだした。
【膜タンパク質の合成】 活性状態でのヒト膜タンパク質を大量調製するための要
素技術開発を進めた。界面活性剤存在下での膜タンパク質合成については、広範囲の
条件検討を行い、1% Brij-78 存在下で合成した膜タンパク質の均一性が高いことが明
らかになった。他方、膜タンパク質を脂質二重膜に挿入された状態で合成する技術と
して、脂質と界面活性剤共存下で膜タンパク質を透析法で合成し、界面活性剤により
凝集を抑制しつつ，プロテオリポソームを構成させる方法を開発している。脂質の種
類、界面活性剤の種類と濃度、透析効率の改善、合成反応後の分画のための密度勾配
遠心条件などを検討し、最適条件を見いだした。実証実験として、界面活性剤系、脂
質・界面活性剤系の両条件で膜タンパク質「トライアルセット」の合成スクリーニン
グを行った。脂質・界面活性剤系では、合成された膜タンパク質の多くがリポソーム
に挿入されていること、オリゴマー形成が予想されるタンパク質に関してはその形成
能を測定し、活性体として合成できることを確認した。特に合成量が多くタンパク質
性状の良かった８種については大量合成と精製を行い、３種についてはキュービック
液晶法によって結晶化した。タンパク質合成反応にコレステロールを添加ことが有効
であるケースが見いだされた。
3. 再構築型無細胞タンパク質合成系 PURE system によるタンパク質生産技術の開
発（上田卓也）
再構築型無細胞タンパク質合成系 PURE system に、リポソームや、膜挿入促進因
子（SRP、新規因子等）を共存させ、膜タンパク質合成システムとする開発を進めた。
実証実験として、単純膜タンパク質については、グリセロール３リン酸アシル転移酵
素（5-6 回膜貫通型膜タンパク質）とリソフォスファチジル酸アシル転移酵素（内膜
アンカー型ペリプラズムタンパク質）を活性のある形で合成した。膜タンパク質複合
体としては、F1Fo ATPase について、Fo の a サブユニットを欠くプロテオリポソーム
を予め作製し、このプロテオリポソーム存在下で a サブユニットを合成した。ａサブ
ユニットのプロテオリポソームへの取り込み、ATP 加水分解活性の出現を確認した。
また、Fo の c リングの合成では、プライベートシャペロン UncI 非存在下では、不安
定なリングしか形成されないのに対し、UncI 存在下で初めて活性型 c リングが形成
された。他方、PURE system に大腸菌シャペロン（GroEL/ES、DnaK 等）を添加し、
大腸菌ゲノム上の全タンパク質を合成して、凝集特性を評価した。シャペロン依存性
にフォールドするタンパク質に共通したアミノ配列上の特徴は観察されなかったが、
数百種のタンパク質について、必要なシャペロンとの対応関係が明らかになった。
4. コムギ無細胞系を用いた膜タンパク質合成法の開発（野澤彰、小笠原富夫、澤崎
達也、遠藤弥重太）
コムギ無細胞系にリポソームを添加することにより、活性型膜タンパク質を合成で
きることを見出した。実証実験として、シロイヌナズナのリン酸トランスロケーター
AtPPT1 について、コムギ無細胞系にリポソームを添加して合成すること（至適最終
濃度 10 mg/mL）により、高い活性（2428 nmol/mg protein/min）を示す標品を得た。
この値は、報告されている酵母を用いて合成したカリフラワーの PPT タンパク質の
活性に匹敵する。リポソーム共存型無細胞合成系により合成した膜タンパク質の精製
法として、Accudenz を用いた密度勾配遠心法により合成液を分画し、リポソーム画
分に回収する方法を開発した。合成された膜タンパク質はリポソームとともに一番上
の画分に含まれるので、他の密度勾配遠心法と比べて、回収が容易である。コムギ抽
出液由来のタンパク質がリポソームに吸着して混入する問題は、重層法においてリポ
ソームを下層のみに添加することにより軽減した。また、合成後、限外濾過膜を用い
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てリポソームの濃縮を行なってから Accudenz による密度勾配遠心を行なうことによ
り、さらに精製度を上げることができた。この方法で調製された膜タンパク質の精製
度は 80％以上であり、収量は約 10 mL の合成液当たり約 1 mg であった。これにより、
SDS-PAGE 後 CBB 染色によりメジャーバンドとして認識できる精製度の膜タンパク
質を調製することが可能になった。
5. ヒト細胞由来無細胞タンパク質合成系による巨大タンパク質の合成（今高寛晃）
150-200 kDa 以上の巨大タンパク質を発現させるために、我々の開発したヒト細胞
由来の無細胞タンパク質合成系を改良した。律速段階である翻訳開始を脳心筋炎ウイ
ルスと C 型肝炎ウイルスの IRES (internal ribosomal binding site)を利用することにより
高効率なステップへと変換できた。実用性を考慮し、外から mRNA を加える従来の
方法ではなく、システム内で転写と翻訳を連動させる方法（転写・翻訳共役法）を採
用した。これにより、利用者は系にプラスミドを添加し、加温するだけで目的のタン
パク質を発現できるようになった。実証実験として、ヒト由来 GCN2 (180 kDa)、Dicer
(200 kDa)、eIF4G (220 kDa)、mTOR (250 kDa) の合成を行った。これらの全てが、分
子量によらず CBB 染色で検出できるレベルまで合成された。合成されたタンパク質
は FLAG タグと His タグがそれぞれ C 末あるいは N 末に付加されるため、容易に精
製され、最終精製量は発現系 1 ml あたり 30-80 g であった（スケールアップにより
構造解析試料の調製が可能な高いレベル）。精製した４種のタンパク質は、生化学的
アッセイによって、活性を持つことが確認された。このように、転写・翻訳共役型ヒ
ト無細胞タンパク質合成系は、合成効率が高く、250 kDa にも及ぶ巨大タンパク質で
も、単離・精製できるレベルで合成することが可能になった。1600 アミノ酸で構成
されている eIF4G をヒトセルフリーシステムで大量合成、精製し、eIF4A、eIF4E、
ATP アナログ、Cap アナログと共に構成される複合体(eIF4F)の結晶化を様々な条件下
で試している。
6. 生細胞合成系による膜タンパク質・タンパク質複合体の合成（横山茂之、脇山素
明、今高寛晃、染谷友美、寺田貴帆、梅原崇史）
【哺乳類細胞発現系】 ヒト由来の膜タンパク質、高分子量タンパク質・複合体な
どの発現には、他の系と比べて哺乳類細胞が優位である場合が多い。しかし、哺乳類
培養細胞を用いて、量的にも質的にも十分な構造解析用タンパク質試料を調製するに
は、未だ多くの技術的課題が存在する（手間と時間がかかる、発現量が少ないケース
が多い）。これらの困難を克服するには、効率よく迅速に多くの条件を調べることを
可能にする基盤の構築が必須である。そこで、我々は、浮遊細胞にトランジェントに
遺伝子導入することで、タンパク質発現を行っている。発現ベクターが用意されれば、
トランスフェクションから発現確認まで、ほぼ 1 週間で完了するので、様々なコンス
トラクトの発現チェックを迅速に行うことができる。また、浮遊細胞を用いることで、
少量スケールから大量スケールまで、迅速・柔軟に対応できる。従来の技術を組み合
わせ、改良やカスタマイズを行って、発現スクリーニングから、大量発現までを哺乳
類細胞で行い、構造解析レベルの質・量の試料を調製するシステムを構築している。
大規模な条件スクリーニングに向けて、様々な発現系最適化を行った。発現ベクタ
ーは、pCMV-SPORT（Invitrogen）または pOriP （理研）をベースにしており、CMV
あるいは CAG プロモーターを有する。Western blotting による発現確認とアフィニテ
ィー精製のためにタンデムな FLAG タグと SBP タグ、続いて TEV プロテアーゼ切断
部位、マルチクローニング部位をもつ。膜タンパク質用には C 末に TEV_FLAG_His10
も付加した。ヒト細胞株としては、HEK293F（Invitrogen）の他、OriP ベクターを組
み 合 わ せ て 用 い る HEK293EBNA （ HEK293_c18, ATCC ）、 糖 鎖 修 飾 酵 素
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N-acetylglucosamine transferase I の機能的欠損株 HEK293GnTI-（Khorana Lab）、HEK293
／Tet リプレッサー発現株を、浮遊培養に慣らして使用可能にした。CHO 細胞株の
CHO-S（Invitrogen）, Lec1（N-acetylglucosamine transferase I の機能的欠損株, ATCC）
も使用する。polyethylenimine（PEI）を用いて HEK293 細胞にトランジェント・トラ
ンスフェクションする方法を最適化し、きわめて安価に大規模な発現チェックが可能
になった。大量発現では 293fectin を使用する。浮遊培養の装置として、ガス供給機
能付き恒温振とう培養機（タイテック CO2-BR-40LF、CO2-BR-180LF）を選び、改良
を加え、浮遊細胞の少量・多検体培養のための 6〜24 ウエルのマルチウエルディッシ
ュ（最大 8 枚）による数百μリットルから 2 ml スケールの培養から、大量発現向け
の 3 L 三角フラスコによる大量培養まで、1 台の装置で同時に行えるようにした。
このシステムを用いた実証実験による具体的な発現例： 共発現による複合体形成
では、ヒト Dock2（1842 残基, 約 210 kDa）、Dock180（1865 残基、約 215 kDa）の全
長タンパク質は、単独では低レベルの発現しか得られないが、ELMO1（727 残基、
約 84 kDa）と共発現させることで、極めて顕著に発現量が増大することを見いだし
た。巨大タンパク質 Dicer（1922 残基、約 220 kDa）の大量発現（粗精製後の収量が
約 3 mg/培養液 1 L）にも成功している。また、Argonaute（859 残基, 約 97 kDa）全長
と、GW182（全長は 1709 残基, 約 182 kDa）の至適コンストラクトとの複合体の大
量発現に成功している。膜タンパク質としては、上述の「トライアルセット」の中か
ら発現を行った。6 回膜貫通型のシノビオリンでは、数種のコンストラクトで大量発
現を行い、精製後で 3 mg 程度以上を得ている。ヒト細胞で非天然アミノ酸を導入し、
蛍光修飾を行ったタンパク質を調製し、キュービック液晶による結晶化に用いられて
いる。この他、GPCR とその複合体等の発現にも成功している。
【動物細胞を用いるタンパク質複合体発現法】 動物細胞を使って多数のサブユニ
ットから構成される巨大タンパク質複合体を得る要素技術を開発した。この方法は、
プラスミド構築からわずか２－３日でタンパク質複合体が得られるという大きな利
点をもつ。まず、T7 RNA ポリメラーゼのプロモーターの下流に各サブユニットの
cDNA をクローニングする。サブユニットの数が多い場合は複数（２－４個）の cDNA
を一つのプラスミドにクローニングする。それらのプラスミドを細胞にトランスフェ
クションする。同時に T7 RNA ポリメラーゼを発現するワクシニアウイルス（T7 ワ
クシニアウイルス）を細胞に感染させる。すると、発現した T7 RNA ポリメラーゼが
プラスミド上の T7 プロモーターに作用して、mRNA が合成され、翻訳され、細胞内
で複合体が形成される。大量の細胞にトランスフェクションするため、遺伝子導入試
薬として安価で高効率のポリエチレンイミンを用いる。プラスミドは複数であっても
同じ細胞に導入されるため、全てのサブユニットが同じ細胞で発現する。また、ワク
シニアウイルスは動物細胞であればどのような細胞でも高効率で感染させることが
できるという利点も持つ。実証実験として、11 個のサブユニットをもつヒト翻訳開
始因子 eIF3 の合成を行った。11 個サブユニットを、３個、４個、４個に分け、それ
ぞれを T7 RNA ポリメラーゼにより発現するプラスミドを、合計３つ構築した。その
３つのプラスミドを、ポリエチレンイミンを用いて BHK-21 細胞に導入し、それと同
時に T7 ワクシニアウイルスを感染させた。翌日、細胞を回収し、eIF3 複合体を精製
した。このように、11 個の全サブユニットから成る eIF3 複合体を、迅速に効率よく
得ることに成功した。
【バキュロウイルス／昆虫細胞発現系】 目的タンパク質遺伝子をバキュロウイル
スに組み込み、これを昆虫細胞（Sf9、 Sf+、HighFive）に感染させて発現させる系
である。ウイルスを用いることで遺伝子導入効率が高く、強力なプロモーターによっ
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て、比較的多量のタンパク質を得られることが多い。非常に優れた系であるが、煩雑
な条件検討が必要で、なおかつ不成功に終わることも少なくない。そこで、本研究で
は、Bac-to-Bac (Invitrogen)、BaculoDirect (Invitrogen)、flashBAC (Oxford Expression
Technologies)、Sapphire (orbigen) のバキュロウイルス発現システムについて、多くの
観点（膜タンパク質、分泌タンパク質、細胞内局在タンパク質のいずれに適している
か、タンパク発現までの時間を短縮できるか、発現量は十分か、有用な浮遊培養に適
合しているか、システムが確立しており安定した発現が期待できるか、至適発現条件
の検討が容易か、等）から、詳細に比較検討し、長所と短所を明らかにすることによ
って、目的に応じて最適のシステムを選択できるようにした。
膜タンパク質については、トライアルセットの中から 20 種を用いて比較した結果、
BaculoDirect 発現システムが最も適していると考えられた。TEV プロテアーゼによる
タグ切断を利用して、膜タンパク質の精製度を著しく改善した。膜タンパク質トライ
アルセット 40 種中 39 種の発現用バキュロウイルス作成と発現確認を完了し、
Dodecylmaltoside (DDM)、 FOScholine-12 (FC-12) 、LDAO、C12E9 及び octylglucoside
(OG)による可溶化度をスクリーニングした。DDM による可溶化度が低い場合でも、
昆虫細胞培地に脂質を添加して培養することにより、発現した膜タンパク質の可溶化
度が上昇することを見いだした。発現量、可溶化率が良好だった９種について、大量
培養、可溶化、精製を行い、このうち５種では良好な精製結果が得られたため、結晶
化スクリーニングを開始した。
【出芽酵母 Saccharomyces cerevisia 発現系】 膜タンパク質を GFP 融合タンパク質
として出芽酵母 S. cerevisiae で発現させ、GFP の蛍光測定により簡便かつ定量的に発
現スクリーニング（高発現コンストラクトの探索および最適界面活性剤の選択）を行
う方法をパイプラインに組み込んだ（インペリアルカレッジの岩田らとの共同研究）。
S. cerevisiae は、形質変換体を迅速に得られる点で、P. pastoris と比較して、スクリー
ニングに優れている。実証実験として、本技術を「膜タンパク質トライアルセット」
の 3７種に適用した。高発現コンストラクトの選択、中量培養と膜画分調製、各種界
面活性剤による可溶化スクリーニングを経て、ゲル濾過による可溶化タンパク質の性
状分析（均一性・安定性）を速やかに行うことができた。GFP の蛍光を測定するゲ
ル濾過分析は、精製前の祖抽出物サンプルでも、従来の約 1／10 量の試料で可能であ
った。大量培養後の精製については、酵母ではプロテアーゼ活性が高いので、効果の
大きいプロテアーゼ活性阻害剤を検討し、精製条件を確立した。
【メタノール資化性酵母 Pichia pastoris 発現系】

メタノール資化性酵母 Pichia

pastoris は非常に高密度にまで培養することが出来る長所をもつ。本研究では、膜タ
ンパク質と高分子量複合体の調製のため、培養条件等の改良により、高密度培養等に
よる高発現を試みた。
「トライアルセット」の一つである GPCR ヒスタミン受容体は、
通常条件では発現量が低かったが、炭素源を通常の 10 倍濃度にして高密度に培養後、
1.5％メタノール添加による誘導を行い、約６倍の発現上昇が認められた。この条件
でジャーファーメンターを用いた大量培養を行い、ヒスタミン受容体の可溶化、精製
に成功し、活性も確認できた。本法は他の GPCR にも応用できる。
【真核細胞内在性複合体の生産】 また、非常に多数の構成成分をもつ真核細胞タ
ンパク質複合体を調製するため、複合体の１サブユニットにタグを付加して内在的に
形成される複合体を単離・精製する要素技術を開発した。具体的には、目的とする
P. pastoris ゲノムにタグ配列を導入する相同組み換え技術を確立し、発現およびアフ
ィニティー精製条件を検討することにより、分子量約 600 kDa の RNA ポリメラーゼ
複合体を調製することに成功した。

- 369 -

【大腸菌を用いるタンパク質複合体発現法】 多種類のサブユニットから構成され
る巨大複合体を調製する要素技術として、大腸菌内で 8〜10 種類程度の複合体サブユ
ニットを同時共発現させる系を開発した。7-8 bp を認識する稀認識制限酵素を利用し
て、多種類の遺伝子を含むサブクローニングの際に、内部配列での切断が起こりにく
く、かつ発現カセットごとの追加・削除が容易な汎用発現ベクター系（クローニング
ベクターおよび共発現ベクター）を開発した。クローニングベクターでは、レア切断
配列と N 末端タグで合計 27 通りの組み合わせとなるベクターを作製した。共発現ベ
クターでは、pET 系、pCOLA 系、pCDF 系の 3 種類の複製開始点を利用し、また、
ベクター間で共形質転換が可能になるように設計した。実証実験として、7 種のタン
パク質から成る複合体（ヒトのプロテアソーム 19S 制御粒子の RPT1〜6 サブユニッ
トとガンキリン）を大腸菌内で共発現させ、目的とする複合体が再構成されたことを
確認した。
【ヌクレオソーム複合体】 様々な核内イベントの研究に向けて、ヒト由来のヒス
トンと DNA よりなるヌクレオソームコア粒子（NCP; 分子量約 206kDa）と、その相
互作用タンパク質群との複合体（NCP 複合体）の大量調製・再構成のための技術開
発に挑戦している。開発した技術として、第一に H3、H4、H2A および H2B の N 末
端に 6His タグを付加した発現体を利用して NCP 複合体を大量調製・再構成する技
術を確立した。第二に、する。ヒストンバリアントを含む NCP を大量調製・再構成
する技術を確立し、２種類のバリアント NCP について結晶構造を解析した。第三に、
目的とする DNA 結合タンパク質の特異性に合わせて NCP との複合体化を最適化す
るために、146 bp のαサテライト配列を自在に改変したヌクレオソーム DNA を簡便
かつ大量に調製する技術を開発した。これらの技術に基づいて NCP と安定に複合体
形成する DNA 結合因子/ヒストン結合性因子を迅速にスクリーニングする実験系を
確立し、実証実験として 8 種類の NCP 複合体を取得することに成功した。
7. 非天然型アミノ酸のタンパク質への部位特異的導入技術（坂本健作、横山茂之）
7-1 非天然型アミノ酸導入技術の開発
有用な非天然型アミノ酸のタンパク質への導入を、目的タンパク質に最適の発現系
で可能にするため、本研究で用いている主要な発現系である無細胞タンパク質合成
系、大腸菌、昆虫細胞、哺乳類細胞において、非天然型アミノ酸をタンパク質の望み
に部位に、効率よく導入する技術を開発した。
【昆虫細胞】 昆虫細胞における非天然型アミノ酸導入は困難とされていたが、本
研究で初めて開発に成功した。これまでは、昆虫 tRNA 遺伝子発現機構の特殊性のた
め、サプレッサーtRNA の発現ができなかった。このため、様々な発現システムを検
討した結果、昆虫 U6 プロモーターを利用することで、ショウジョウバエ由来 S２細
胞や、ヤガ由来 HighFive 細胞において非天然型アミノ酸の導入が可能になった。
【大腸菌無細胞系】 無細胞系において、高い非天然型アミノ酸導入効率を示すサ
プレッサーtRNA のスクリーニングを行った。10 種類の tRNA バリアントをデザイン
して活性を調べ、従来よりも数倍活性の高い tRNA（MJR11 tRNA）の開発に成功し
た。これにより、非天然型アミノ酸導入タンパク質の無細胞大量調製が容易になった。
【大腸菌】 サプレッサーtRNA の発現系や、非天然型アミノ酸特異的な酵素の tRNA
親和性を改善することで、非天然型アミノ酸導入効率を数十％程度引き上げることに
成功した。このシステムは、高分子量タンパク質の複数箇所にヨードチロシンを導入
して構造決定を行う場合には、特に効果的である。
【哺乳類細胞】 ヒト由来の HEK 細胞を用いて高い効率で非天然型アミノ酸を導
入するシステムを構築するために、タンパク質の大量調製に適すると考えられる
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Epstein-Bar ウイルス由来のプラスミド・システム（oriP）を応用することを試みた。
サプレッサーtRNA の発現を最適化するなどの検討を行い、oriP システムを非天然型
アミノ酸導入に効果的に用いることが可能になった。特に、アジド基を持つアミノ酸
を膜タンパク質に導入することで、膜タンパク質を部位特異的に蛍光標識することが
可能になった。部位特異的な蛍光標識はキュービック液晶を用いた結晶化に役立つだ
けでなく、HEK293 細胞を用いたタンパク質発現スクリーニングにも役立つ。
【酵母】 酵母を用いて非天然型アミノ酸をタンパク質に導入するために、アミノ
アシル tRNA 合成酵素とサプレッサーtRNA を発現するプラスミドの作成を行った。
報告されている複数の発現系を比較、改良し、タンパク質の生産・構造解析に最適な
システムの構築を進めている。
7-２ 非天然型アミノ酸レパートリーの拡張
【ヨードチロシン特異的変異体の開発】 古細菌 M. jannaschii チロシル tRNA 合
成酵素（TyrRS）を改変し、3‐ヨードチロシンに特異的な変異体（iodoTyrRS-mj）の
開発を行った。さらに、変異体の結晶構造決定を行い、ヨードチロシンを特異的に認
識するメカニズムを解明した。iodoTyrRS-mj を用いることで、大腸菌においてヨード
チロシンを部位特異的にタンパク質に導入することが可能になった。一方、動物細胞
におけるヨードチロシン導入に用いてきた大腸菌 TyrRS 変異体（iodoTyrRS-ec）に対
して、他のアミノアシル tRNA 合成酵素から構成ドメインを取り出して最適の位置に
融合することで、iodoTyrRS-ec のヨードチロシンに対する特異性を劇的に向上するこ
とに成功した。
【光クロスリンカーtmdPhe 特異的 TyrRS 変異体の開発】

芳香族ジアジリンを含

むアミノ酸であるトリフルオロメチル・ジアジリニル・フェニルアラニン（tmdPhe）
に特異的な大腸菌 TyrRS 変異体を開発した。tmdPhe は、これまで用いてきたパラベ
ンゾイルフェニルアラニン（pBpa）に比べて複数の利点を有する。既知の 12 種類の
大腸菌 TyrRS 変異体の中に tmdPhe を効率よく認識する変異体（tmdPheRS）を発見し、
動物細胞内で tmdPhe をタンパク質に導入することに成功した。
【リジン誘導体の導入系の開発】 ピロリジル tRNA 合成酵素（PylRS）を用いて、
リジン誘導体をレパートリーに加えることに成功した。古細菌 M. mazei 由来の PylRS
の立体構造決定を行ってアミノ酸結合ポケットを同定し、改変することで、アジド・
ベンゾイルオキシ・カルボニル・リジン（AzZLys）を、哺乳類細胞・大腸菌でタン
パク質に導入することに成功した。さらに、翻訳後修飾アミノ酸としてアセチルリジ
ンを、タンパク質に部位特異的に導入することにも成功した。アセチルリジンを認識
する M. mazei PylRS 変異体にさらに改良を加えて mAcLysRS を作成することで、ア
セチルリジンを導入したタンパク質を哺乳類細胞で調製することに初めて成功し、さ
らに、無細胞翻訳系を用いて均一なサンプルを大量に調製することに成功した。アセ
チル化されたヒストンの大量調製を開始した。
7-3 非天然型アミノ酸導入技術の応用
【タンパク質の結晶構造決定への応用】 ヨード原子の異常分散強度は、セレン原
子やイオウ原子と比べて数倍以上強いという利点を持つ。ヨードチロシンをタンパク
質に部位特異的に導入し、実験室の X 線源を用いる単波長異常分散（SAD）法によ
る位相決定を行って、立体構造を決定した［リボソーム N‐アセチルトランスフェラ
ーゼ、1.8 Å (Cu 線源)、2.2 Å (Cr 線源)分解能］。ネイティブな結晶構造も決定して比
較し、ヨードチロシン導入によって立体構造が歪んでいないことが確認できた。ひと
つのヨードチロシン残基で 600-800 残基程度までのタンパク質の解析が可能である。
【タンパク質の部位特異的な蛍光標識】 アジドフェニルアラニン（AzF）や AzZLys
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を導入することで、哺乳類細胞で生産されたタンパク質を部位特異的に蛍光修飾する
ことに初めて成功した。膜タンパク質としてはシノビオリンを HEK 細胞で発現させ
て膜分画を得て、蛍光標識を行った。標識タンパク質の精製過程を蛍光で追跡するこ
とが可能になった。AzF を精製用タグの直前に導入して、タグを切断した後もシノビ
オリンに蛍光基が残すことで、キュービック液晶中でも蛍光を利用してシノビオリン
を観察することができ、液晶中での膜タンパク質の挙動を調べることが可能になっ
た。リガンドである Ubc7 は、シノビオリンとは異なる蛍光色素で標識することで、
液晶中で両者の複合体の結晶化過程を追跡することが可能になった。同様の結果が、
無細胞翻訳系を用いて調製した膜タンパク質 Cldn4 についても得られており、キュー
ビック液晶法（モノオレインおよび新規に開発した脂質（後述））で結晶化を行った
結果、微小な結晶性の塊を蛍光により確認することができた。また、この試料を用い
て、キュービック液晶中の拡散速度の測定を行っている。このように、タンパク質の
部位特異的な蛍光標識法が、従来にない有用性をもつことが示された。
さらに、細胞を破砕せずに、細胞膜上に発現している膜タンパク質を蛍光修飾する
ことを試みた。ヒトの７回膜貫通タンパク質、アディポネクチン受容体（AdipoR1）
の細胞外配列に AzF を導入し、生細胞と蛍光試薬との混合条件などを最適化するこ
とで、膜上に発現している AdiopoR1 を選択的に標識することができた。この結果は、
タンパク質の部位特異的蛍光標識技術が、細胞膜上に正しいトポロジーで発現してい
る膜タンパク質を選択的に標識するのにも役立つことを示している。
【光クロスリンカーの導入による複合体の安定化技術と構造決定技術の開発】 タ
ンパク質複合体の安定化に光クロスリンク法を応用するための技術開発を行った。最
初にモデル系として、癌遺伝子産物ガンキリンと、プロテアソーム構成タンパク質で
ある S6 ATPase の C 末端ドメイン（S6C）との間で光架橋を行った。さらに、このガ
ンキリン-S6C のクロスリンク複合体を大量調製するための実験プロトコールを確立
して結晶構造決定に成功し、光クロスリンクがタンパク質複合体の構造解析に有効で
あることを示した。さらに、生細胞上での複合体の光架橋も試みている。上皮成長因
子（EGF）受容体の２量体を乖離させずに細胞から調製することを目的として、細胞
膜上に発現している受容体間で光架橋を行うことを試みた。EGF 受容体の膜近傍の
部位に pBpa を導入し、クロスリンク産物を検出できたので、スケールアップ法の検
討を開始した。他の膜タンパク質として、RAMP1 と CRLR との間の光クロスリンク
にも成功した。
光クロスリンク法は、細胞内で目的タンパク質と相互作用しているタンパク質を探
索する目的にも有用である。Grb2 タンパク質に tmdPhe を導入し、相互作用している
タンパク質を質量分析（SILAC 法）によって網羅的に同定することを行い、 Grb2
結合タンパク質としては初めて Git１、AF6 を同定することに成功した。
8. 人工塩基対の開発（平尾一郎）
我々は、転写と翻訳で機能する人工塩基対（ｓ－ｙ）、並びに複製と転写で機能す
る人工塩基対（Ds－Pa）を作り出してきた。次の目標として、複製・転写・翻訳の
全てにおいて高効率で機能する人工塩基対の開発を進めている。本期間内で、Ds－
Pa 塩基対よりも高効率・高選択的に機能する人工塩基対（Ds－Px）の開発に成功し
た。Ds－Px 塩基対を含む DNA は、30－40 サイクルの PCR が可能であり、108 倍程
度に増幅された。そして、増幅された DNA 中には 99％以上の精度で Ds－Px 塩基対
が保存されていた。これは、国際的にも、他を圧倒的に引き離す画期的な成果である。
9. タンパク質の系統的巻き戻し技術の確立（田之倉優）
不溶性画分に発現したタンパク質を対象として巻き戻しによる活性型タンパク質
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の調製を試みた。第一に変性剤を用いた巻き戻し法での巻き戻し実験
（iFOLD2(Novagen)の 95 種類の溶液条件）、第二に変性剤を用いない系として高圧処
理を施した巻き戻し実験（PreEMT(BaroFold)を使用した 2000 気圧下処理）を行い、
得られたタンパク質について活性測定、ゲルろ過、Blue Native-PAGE 等で巻き戻し効
率の評価を行った。その結果、活性を有する複数のタンパク質を得ることに成功した。
脱アセチル化酵素について、iFOLD2、高圧処理で可溶化率の高い条件の全てで酵素
活性を確認でき、濁度と活性に負の相関が認められた。増殖阻害因子については、
iFOLD2 で効果があった添加剤（L-アルギニンと NDSB256）が、高圧処理でも効果的
であった。また、界面活性剤だけでは可溶化できない膜タンパク質についても、高圧
条件と L-アルギニンの組み合わせで活性を保ったまま可溶化できた。さらに効率よ
く巻き戻しを評価する手法として、高感度検出が可能な蛍光基(トリプトファンや人
為的に導入した蛍光色素)が有用であった。以上の結果から、効率的巻き戻しのフロ
ーチャートを作成し、パイプラインの構築を進めた。
10. 膜タンパク質結晶化のキュービック液晶法（羽藤正勝、染谷友美、横山茂之）
【脂質ライブラリーの開発】 新規に開発した「イソプレノイド鎖型脂質ライブラ
リー」から、疎水鎖長 18、17、16、15、14、13、12 の範囲の１０種以上の脂質から
キュービック液晶を作成出来るようになった。これらの脂質のキュービック液晶は、
(1)従来のモノオレインのキュービック液晶が固体へと転移する４℃でも安定に利用
可能、(2)化学的安定性が増大、(3)系統的な分子構造を生かした最適キュービック液
晶マトリクスの作成が可能、等の特徴があり、従来実施出来なかった諸条件下でのタ
ンパク質の結晶化を可能とした。また、新規脂質液晶の特性解析を進め、広範囲の脂
質の液晶の構造特性を定量的に表現する方法を開発し、最適キュービック液晶マトリ
クスの作成を合理的に進められる基盤を作成した。これをベースとして疎水鎖長、17、
16、14 の脂質を用いて GPCR の結晶化に必須と考えられる「コレステロール含有キ
ュービック液晶」の作成にも成功した。さらにキュービック液晶と並び結晶化に有望
とされる「スポンジ相」の作成条件を確立中である。
【実験方法・器具の開発】 キュービック液晶法に必要な実験器具類の多くは市販
されておらず、その実施には様々な困難が伴っていた。本研究では「誰にでも出来る
方法」の実現を目標とし、キュービック液晶法専用の (1)タンパク質のキュービック
液晶への再構成器具、(2)数ミクロン程度の微小結晶の観察が可能なガラス製９６穴
スクリーニングサンドウイッチセル、(3)キュービック液晶デリバリー用マイクロデ
ィスペンサ

を試作した。これにより、２５マイクロリットル程度のタンパク質溶液

で、400-500 条件の結晶化スクリーニングをスムーズに実施出来るようになった。現
在、幾つかの膜タンパク質の結晶を得ており、構造解析に向け種々の技術的課題の解
決を進めている。さらに、結晶化過程の観察や記録を含むスクリーニング操作全般の
自動化を目指し、９６穴スクリーニングサンドウイッチセルの自動作成装置や結晶化
過程の自動観察セルの設計を進めると同時に要素機構の動作確認実験を進めている。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

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

27 件

５．グループ全体の特許出願件数

6 件（うち国外 3 件）
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６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
要素技術の開発としては、3 種類の無細胞タンパク質合成法のいずれについても、GPCR 等の多数回
膜貫通型タンパク質を含む「トライアルセット」膜タンパク質の大半で、脂質二重膜に埋め込まれて活
性をもった状態でプロテオリポソームとして合成・精製する技術体系が確立できたことは、非常に大き
な成果である。膜タンパク質ならびに共発現による複合体の調製は、無細胞系ではパイプライン化にほ
ぼ成功しており、期待した成果をフルに達成したといえる。また、ヒト細胞由来の無細胞系を開発し、
それが巨大タンパク質の発現・精製に適しているという発見は、無細胞系技術の新たな局面を切り開く
予想を超えた成果となった。
他方、様々な細胞系の発現で、それぞれの特徴を生かす開発ができた。特に、ヒト細胞を浮遊培養し、
多サンプル、多条件のスクリーニングから、大量調製までの一貫したシステムを構築でき、シノビオリ
ンのように結晶化に進んでいるものがあることも、重要な成果である。今後、より多くの「トライアル
セット」タンパク質に適用していく段階に入ることが可能になり、ヒト細胞系の有用性が実証されてい
くと期待される。昆虫細胞の系は、やや長期間を必要とするが大量調製に適しており、システマティッ
クに利用方法を整備することにより、現在までに数多くの結晶化試料を調製するのに大きく貢献してい
る。2 種の酵母もそれぞれの特徴を生かし、目的を明確にすることで、活用することができた。これら
も、期待通りの達成度と考えられる。
技術の実証実験のために、ヒト由来の膜タンパク質（特に多数回膜貫通型タンパク質、膜タンパク質
複合体）、高分子量複合体（特にヘテロ多量体）
、巨大タンパク質（1300 残基超）という極めて高難度の
ターゲット群を設定した。しかし、いずれのカテゴリーについても、実証実験を行ったものの多くで、
良質な試料の調製に成功している。もっと苦戦することを覚悟していたが、予想を上回る成果を達成し
たと考えている。これは、新しい要素技術の開発と、必要な技術の体系的整備・最適化とシステム構築
によるもので、優れた選択肢を数多く用意し、的確に選択するというコンセプトの正しさも示されたと
考える。
非天然型アミノ酸導入技術は、リシン誘導体の導入が可能になったことは、有用性において、極めて
大きな成果であり、要素技術の達成度は十分である。利用法に関しては、蛍光標識が膜タンパク質の調
製、複合体形成、結晶化の様々なステップで、必須ともいえる役割を果たすようになってきたことも、
予想を超えた大きな成果である。ヨードの導入も実用段階にあり、特に膜タンパク質等の高難度タンパ
ク質について有用であると期待される。また、クロスリンカーの導入による複合体の架橋・大量精製と
結晶化・構造決定に成功し、架橋化で構造の歪みが全く生じなかったことを検証したことは、複合体の
構造解析技術に新基軸を打ち出したものと位置づけられる。
結晶化技術では、新しい合成脂質を用いたよるキュービック液晶法が、期待通りの成果を上げている
ことを強調したい。昨年から、GPCR の構造解析の報告が続く中で、キュービック液晶法が再び注目さ
れているが、一般的なモノオレインに加えて、多数の選択肢を提供できることの意義は極めて大きいと
考える。特に構造安定性が問題になる膜タンパク質で、低温での結晶化が可能になったことは重要であ
る。
このように、試料調製の要素技術開発は極めて順調であり、今後は、パイプライン化に注力すること
で、より多くの実証実験を可能にし、それによって法則性を確立し、「発現ライブラリー基盤」を構築
する方向に邁進したい。すでに高難度試料で活性を示すものを多数調製することが可能になってきてい
るので、今後は、より多種類の結晶化技術を組み合わせる体系的な結晶化システムの構築に進むことが
できる。この部分にも一層注力していきたい。
７．課題内の情報共有・連携体制
平成 19 年 8 月 31 日に研究参画機関による班会議を開催し、要素技術の紹介、進捗の報告、今後の技
術開発計画やプログラムへの貢献を初めとする活発な議論をすることにより、研究推進体制を強化し
た。また、平成 19 年 12 月 18 日に膜タンパク質研究会議を行うことにより、膜タンパク質の研究の現
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状及び分析、ターゲットとするべき膜タンパク質の候補、技術的な克服点などに関して、各分野におけ
る有識者間による横断的な意見交換を行った。平成 20 年 5 月 15 日に第２回班会議を開催し、研究参画
機関と関係者（推進委員長、PO）が集まり、要素技術の紹介、進捗の報告、今後の技術開発計画やプ
ログラムへの貢献を初めとする活発な議論を行って、研究推進体制を強化した。参画機関の間でのテー
マごとの研究打ち合わせは、それぞれ担当者の間で、１〜２ヶ月に一回程度行っている。「トライアル
セット」の情報は研究参画グループでシェアしている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
※プログラム内部の共同研究、研究支援などの連携
本課題において得られた成果について、公表し、今後の展開に資するべく、平成 19 年 12 月 15 日、
および 23 日に、理化学研究所横浜研究所において、サイトビジットを開催した。サイトビジットでは、
技術や研究施設の概略説明／案内、技術の活用事例などについて紹介した。さらに、本年度は、情報プ
ラットフォームを通じて、無細胞タンパク質合成技術、非天然型アミノ酸利用技術等の情報提供を開始
した。
ターゲットタンパク研究の個別研究課題や技術開発課題の研究代表者または研究分担者との共同研
究を進めた。内容は、本課題の研究代表者または研究分担者が、技術開発に関する協力を行うもの（先
方の研究代表者名のみ記す：若槻壮市、岩田想、長野哲雄、甲斐荘正恒）、パイプライン化のために先
方が開発した技術の提供を受けるもの（高木淳一）、タンパク質の調製 and/or 結晶化を担当するもの（阿
久津秀雄、岩田想、濡木理、福井宣規、門脇孝、永田宏次、堀之内末治、田之倉優、藤原敏道、長野哲
雄）、非天然型アミノ酸技術を提供するもの（富田泰輔）。
また、開発した実験手法のプロジェクト内での普及と利用を図るため、
“キュービック液晶結晶化法”
に関わる講習会を計画中である。
※プログラム内部への研究支援体制
【プロテイン・エクスプレス、高木広明】タンパク質生産技術を移転・汎用化して、ターゲットタンパ
ク研究の支援を行なう目的で、再構成無細胞タンパク質合成技術の技術移転を開始し、必要なタンパク
質因子 36 種を大量調製した。大腸菌無細胞タンパク質合成技術の商品化の検討、ならびに、大腸菌・
真核細胞を宿主とする非天然型アミノ酸導入・標識タンパク質合成技術の評価を進めた。
【セルフリーサイエンス社、森下了】高度化されたコムギ無細胞タンパク質合成技術を用い、ターゲッ
トタンパク研究の支援を行う予定である。早期実施に向けた準備として、膜タンパク質合成要素技術に
関する情報交換と部分的技術移転を進め、タンパク質自動合成装置に対応できることを見いだした。
９．今後の展望
平成 19〜20 年度の技術開発により、当初の予想を上回る成果が得られ、ヒト由来タンパク質の高難
度試料（多数回膜貫通型タンパク質、高分子量ヘテロ複合体、1300 残基超の巨大タンパク質など）をト
ライアルセットとして用いて課題設定することにより、多様な無細胞タンパク質合成技術、キュービッ
ク液晶による膜タンパク質の結晶化技術、非天然型アミノ酸導入技術など、極めて多数の新規要素技術
を開発し、有用性、実用性を確認することに成功している。平成 21 年度には、無細胞系とヒト細胞系
の組み合わせによるスクリーニングシステム、様々な無細胞系と細胞系を組み合わせる構造・機能解析
試料の大量安定調製システム、結晶性などの観点からの試料分析・評価システムとしてくみ上げていく。
このシステム開発により、従来より多くの検体についてのデータ収集が可能になり、トライアルセット
の全体について、系統的な解析・分析を行う計画である。さらに、平成 22〜23 年度については、高性
能の自動化技術（ロボティクスおよびデータマネージメントの技術）を適用して、上記の３システムを
スケールアップすることにより、ターゲットタンパク研究プログラム内外の多様なニーズに対応して生
産の検討・分析を可能にし、得られたデータに高度なマイニング技術を適用することにより体系化し、
タンパク質の生産技術の強力な体系を完成させる。
要素技術開発については、平成 21〜23 年度は、これまでの高難度試料調製要素技術開発の多くの成
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果を基礎として、高難度性の原因が複合した「超高難度」の試料（多数回膜貫通型タンパク質のヘテロ
多量体、1300 残基超の巨大タンパク質を含む巨大ヘテロ複合体、数百ヌクレオチド残基の核酸を含む巨
大ヘテロ複合体など）を共発現法、再構成法などにより調製するための開発に取り組む。さらに、結晶
化の技術としては、核形成制御等の新規要素技術の開発に取り組む。これらに加えて、マイクロフルイ
ディクス技術（これまでは結晶化のみに適用）を用いる新規の方向性に取り組む。これにより、タンパ
ク質試料の細胞合成・無細胞合成、高純度精製、安定化、構造・機能分析・評価、結晶化、結晶の分析・
評価、回折データの評価、化合物添加効果の分析・評価などのステップを、マイクロ〜ナノリットル・
スケールで自動化して行えるシステムを構築するための要素技術の開発を推進する。これらの要素技術
開発については、現在は予備的な検討・実験の初期段階を経過しつつあり、平成 21〜23 年度には本格
的に取り組むことが可能である。そして、要素技術として確立したものについては、迅速に上記の全体
システムに搭載し、その高度化を推進していく予定である。
１０．特記事項
新規脂質を用いるキュービック液晶法によって、多数回膜貫通型膜タンパク質で、サイズ 20mm 程度
までの結晶が再現性良く得られるものがでてきている。さらに、非天然型アミノ酸導入法の開発により、
蛍光色素で標識できるようになったので、キュービック液晶中の微小結晶のハンドリングが可能なっ
た。今後は、プログラム内の技術開発課題 C の若槻プロジェクトとの緊密な連携により、ビームライン
での回折データ収集のステップにフォーカスできる。また、技術開発課題 D の岩田プロジェクト、高木
プロジェクトと連携して、抗体の利用も進めていきたい。ターゲットタンパク研究との共同研究をより
発展させ、技術移転にも拍車をかけ、プログラムに貢献していきたい。また、制御の長野プロジェクト
との連携も始まり、生産・解析・制御が一体となる次世代技術開発の方向性が見えてきたことも強調し
たい。
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

13,091

4,259

13,598

30,948

人件費（千円）

289,603

400,267

400,932

1,090,802

業務実施費（千円）

404,997

255,474

202,049

862,520

間接経費（千円）

212,308

198,001

188,538

598,847

合計（千円）

920,000

858,000

817,000

2,595,000
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質
「なし」
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◎Mukai T, Kobayashi T, Hino N, Yanagisawa T, Sakamoto K and Yokoyama S, Adding L-lysine derivatives
to the genetic code of mammalian cells with engineered pyrrolysyl-tRNA synthetases, Biochem. Biophys. Res.
Commun. 371 (4): 818-822 (2008).
◎Fukunaga R, Harada Y, Hirao I and Yokoyama S, Phosphoserine aminoacylation of tRNA bearing an
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３．特許出願リスト
表題

概要

出願年月日

膜タンパク質の製造方法 (日本)

脂質ディスクまたはリポソーム内で天然

平成 19 年 11 月 5 日

構造又は活性構造に折りたたまれた膜タ
ンパク質の製造方法
膜タンパク質の製造方法 (PCT)

同上

エステル結合を含む非天然

アミノアシル-tRNA 合成酵素とリボソー

タンパク質の製造方法 (日本)

ムの翻訳系を用いて、部位特異的にα-ヒ

平成 20 年 11 月 5 日
平成 19 年 11 月 22 日

ドロキシ酸をタンパク質へ導入した非天
然タンパク質の製造方法
エステル結合を含む非天然

同上

平成 20 年 11 月 21 日

タンパク質の製造方法( PCT)
アミノアシルｔＲＮＡ合成酵素

非天然アミノ酸とｔＲＮＡとの対応付け

活性を有するポリペプチド及び

の特異性が高いアミノアシルｔＲＮＡ合

その利用 (日本)

成酵素活性を有するポリペプチド及びそ

平成 20 年 2 月 8 日

の利用
アミノアシルｔＲＮＡ合成酵素

同上

活性を有するポリペプチド及び
その利用 (PCT)
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平成 21 年 2 月 4 日

課

題

名

新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の高品質生産と精製シ
ステムの開発

代
代

表
表

機
研

関
究

者

名

大阪大学

名

高木

分担機関・分担研究者名

淳一

大阪大学（川上

徹、禾

晃和）

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
【目的】医学的・生物学的に重要な細胞外蛋白質や受容体などの膜蛋白質の動物細胞を用いた組み替
え発現のボトルネックの解消を目指し、新規アフィニティタグを軸とした発現・スクリーニングシス
テム開発によって、構造解析だけでなく機能解析にも有用な「高品質蛋白質」の生産を飛躍的に加速
し、本事業で目指す「困難な蛋白質の解析」に多大な貢献をする。
【目標】
（１）抗体を用いた新規ペプチドタグシステムと、
（２）低分子二量体化ペプチドタグ（ABZip
タグ）システムの確立、を３年間で完成
する。これらの新規技術は、①発現細胞
樹立のための迅速スクリーニング、②微
量蛋白質の１段階完全精製、③膜蛋白質
結晶化のための可溶化条件の最適化、④
微量蛋白質からの抗体作製、などを可能
にする。サブテーマ１（アフィニティタ
グ抗体の開発）は、動物細胞発現系にお
いて培養上清（あるいは細胞抽出液）中にごく微量しか得られない組み替え蛋白質を、効率的かつ迅
速に精製することを可能にし、また動物細胞発現系でボトルネックとなる高発現細胞株のスクリーニ
ングと樹立を加速する。サブテーマ２（低
分子ペプチドタグの開発）は、夾雑物の存
在下でもターゲットのタンパク質を簡単・
特異的に標識できるようにすることによっ
て、膜タンパク質の構造解析で最も困難な
ステップである活性状態での可溶化と安定
化の条件検討を微量のテスト発現系で可能
にし、さらに、これまでは精製タンパク質
を必要とした多くのアッセイを、未精製微
量タンパク質で可能にする革新的な技術で
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
（１）成果概要

サブテーマ１の抗ペプチドタグ抗体システムについては、二つのタグ抗
体について開発を進め、Target タグシステムについては精製システムとし
ての有用性を多数の実施例を重ねて確立し、eTEV タグシステムについて
はそれを上回る多機能タグシステムとなることが期待される段階にまで
達した。ともに国際的に競争力のある技術として特許化を進めている。
サブテーマ２の ABzip システムについても基本的原理の実証を終わり、
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細胞のリアルタイムイメージングへの応用に成功した。より安定なタギ
ングが可能となるような有機化学的改良を進めている。
（２）技術開発の進捗及び
成果

①抗体を用いた新規ペプチドタグシステム
・アフィニティ精製に応用可能なＰ４タグ配列の最適化
先に開発に成功しているＰ４タグモノクローナル抗体 P20.1（Sangawa et
al. Hybridoma 2008）は、蛋白質精製における利便性を最大化するため、実
効親和性の向上を目指してタグ配列の最適化を行った。P4（６アミノ酸残
基）ペプチドを１，３，５回繰り返した重複配列タグ(P4x1、P4x3、およ
び P4x5 と呼ぶ)をもつ融合蛋白質を作製し、ビアコアでキネティクス解析
を行った結果、P4x3 では P4x1 の８０倍、P4x5 では１８０倍の親和性向上
が得られた。P20.1 抗体とペプチドタグの結合は 40%のプロピレングリコ
ールを含む緩衝液で完全に解離するため、精製システムとして現存のどの
システムよりもランニングコストが低く、しかも抗体レジンを 30 回以上
繰り返し使用できることを示した（下図）。P4x3 タグを組み込んだ動物細
胞用発現ベク
ター
pCX-NP4x3,
pCX-CP4x3 を
作成し、多数の
細胞外蛋白質、
受容体細胞外
領域フラグメ
ントの発現に
成功するとともに、プログラム内外の研究者に供与し始めた。（Nogi et al
Protein Sci., 2008）。その後、認識に必要な最小配列をファージディスプレ
イ法で探索し、最小認識単位が YPGQ の４残基であることをつきとめ、
この４残基コアの繰り返し配列をタグとすることで、溶液親和性を最大の
ものを得ることが出来た。こうして得られた一連の P4 ペプチド由来タグ
を、「Tandemly Arranged Recognition motif combined with Gentle Elution
Technology(TARGET)タグ」と総称することにした。
・ Target タグシステムの実証実験
神経発生に関わる蛋白質（F-spondin）に
TARGET タグを付加して動物細胞で発現し、
P20.1 抗体を用いて１段階精製に成功した。こ
の蛋白質は高品質の結晶を与え、1.45Å分解能
の結晶構造を、わずか３週間で決定する事が
出来た（右図）。（Nagae et al. Acta Crystal D.
2008）この他に、ターゲットタンパク B 課題
との連携により、セマフォリンの細胞外ドメインの生産・精製を行い、
sema6A については 2.7Å 分解能の構造を得ている。
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・第二のタグ（eTEV タグ）抗
体の開発
抗 eTEV 抗 体 （ ク ロ ー ン
2H5）を樹立した。この抗体は
抗原である１１残基の中に
TEV プロテアーゼ認識配列を
内包し、検出・精製タグとし
て利用したのちは特異的な切
断によって除去できる。
Alanine scanning に よ っ て 抗
体の認識に必要なモチーフを
決定し、キネティクス解析を通して繰り返しが必要ないほど高い溶液親和
性を持つことも明らかにした。さらに、2H5-Sepharose を用いた eTEV タ
グ蛋白質の 1 段階精製も可能であることを明らかにした（上図）。
・ダブルタグシステムの開発
本課題で開発に成功した Target
タグと eTEV タグをタンデムに
つないだ「ダブルタグ」システ
ムを構築した。通常目的タンパ
ク質の異なる部位に別々に導
入する必要がある二つのタグ
を、連続した形でコンパクトに
まとめることにより、どんなタ
ンパク質でも簡単に検出・定
量・精製、さらにはタグの除去
が可能である。上図に示すような一続きのペプチドタグでサンドイッチ
ELISA による定量が可能であることを 2 種類の蛋白質で確認した
②低分子二量体化ペプチドタグ（ABZip タグ）システム
ABzip タグシステムは、特異的な二量体形成能をもつコイルドコイルペ
プチド（Azip および Bzip）を利用することで、膜タンパク質や微量の可
溶性タンパク質の未精製状態での蛍光ラベルを可能にし、タンパク質の性
状解析やイメージングに適用する技術である。様々な目的に使える技術で
あるが、これまでに（１）膜タンパク質の細胞上での特異的ラベル化、
（２）
可溶性リガンドの１段階標識と生細胞を用いた受容体結合のリアルタイ
ムアッセイ、（３）微量可溶性タンパク質のビーズを用いた検出、などに
成功した。
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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

３件

PDB 登録の有無にかかわらず

３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

２件（うち国外１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）
主要なサブテーマである、抗ペプチドタグ抗体システムの開発に関しては、極めて順調に、むしろ
予想を上回る成果を挙げていると考える。Target タグに関してはその実用性の高さが複数の例で確認
でき、タンパク質精製において現在市販されているシステムより優れていることが明らかとなってき
た。eTEV タグに関しては解析を進めるにつれて Target タグよりさらに広い有用性と他に例を見ないユ
ニークな性質を持つことが明らかとなってきており、これらは基礎科学研究への貢献と同時に国際的
に強い競争力をもつ製品化が十分可能なレベルに達すると予想している。この成功には詳細な条件検
討を多数のタンパク質に応用して実施例を作りながら進めてきたことが大きく寄与しているが、課題
内の努力だけでなく他のプログラム課題とリアルタイムで連携して来たことがその主な原動力であっ
た。具体的には、Ｂ課題「セマフォリン及びセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機
能解析と治療法開発」
（代表：熊ノ郷淳）において sema6A の細胞外ドメインの結晶化と構造決定に役
立った。
「特殊なケースで、一部の構造生物学者にとってのみ有用な技術」ではなく、およそタンパク
質の生産と精製が関わるものなら基礎と応用を問わずどのような局面でもその威力を発揮するシステ
ムが、間違いなく完成する見通しである。
第二のサブテーマである ABZip タグシステムに関しては、最も重きをおいていた膜タンパク質可溶
化条件検討への応用という点でいまだに問題が克服できていない。低分子ペプチドの非共有結合的二
量体化を利用するという最大の利点はそのまま短所でもあり、detergent の影響を除ききれないで居る。
ケミストリーを根本的に考え直したペプチド官能基デザインが今後の成功の鍵を握ると考えている。
同タグシステムはしかし検出やイメージングには極めて有用であることを実証できた。
７．課題内の情報共有・連携体制
分担機関は無いので該当しないが、分担者は全て阪大蛋白研の内部におり、結果報告、進捗状況のチェ
ック、ディスカッションは日常的に直接会って行っている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
研究代表者が分担者として加わっている下記の２つの課題については、本課題で開発した技術（Target
タグおよび eTEV タグ）をいち早く取り入れ、すでに蛋白質の生産と精製を進めている。
課題名：セマフォリン及びセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能解析と治療法
開発（代表者：熊ノ郷淳）
課題名：アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御（代表者：富
田泰輔）
このほかに、加藤博章博士（京大薬学研究科、膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発）、濡木理
博士（東大医科研、非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明）、横山茂之・脇山素明博士（理
研、タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の構築）らに Target タグシ
ステムの供与をおこなった。また、プログラム内の研究者からの供与要請に対応するために精製用の
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P20.1 セファロースと合成ペプチドを大量に調製済みである。
また、情報ＰＦには通常の進捗ＭＳへの登録はもちろん、中村春木教授が担当する実験ＭＳに対して
組み換えタンパク質発現のプロトコルを提供し、プロトコルＤＢの開発に協力している。
９．今後の展望
前述のように現在の進捗状況は当初の計画を上回るペースで進んでおり、H21 年度内には Target タ
グシステムを用いた複数の構造解析の完了が期待される。eTEV システムについても Target タグと組
み合わせたダブルタグシステムの実用化例を最低限１つ完了出来る見込みである。ABzip タグについ
ては、イメージングのための標識法としてはすでに開発が完了し、膜蛋白質への応用については現在
試みている有機化学的改良が成功すれば非常にインパクトのある標識法として確立できる。
このように本課題は H21 年度内にそのほとんどの目的を遂げてしまう。しかしながらこれらの技術
をプログラムの推進のためにさらに広範に活かし、また次の世代の新規タグ技術へと発展させるため
に、ぜひ延長を希望する。単なる継続ではなく、以下のような具体的な発展的計画を持っている。
【平成２２，２３年度の計画】
（１）Target タグシステムを用いた迅速な安定発現株取得と大量培養パイプラインの構築
Target タグシステムとビアコアを用いた培養上清の高速スクリーニングを確立し、９６ウェルレベル
でのアッセイが可能となったことから、動物細胞発現のネックである安定高発現株取得をテクニシャ
ンが実施可能なルーチン化することにほぼ成功している。これについて実施例を増やすとともに、希
望するプログラム内のターゲット課題研究者にこのパイプラインを提供する。協力のレベルは、クロ
ーン取得のみから、大量培養と精製まで、様々なレベルで対応でき、個々の研究者の裁量を制限しな
い形で行うことができる。
（２）抗体や高価なレジンを必要としない精製タグの開発
Target タグは市販のシステムに比べて極めて安価にタンパク質の精製を可能にするが、それでも特
定の抗体の利用を前提としている。本課題で開発したタグ技術を、そのような特殊な試薬、アフィニ
ティー担体等をいっさい必要としないタギングシステムへと進化させる方法を見いだし、現在開発中
である。本技術（FATT タグ）は「３０年前の研究室でも精製できる」ものであり、成功すれば、研
究資金の豊富な最先端科学者だけでなく、広く一般の教育・研究に携わる者に有用なツールを提供で
きる。
１０．特記事項
（１）特許について
P20.1 抗体と Target タグシステムについては大阪大学が出願人となって国内特許出願および国際出願
（PCT 出願）を済ませた。同システムは現在ライセンス化を模索しているが、業界トップの試薬会社
が強い興味を示している。また、eTEV タグシステムについては現在国内出願準備中である。
（２）研究者コミュニティへの成果の還元について
ターゲットタグと P20.1 抗体のシステムについて、論文を公開するとともに、２００９年１月に開
催された、タンパク質の生産技術に関するバイオテク・バイオベンチャー中心のカンファレンス
（PepTalk2009）において、本システムについての招待講演を行った。現在までに海外の academic
researcher から供与の依頼が多数来ている。これまでに MTA を締結して供与した研究者は以下の通り。
Dan Leahy (Johns Hopkins Univ, USA)、Jia-huai Wang(Harvard Med School, USA)、John
Hartwig(Harvard Med School, USA)、Young Ho Jeon(Korea Basic Science Inst., Korea)、Zaverio
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Ruggeri (Scripps Research Institute, USA)、Tomas Lindahl(Linköping University Hospital,
Sweden)
また、P20.1 のハイブリドーマは理研バイオリソースバンク（http://www.brc.riken.jp/lab/cell/）に寄託済
みであり、公的機関の研究者には入手可能となる予定である。
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

30,851

18,242

14,260

63,353

882

4,222

9,820

14,924

9,805

15,998

15,920

41,723

間接経費（千円）

12,462

11,538

12,000

36,000

合計（千円）

54,000

50,000

52,000

156,000

人件費（千円）
業務実施費（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
P20.1 Fab-peptide complex

PDB ID
2zpk

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）
Target タグシステムの中心となるモノクローナル抗体
P20.1 の抗原ペプチドとの複合体構造であり、特異性の
構造基盤を知り、将来の改変・改良を進める上で鍵と
なる構造である。

F-spondin 198

2zot

Target タグシステムの実証実験として行った F-spondin
フラグメント（198 残基）の構造である。結晶化と解析
の難易度は高くなかったが、これは本システムで極め
て高品質な精製が可能であったことを逆に証明した形
である。

F-spondin 145

2zou

上と同様な実証実験だが、より短いフラグメント（145
残基）を用いており、細胞外蛋白質としては極めて高
分解能（1.45Å)が得られた。

２．論文のリスト
◎ Nogi, T., Sangawa, T., Tabata, S., Nagae, M., Tamura-Kawakami, K., Beppu, A., Hattori, M., Yasui, N., and
Takagi, J. (2008) Novel affinity tag system using structurally defined antibody-tag interaction: Application
to single-step protein purification. Protein Sci., 17, 2120-2126.
◎ Nagae, M., Nishikawa, K., Yasui, N., Yamasaki, M., Nogi, T., and Takagi, J. (2008) Structure of F-spondin
reeler domain reveals a unique β-sandwich fold with a deformable disulfide-bonded loop. Acta
Crystallographica D64, 1138-1145.
◎ Sangawa, T., Nogi, T., and Takagi, J. (2008) A murine monoclonal antibody that binds N-terminal
extracellular segment of human protease activated receptor-4. Hybridoma, 27(5),
331-335.
Matsumoto, A., Kamata, T., Takagi, J., Iwasaki, K., and Yura, K. (2008) Key interactions in ectodomain of
integrin for global conformational change detected by elastic network normal mode analysis. Biophys. J.,
95(6), 2895-2908.
Yamaguchi, H., Takagi, J., Miyamae, T., Yokota, S., Fujimoto, T., Nakamura, S., Ohshima, S., Naka, T.,
and Nagata, S. (2008) Milk fat globule EGF factor 8 in the serum of human patients of systemic lupus
erythematosus. J. Leukocyte Biol., 83, 1300-1307.
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３．特許出願リスト
表題

概要

タグペプチドが結合した融合

本課題で開発した Target タグとその抗体

タンパク質、タグペプチドに対

P20.1 を用いた精製システムとその利用

する抗体及びこれらを用いる

法に関する特許

出願年月日
平成 20 年 1 月 31 日

タンパク質の精製方法（特願
2008-020804）
タグペプチド及びその利用

上記特許の国際（ＰＣＴ）出願

（PCT/JP2008/073069)
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平成 20 年 12 月 18 日

課
代
代

題
表
表

機
研

関
究

者

名

膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発

名

京都大学

名

加藤

分担機関・分担研究者名

博章

理化学研究所（山下

敦子）

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
１．膜タンパク質の結晶化能を評価するための実験法の開発
２．ペルオキシソームを利用した膜タンパク質の大量発現系の構築
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

膜タンパク質の結晶化能を評価するための実験法の開発として、真
核細胞発現系のための結晶化用試料スクリーニングシステムを構築
し、特に、分泌発現系で適用可能なシステムを初めて構築することに
成功した。さらに、GFP融合タンパク質の種々の手法を融合した膜タ
ンパク質発現条件確立支援法として、培養細胞を用いたタンパク質発
現の in vivo測定法および結晶化コンストラクト選抜法を開発し、GFP
融合タンパク質In-gel蛍光Native電気泳動法開発につながる電気泳
動条件を見いだすことに成功した。
ペルオキシソームを利用した膜タンパク質の大量発現系の構築をめざ
し、まず、ペルオキシソーム膜タンパク質群（PMPs）のペルオキシソーム
局在化機構を解明するため、PMPs と輸送体 Pex19p との結合様式を決定す
るとともに、結晶化に適した PMPs の選抜を行い、Pex3p-Pex19p 複合体の
結晶構造を決定した。その過程で、ヒトとメタノール資化性酵母 Pichia
pastoris では、Pex19p と Pex3p が互いを認識できないことを明らかにした。
次いで、ヒト由来 PMPs を P. pastoris にて正常に発現させるため、その輸送
体 Pex19p および受容体 Pex3p を P. pastoris に導入し、発現した PMP の局在
化場所を元株と変えることができた。
これまでに本課題にて確立した、未精製状態における結晶化能の評価法
を基盤とした結晶化に適した膜タンパク質の合理的な選抜方法、ジャーフ
ァーメンターによる P. pastoris 大量生産法などの手法を真核生物由来の新
規膜タンパク質へと応用し、結晶化することができた。

（２）技術開発の進捗及び
成果

１−１

真核細胞高品質膜タンパク質発現系のための結晶化用試料スクリ

ーニングシステム構築

真核細胞発現系を用いたGFP融合発現ベクターの設計と試験タンパ
ク質を適用した発現実験を行い、使用可能な真核細胞発現系結晶化用
試料スクリーニングシステムを構築した。メタノール資化性酵母 P.

pastorisおよび昆虫培養細胞について、発現スクリーニング用ベクタ
ーを設計・構築し、レポーターGFPが目的の発現系で適切にフォール
ディングして蛍光を発し、予想される分子量で単分散の溶液挙動を示
す系を確立した。次に、これまでに結晶構造解析が成功している膜タ
ンパク質や分泌タンパク質など種々の試験タンパク質遺伝子をベク
ターに導入し、発現実験を行った。その結果、それぞれ期待される発
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現量、蛍光観測ゲルろ過溶出プロファイル、および細胞内局在が観察
されることを確認した。特に、これまでGFPのフォールディングに問
題が起きやすいことが一因となり試料スクリーニングシステムの適
用の報告がなかった分泌発現においても、構築したシステムが適切に
機能することを立証した。
１−２

GFP融合タンパク質の種々の手法を融合した膜タンパク質発

現条件確立支援法の開発
(a) 培養細胞を用いたタンパク質発現の in vivo測定法開発
昆虫培養細胞などの動物培養細胞でのタンパク質発現量を in vivo で
簡便かつリアルタイムに測定できる方法を開発した。本課題にて構築
したスクリーニングベクターを利用し、マイクロプレートリーダーを
用いた測定条件を検討した結果、培養槽の開封や細胞の回収・破壊分
析の必要なく、細胞を付着培養した状態でそのまま発現タンパク質量
を測定できる条件を見出した。この方法の定量性や適用性について
は、既存の定量法との比較や種々の試験タンパク質の適用実験によっ
て立証できた。本法はタンパク質の発現条件確立の支援や、試験タン
パク質から発現性のよいものをハイスループットでスクリーニング
する方法として利用可能である。
(b) 結晶化コンストラクト選抜法の開発
膜タンパク質をはじめとする難解析性タンパク質から、結晶化に適したド
メインを見いだすなど、結晶化コンストラクトの迅速な選抜を支援する方
法を開発した。モデルタンパク質としてカルシウムチャネルを用い、In gel
蛍光電気泳動法をはじめとした種々の GFP 融合タンパク質技術を応用した
結果、安定で構造解析に適していると予想される細胞質ドメインを迅速に
選抜することに成功した。選抜した当該ドメインについて常法に基づいて
大量発現系を構築し、発現・精製を行った結果、精製標品も安定かつ単分
散の結晶化に適した性質を保持していることを立証した。

(c) GFP融合タンパク質In-gel蛍光Native電気泳動法開発
結晶化用試料スクリーニングのハイスループット化を目的に、GFP
融合タンパク質のIn-gel蛍光Native電気泳動法を開発している。ま
ず、In-gel蛍光電気泳動ゲル観察に適した照明装置を開発した。波長
幅が狭く指向性の高いLEDの性質に着目して、それぞれのGFP変異体の
励起波長にあったLEDを利用した照明装置を構築した。この照明装置
を用いた観察結果を、従来法と比較したところ、GFPのIn-gel蛍光を
より低バックグラウンドで高感度に検出できることを確認した。さら
に、GFP融合膜タンパク質のNative-PAGE電気泳動条件について検討し
た。結晶構造が報告されているいくつかの高品質膜タンパク質を試験
タンパク質としてGFP融合タンパク質を作成し、種々の条件での泳動
を比較した結果、GFP蛍光によるバンド検出が可能で、これまでに報
告されているNative電気泳動法改良法による泳動条件よりもシャー
プな泳動バンドを与える泳動バッファー添加剤をいくつか見いだす
ことに成功し、同法の開発達成に道筋をつけた。

- 388 -

２−１立体構造に基づいたペルオキシソーム膜タンパク質(PMP)輸送
メカニズムの解明
ペルオキシソーム膜タンパク質PMPのペルオキシソーム局在化機構
解明を基に膜タンパク質の高発現化を図るため、結晶化に適したペル
オキシソーム膜タンパク質群PMPsの探索を行った。すなわち、PMP22、
PMP70、ALDP、PMP47、Pex3pなど複数のペルオキシソーム膜タンパク
質群PMPs遺伝子と蛍光タンパク質GFPやYFPを繋ぎ、Pichia用のベクタ
ーであるpPIC3.5あるいはpPICZ系プラスミドに対して、Ligation-ind
ependent Cloning法やHetero-stagger法などハイスループットなク
ローニング法を用いてサブクローニングするとともに発現したクロ
ーンを選抜した。
次いで、微量で培養した菌体を界面活性剤にて可溶化し、超遠心し
た上清をGFPに由来する蛍光を検出することによりゲルろ過分析し
た。その結果、結晶化に適すると判断されるPMPsを未精製の状態で効
率良く選抜することができた。
さらに、蛍光観測ゲルろ過法にて選抜されたPMP22、Pex3pおよびPM
P47発現株を、ジャーファーメンターを用いて高密度培養することに
より大量生産した。その際、蛍光観測ゲルろ過により発現PMPを定量
することで、容易に培養条件の最適化ができた。ラット由来PMP22が
最も良く発現し、培養液４ℓ当り90ミリグラムの精製標品が得られた。
この収量は、フラスコ培養の60倍に相当した

(Protein Expr. Puri

f., 64(1): 47-54 (2009))。
一方、結晶化に適していることが示されたPMPのうちPex3pについて
は、結晶化条件探索を合理的に進める目的で、部位特異的変異導入、
蛍光スペクトル分析、表面プラズモン共鳴法、共焦点蛍光顕微鏡観察
などを用いてPex19pとの相互作用様式を詳しく調べた。その結果、Pe
x3p:Pex19pの化学量論は、1:1であること、Pex3pのTrp104がPex19pと
の結合に直接関与していること、さらに、Pex3pとPex19pの結合が300
倍程度低下すると、細胞内でのペルオキソソーム生成ができなくなる
ことが判明した(J. Biol. Chem. 283(10): 6136-6144 (2008))。この
結果を基に、Pex3p—Pex19p複合体の結晶化条件を探索したところ、
良質の結晶を得るとともに、Ｘ線結晶解析によりその立体構造を決定
できた（投稿準備中）。
２−２

ヒト由来Pex19p、Pex3p導入 Pichia pastoris株の確立

メタノール資化性酵母 P. pastorisで発現させたラットPMP22は、核
および小胞体(ER)にほとんど局在していた。そこで、ヒト由来のPMPs
輸送体Pex19p、その受容体Pex3pを導入した P. pastoris の育種を行
い、ペルオキシソームへと局在化できるように改良を行った。しかし、
その菌株を高密度培養したところ溶菌が起きてしまうことを見出し
た。一方、ヒト由来Pex3p–Pex19p複合体の立体構造解析から、ヒトと

P. pastorisでは、Pex3pとPex19pの相互作用様式に違いのあることを
構造に基づいて理解できたことから、P. pastorisのPex3pと結合でき
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るように種々改変したPex19pを調製して導入したところ、未導入株と
は異なり、ペルオキソソームである可能性の高いオルガネラにPMP22
を局在化できる P. pastoris株を取得することができていることを確
認できた。
２−３

確立した支援法の新規膜タンパク質結晶化への応用

本課題研究で確立してきた「結晶化能の高い膜タンパク質選抜法」
を好熱菌およびヒトを含む真核生物の膜タンパク質、ABCトランスポ
ーターに適用した。すなわち、それぞれ数10種類のP-糖タンパク質(A
BCB1)ホモログ遺伝子をハイスループットにGFP融合体としてクロー
ニングした。次いで、正しく細胞内での膜局在化が得られたクローン
について、In-gel蛍光電気泳動法と蛍光ゲル濾過により、結晶化に適
したものを選別した。そして結晶化能の良いものだけを選び、ジャー
ファーメンターよる高密度培養を行って、得られた大量のタンパク質
を精製し、効率的な結晶化条件検索を行った。その結果、真核生物由
来新規膜タンパク質が結晶化に適することを見出すとともに、8Å分解
能のX線回折を与える結晶を得ることに短期間で成功した（論文投稿
準備中）。さらに、分解能の向上により立体構造解析を実施する予定
である。なお、同じ遺伝子を昆虫細胞でも発現させ、 P. pastorisと
の比較も行った(Protein Expr. Purif., in printing (2009))。
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

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

3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）
「膜タンパク質の結晶化能を評価するための実験法の開発」、「Pichia pastoris を用いた正常膜タンパ
ク質の大量発現系の構築」とも当初計画通り順調に目標を達成している。さらに得られた方法を他の新
規膜タンパク質の結晶化へと応用することもできている。
７．課題内の情報共有・連携体制
分担機関とは、研究機器や試料の相互提供、研究担当者の往来、研究成果である開発手法と機器の相
互提供などの連携を行っている。また、電話と e-mail による日常的な情報交換に加え、１〜２ヶ月に１
度の相互訪問による情報交換会議、年に１度の主な研究従事者全員が集まった班会議の開催により、情
報と成果の共有を実施している。また、それぞれの研究成果を統合して、膜タンパク質結晶化支援法と
してまとめることにより、どちらの所属機関においても利用可能な体制ができている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
本課題にて構築した膜タンパク質の結晶化支援法は、以下の研究課題の進展に貢献した。
1）
「新規味物質・味評価法に重要な味覚受容体の構造・機能解析（研究代表者：山下敦子）
」において、
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、結晶化に有
望なコンストラクトを初めて発見することができた。
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2）
「環境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（研究代表者：松岡信）」
において、ジベレリン受容体タンパク質の発現精製条件、特に、凝集を防ぐための界面活性剤の条件を
探索するために、ゲル濾過法や迅速クローニング法など、膜タンパク質の結晶化支援法が役立ち、ジベ
レリン−受容体 GID1 複合体の立体構造決定に導いた。（Nature, 456, 520-523 (2008)）
９．今後の展望
・GFP 融合タンパク質 In-gel 蛍光 Native 電気泳動法開発について
本課題にて、GFP の蛍光検出が可能で、良好な分離が見られる条件を見いだすことに成功したため、今
後は得られた泳動条件を至適化し、極めて効果的な試料スクリーニング法である蛍光ゲルろ過クロマト
グラフィー法のハイスループット代替分析法となりうる技術につなげる。さらに、得られた条件をもと
に、平成２２年度以降はキャピラリー電気泳動法やマイクロチップを用いたミクロ流路電気泳動法に展
開することで、さらに解析試料の微量化、解析時間の大幅な短縮、多検体の同時解析化を目指す。
・ペルオキシソームを利用した膜タンパク質の大量発現系の構築について
Pex19p を導入することによって得られたペルオキシソームらしいオルガネラへの標的膜タンパク質
の局在化を別途確認し、当初計画通りに、結晶化に適した立体構造となっていることを評価する予定で
ある。また、Pex3p–Pex19p 複合体の立体構造から明らかになった PMP 輸送メカニズムに基づいて、他
の PMP や PMP 以外の膜タンパク質の発現を実施する。
１０．特記事項
（１）研究成果について
・ 新規に、「分泌発現にも適用可能なスクリーニングシステム」、「Pichia pastoris を用いたヒトペルオ
キシソーム膜タンパク質の大量発現系」が構築できた。これまでに報告がなく、今後、この発現系が
構造生物学的なアプローチの原動力になると期待される。
・ Pex3p—Pex19p のＸ線結晶構造解析が達成されたことから、PMP 輸送機構の構造基盤解明に道が開
けた。ペルオキシソーム生成と PMP 輸送に必須な複合体の構造は、細胞生物学コミュニティが長く
待ち望んでいたものである。
・従来から比較すると遥かに短い数ヶ月程度の期間に、膜タンパク質の結晶化を達成できる支援技術を
確立することができた。
（２）人材育成について
・関連する研究テーマにて、これまで 3 名の大学院生が博士学位を取得し、2 名が来年度取得予定とな
っている。取得者のうち、1 名は製薬企業の研究所、他の 2 名はポスドク研究者として活躍している。
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

12,121

4,115

0

16,237

0

10,054

13,309

23,363

10,956

7,369

11,306

29,631

6,923

6,462

7,385

20,769

30,000

28,000

32,000

90,000

- 391 -

（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質

タンパク質名

PDB ID

Pex3p—Pex19p 複合体

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）
ペルオキシソーム膜タンパク質輸送の中核となる最も
重要な複合体である。Pex3p は膜タンパク質、Pex19p は
intrinsically unstructured protein であり、いずれも結晶化
が困難だったため、これまで解析例がなかった。

２．論文のリスト
◎Sato Y, Shibata H, Nakano H, Matsuzono Y, Kashiwayama Y, Kobayashi Y, Fujiki Y, Imanaka T, Kato H,
Characterization of the interaction between recombinant human peroxin Pex3p and Pex19p: Identification of
TRP-104 in Pex3p as a critical residue for the interaction., J. Biol. Chem. 283(10): 6136-6144 (2008)
◎Egawa K, Shibata H, Yamashita S, Yurimoto H, Sakai Y, Kato H, Overexpression and purification of rat
peroxisomal membrane protein 22, PMP22, in Pichia pastoris., Protein Expr. Purif., 64(1): 47-54 (2009)
◎Kodan A, Shibata H, Matsumoto T, Terakado K, Sakiyama K, Matsuo M, Ueda K, Kato H., Improved
expression and purification of human multidrug resistance protein MDR1 from baculovirus-infected insect
cells., Protein Expr. Purif., in printing (2009)

３．特許出願リスト
表題

概要

出願年月日

培養細胞を用いたタンパク質発

培養細胞による目的タンパク質の発現量を、 平成 20 年 2 月 8 日

現のリアルタイム測定法

通常の細胞培養条件において細胞を回収及
び破壊することなくリアルタイムで、簡易且
つ正確に測定する方法
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課
代
代

題
表
表

機
研

関
究

者

名

抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立

名

京都大学

名

岩田

分担機関・分担研究者名

想

東京大学 （浜窪

隆雄）

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
膜蛋白質の X 線結晶構造解析を体系的かつ網羅的に推進してゆくためには，膜蛋白質と特異的に結合
する抗体を効率よく迅速に作製し，膜蛋白質／抗体複合体の全体としての親水性表面を拡張することに
よって結晶性を向上させるという戦略が有効である．本研究の目的は，任意の膜蛋白質に対してその結
晶性を向上させる人工抗体「結晶化リガンド (crystallizing ligand)」を作製するための普遍的な技術を確
立することである．開発すべき要素技術は次の三点である．
(i) 膜蛋白質の機能的構造を保持したままマウスに免疫する技術
(ii) 結晶化リガンド候補のハイスループットスクリーニング系
(iii) 天然抗体を進化分子工学の手法で改変して高親和性結晶化リガンドを創製する技術
これらの技術を用いて膜蛋白質の新規構造を，2〜2.5Åでの高分解能で決定することを目指す．
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
膜蛋白質の天然の立体構造を認識する高親和性抗体をハイスループットで作製す
（１）成果概要
るシステムを構築した．テストケースとして実際に本システムを適用して，多数の
内在性膜蛋白質に対する高親和性抗体の作製に成功した．このシステムを用いた場
合，マウスへの免疫を開始してから陽性 Fab フラグメントを取得するまでにかかる
時間は平均して 2〜3 か月であり，複数のターゲット膜蛋白質に対する抗体作製を
同時並行で進められる．得られた Fab フラグメントを用いて，膜蛋白質との複合体
結晶の作製が可能となった．
（２）技術開発の （a）膜蛋白質の機能的構造を保持したままマウスに免疫する技術の開発：膜蛋白
質に対する抗体を作製する従来の標準的な方法では，ターゲット膜蛋白質の精製標
進 捗 及 び 成 品または部分オリゴペプチドを抗原として使用する場合がほとんどであった．しか
しながらその方法では，免疫後にマウスの血中抗体価が上昇しない，あるいは得ら
果
れた抗体の大部分が膜蛋白質の部分アミノ酸配列をエピトープとするもので優占
する，といった問題点がある．この問題点を回避するために，ターゲット膜蛋白質
を再構成したプロテオリポソームを抗原としてマウスに免疫する技術を開発した．
このリポソーム抗原を使用することにより，抗体作製の際に大きな支障となる膜蛋
白質の立体構造の不均一性の問題点が解消されるとともに，野生型 BALB/c 系統の
マウスに免疫した場合でも有意に高い免疫反応が得られ，マウスが自己蛋白質とし
てターゲット膜蛋白質のホモログを持っている場合に起こる免疫寛容もほとんど
問題にならないことが明らかになった．免疫に要する時間は 1.5〜2 か月であった．
（b）新規な ELISA 法の開発：一般に界面活性剤で可溶化した膜蛋白質は構造的に
不安定である．この問題点を克服するために，ターゲット膜蛋白質をリポソーム中
に再構成した ELISA を行う技術を開発した．この技術を用いて機能的構造を保持
した未変性状態の膜蛋白質の親水性表面を結合標的として提示することにより，膜
蛋白質の立体構造を認識する抗体を高効率で選抜することが可能となった．
（c）抗体ファージライブラリーの作製およびスクリーニング技術の開発：膜蛋白
質リポソーム抗原をマウスに免疫して血清抗体価の上昇を確認後，脾細胞に由来す
る全 RNA を抽出し，B リンパ球由来の抗体遺伝子可変領域 (VH および VL)をコー
ドする cDNA 集団を，その配列多様性を維持したままファージライブラリーを作製
した
Fab ファージクローンのスクリーニングに際しては，膜蛋白質包埋リポソームを
固定化した磁気ビーズを用いたバイオパニング，大腸菌で培養上清中に産生させた
Fab フラグメントを用いた新規な ELISA を行い，ターゲット膜蛋白質との結合が顕
著に強い数〜十数クローンを選抜することが可能となった．ファージライブラリー
作製とスクリーニングに要する時間は 3〜4 週間であった．
（d）膜蛋白質の立体構造を認識する抗体のスクリーニング法の開発：抗体を結晶
化リガンドとして活用するためには， N 末端，C 末端あるいは内部親水性ループ
などのフレキシブルな領域の部分アミノ酸配列を認識する抗体ではなく，親水性表
面の立体構造を認識する抗体を取得することが望まれる．そこで，新規な ELISA
法での抗体結合量と、積極的に変性させた膜蛋白質を提示する通常の ELISA 法で
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の抗体結合量を比較することにより、膜蛋白質の天然構造においてフレキシブルな
領域を認識する抗体を排除し、揺らぎの少ない立体構造領域を特異的に認識する抗
体をスクリーニングすることができる技術を確立した．
（e）エピトープマッピング法の開発：一般に N 回膜貫通型の膜蛋白質は，N 個の
膜貫通へリックスと N+1 個の親水性領域から構成される．抗体が結合可能なのは
親水性領域のみである．この N+1 個の親水性領域に対してそれぞれ独立に，該当
領域のアミノ酸配列の長さを変えないように配列のみを全く異なる配列に置換し
た膜蛋白質変異体 N+1 種を作製し，取得した抗体を用いて新規な ELISA またはウ
ェスタンブロッティング分析を行う．野生型の膜蛋白質ではシグナルが現れるにも
かかわらず，変異体のいずれかでシグナルが消失した場合は置換した親水性領域が
抗体のエピトープであると同定する技術を確立した．
(f) Biacore による結合カイネティクスの評価技術の開発：ELISA のようなエンド
ポイントアッセイでは膜蛋白質／抗体複合体形成のダイナミクス，とくに結合の安
定性に関する情報が得られない．そのため表面プラズモン共鳴原理を基盤とした
Biacore T-100 装置を用いて Fab フラグメントの結合・解離速度の評価技術を確立し
た． Fab フラグメントを Biacore チップ上に固定化し，界面活性剤を含むバッファ
ー中でアナライトとして膜蛋白質を添加して結合・解離レスポンスを測定すること
によって相互作用の安定性を評価した．この方法により多数種の Fab フラグメント
と膜蛋白質との結合・解離動態を繰り返し自動測定することが可能となった．
(g) 膜蛋白質／抗体複合体のゲル濾過分析と結晶化スクリーニング:一般に結晶化
する分子サイズの分布が単分散（単一様相）を示す場合に結晶化能 (crystallizability)
が高いことが知られている．そのため，取得した抗体の Fab フラグメントとターゲ
ット膜蛋白質との複合体をゲル濾過クロマトグラフィーに供して，結晶化スクリー
ニングに進むか否かの選別を行っている．すでに数種の膜蛋白質／Fab フラグメン
ト複合体においてゲル濾過の共溶出パターンがシャープな単分散ピークであるこ
とを確認しており，結晶化スクリーニングを実施中である．
（h）膜蛋白質に対する抗体の取得実績: 開発した技術の実証実験として，ハイブ
リドーマ法およびファージディスプレイ法を併用して膜蛋白質に対する抗体を作
製した．
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

4 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

12 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）
当初計画は順調に実施に移され，実際に技術開発目標 (i), (ii) は完全に達成された．予定より早く計
画が進んでおり，H21 年度末までに構造解析を行う目的を達成する可能性が高い．幸いなことにきわめ
て親和性の高い抗体のみが得られたため，当初計画の技術開発 (iii)「進化分子工学の手法で改変して高
親和性結晶化リガンドを創製する技術」は実施する必要性がなかった．現在，抗体と蛋白質の複合体の
結晶化を行っており，H21 年度中にはその最初の結果を報告できるはずである．H21 年度以降，ターゲ
ットタンパク研究プログラム内のほかのグループに対して技術を供与することが可能となる．しかしな
がら，非常に高価な装置（Biacore）や特殊な施設（マウス飼育施設など）などを使用するため，実際に
ほかの多くのターゲットタンパクのグループがこのプロトコールをすぐに実施することは難しいと考
えられる．現在の枠組みの上に，他のグループに対し抗体を供与するリソースが与えられれば，すぐに
でも他のグループに抗体を供与することは可能である．
７．課題内の情報共有・連携体制
分担機関（東京大学）では主に「膜蛋白質の機能的構造を保持したままマウスに免疫する技術」を開
発し，新規な ELISA 法による抗体スクリーニング実施，ハイブリドーマ法による抗体取得を行った．
代表機関（京都大学）では，膜蛋白質の立体構造を認識する抗体のスクリーニングに関わる要素技術の
開発を行ったほか，分担機関で得られた知見やマウス脾臓サンプルを用いて「結晶化リガンド候補のハ
イスループットスクリーニング系」に関わる諸技術を確立し，ハイブリドーマ法およびファージディス
プレイ法による抗体取得を実施した．
グループ全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため，研究プログラム開始から現在までの約 21
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か月間に 4 回，業務参加者全員が一堂に会して研究方針についての議論と詳細な情報交換を行った．そ
の他に代表機関の実施担当者が分担機関での実験試料の作製の現場に立ち会い，実験設備やマウスの飼
育状況を見ながら今後の研究方針を具体的に協議した事例が少なくとも 5 回ある．さらに，平均して週
1 回の頻度で代表研究者は業務参加者にプロジェクト全体の進捗状況を電話・電子メール等の手段にて
確認・照会しつつ，計画全体の合理化を検討し具体的に指示した．
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
「基本的な生命の解明」分野の課題 B「創薬に繋がる V-ATPase の構造，機能の解明」グループと協
力して V-ATPase に対する抗体を作製中である．理化学研究所横浜研究所の生産 C 課題「タンパク質生
産技術開発に基づく『タンパク質発現ライブラリー基盤』の構築」とは毎月研究ミーティングを持ち，
緊密に連携して技術開発を行っており，実際に出芽酵母で哺乳類膜蛋白質を発現するためのベクターお
よび発現株を供与した．また，生産 D 課題「膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発」を実施する京
都大学薬学研究科と H20 年 12 月 26 日に共同セミナーを開催し，技術交流・情報交換を行った．
９．今後の展望
【平成21年度】H20年度までの研究にて既に得られている膜蛋白質／抗体複合体の結晶化スクリーニン
グを行い，複数（5〜10個程度）の良質な膜蛋白質／抗体共結晶について，シンクロトロン放射光X線回
折を用いた回折データの収集、抗体フラグメントの既知構造を用いた分子置換法による膜蛋白質／抗体
複合体の構造決定を行う。
【平成 22 年度】H19〜H21 年度の 3 年間で開発した技術が膜蛋白質の結晶構造解析において実用性・普
遍性が高いことを実証するためにハイブリドーマ法およびファージディスプレイ法を併用して膜蛋白
質に対する抗体（結晶化リガンド）を高効率で創出し結晶構造解析を行う．膜蛋白質はいずれも高純度
の未変性蛋白質精製標品が多量に得られ，膜蛋白質単独でも結晶は生成するものの現状では回折分解能
が低いので，抗体との複合体形成によって結晶の分解能が格段に改善される可能性が高い．
その一方で，H22 年度および 23 年度に引き続き実施される「ターゲットタンパク研究プログラム」
の他の膜蛋白質構造研究に対して技術的な支援を行う．プログラム内で共同研究を募集し，これらの研
究者との有機的連携を図りながら構造解析を推進する．
【平成 23 年度】H22 年度に開始した膜蛋白質／抗体複合体結晶の構造解析を完成させる．構造解析が
成功するに至った例については，膜蛋白質と抗体の分子間相互作用や共結晶中での分子のパッキングの
様式を検証し，今後の人工結晶化リガンドの分子設計戦略に向けての知見を蓄積させる．
１０．特記事項
本技術は，構造解析を行おうとするターゲット膜蛋白質ごとに高効率かつ迅速にテーラーメイドの抗
体を作製する普遍的な手法として開発されたものであり，今後，膜蛋白質の立体構造を体系的かつ網羅
的に決定してゆく研究において，キーテクノロジーとして汎用されることが十分に期待できる．これま
での標準的な方法では，未変性の哺乳類膜蛋白質に対する良好な抗体を得ることは難しかった．我々は
機能構造を維持したまま膜蛋白質を免疫する方法および新規の抗体のスクリーニング法を開発し，この
問題を解決することに成功した．またファージディスプレイ法を使って抗体をスクリーニングする技術
を用いることにより，旧来のハイブリドーマ法で問題であった経済的・時間的コストを大幅に改善する
ことに成功した．このことにより，適切なリソースさえ与えられれば，ターゲットタンパク研究の対象
であるほぼ全ての膜蛋白質に対して抗体を作成することが技術的に可能となった．
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

17,929

9,812

1,588

29,329

8,576

18,401

27,049

54,026

業務実施費（千円）

18,111

13,326

14,439

45,876

間接経費（千円）

13,384

12,461

12,924

38,769

合計（千円）

58,000

54,000

56,000

168,000

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
ヒダントイン輸送体 Mhp1

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）

2JLN,

細菌 (Microbacterium liquefaciens)由来の膜輸送体で，ア

2JLO

ミノ酸前駆体であるベンジルヒダントイン等の取り込
みに関与する．核酸塩基-陽イオン共輸送体ファミリー
(NCS1 ファミリー)に属する．構造解析により，膜の外
側からの基質の取り込み，および膜の外側から内側への
基質の運搬の分子機構が明らかになり，「アルタネイテ
ィングアクセスモデル」を部分的に証明した．

AcrB 多剤排出ポンプ

2W1B

腸内細菌では生存のために胆汁酸を細胞外に排出する
ことが必要であるが，E.coli ではその機能を AcrB が担
っていると考えられている．AcrB と胆汁酸の複合体の
結晶構造を明らかにした．

ラクトース透過酵素 LacY

2V8N

野生型 LacY の結晶構造を明らかにした．以前に C154G
変異体の構造解析はなされていたが，結晶化条件におけ
るリン脂質の組成を改変することにより，野生型 LacY
の構造解析に成功した．C154G 変異体の構造データから
は解釈が難しかったラクトース輸送の分子機構が解明
できた．

２．論文のリスト
Weyand S, Shimamura T, Yajima S, Suzuki S, Mirza O, Krusong K, Carpenter EP, Rutherford NG, Hadden
JM, O'Reilly J, Ma P, Saidijam M, Patching SG, Hope RJ, Norbertczak HT, Roach PC, Iwata S, Henderson
PJ, Cameron AD, Structure and molecular mechanism of a nucleobase-cation-symport-1 family transporter,
Science. 322(5902):709-713 (2008).
Drew D, Newstead S, Sonoda Y, Kim H, von Heijne G, Iwata S, GFP-based optimization scheme for the
overexpression and purification of eukaryotic membrane proteins in Saccharomyces cerevisiae, Nat Protoc.
3(5):784-798 (2008).
Ito K, Sugawara T, Shiroishi M, Tokuda N, Kurokawa A, Misaka T, Makyio H, Yurugi-Kobayashi T,
Shimamura T, Nomura N, Murata T, Abe K, Iwata S, Kobayashi T, Advanced method for high-throughput
expression of mutated eukaryotic membrane proteins in Saccharomyces cerevisiae, Biochem Biophys Res
Commun. 371(4):841-845 (2008).
Guan L, Mirza O, Verner G, Iwata S, Kaback HR, Structural determination of wild-type lactose permease,
Proc Natl Acad Sci U S A. 104(39):15294-15298 (2007).
Newstead S, Kim H, von Heijne G, Iwata S, Drew D, High-throughput fluorescent-based optimization of
eukaryotic membrane protein overexpression and purification in Saccharomyces cerevisiae, Proc Natl Acad
Sci U S A. 104(35):13936-41 (2007).
Newstead S, Ferrandon S, Iwata S, Rationalizing alpha-helical membrane protein crystallization, Protein
Sci. 17(3):466-472 (2008).
Tanabe M, Mirza O, Bertrand T, Atkins HS, Titball RW, Iwata S, Brown KA, Byrne B, Structures of OppA
and PstS from Yersinia pestis indicate variability of interactions with transmembrane domains, Acta
Crystallogr D Biol Crystallogr. 63(Pt 11):1185-1193 (2007).
Drew D, Klepsch MM, Newstead S, Flaig R, De Gier JW, Iwata S, Beis K, The structure of the efflux pump
AcrB in complex with bile acid, Mol Membr Biol. 25(8):677-682 (2008).
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Yurugi-Kobayashi T, Asada H, Shiroishi M, Shimamura T, Funamoto S, Katsuta N, Ito K, Sugawara T, Tokuda
N, Tsujimoto H, Murata T, Nomura N, Haga K, Haga T, Iwata S, Kobayashi T, Comparison of functional
non-glycosylated GPCRs expression in Pichia pastoris, Biochem Biophys Res Commun. 380(2):271-276
(2009).
Carpenter EP, Beis K, Cameron AD, Iwata S, Overcoming the challenges of membrane protein
crystallography, Curr Opin Struct Biol. 18(5):581-586 (2008).

３．特許出願リスト
表題

概要

出願年月日

抗膜貫通型タンパク質抗体の抗

膜貫通型タンパク質の膜外領域にあたる一

平成 20 年 12 月

原結合部位を決定する方法

次配列に置換を施した変異体を調製し，その

18 日

発現膜画分に対してウェスタンブロット解
析を行う．変異操作に伴うシグナルの消失を
以て抗体結合部位を判断する．
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－

技術開発研究課題 －
２－５ 「解析」領域
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課
代

題
表

機

関

名

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

名

高エネルギー加速器研究機構

代 表 研 究 者 名

若槻

壮市

分担機関・分担研究者名

理化学研究所（山本
大阪大学（中川

雅貴）
、北海道大学（田中

勲）
、京都大学（三木

邦夫）
、

敦史）

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
回折強度の微弱な微小結晶から精度良く回折強度データを得るためには、回折シグナルを最大化し不要ノ
イズを最小化する試料結晶と同等サイズのマイクロビームが必要である。微小結晶での回折実験には、高輝度
Ｘ線マイクロビームを安定使用可能な回折計や付帯装置の開発が不可欠である。一方、軽原子を用いた位相
情報データを収集するためには、低エネルギーＸ線に特化した技術開発が必要である。これらに必要な技術開
発項目および目標を以下に列挙する（括弧内は各開発要素を実装する放射光施設）。
1. 微小結晶からの回折強度のS/N比を最大化する為の、試料サイズ（<10m）と同等の大きさに成型
可能なマイクロビーム生成（1m <ビームサイズ<10m）

（PF，SPring-8）

2. 微小結晶内サンプル位置での高い光子密度の達成（>1016光子/mm2/秒） （SPring-8）
3. 試料位置でのビーム位置安定性がサブミクロン以下、かつ、強度を一定に保つビーム制御技術の
開発

（PF，SPring-8）

4. 安定なマイクロビームを微小結晶に照射するためのサブミクロン以下の位置再現性及び回転偏差
精度を持つゴニオメータおよび結晶センタリング光学系の開発 （PF，SPring-8）
5. クラスター結晶や回折強度のS/N比が不十分な低品質結晶から高品質な微小結晶部のみを切出し
てデータ収集に使用する結晶加工技術の開発 （PF，SPring-8）
6. 回折計やサンプル周辺からの寄生散乱などバックグラウンドノイズを極限まで低減してデータの
S/N比を最大化する回折計および結晶操作技術の開発 （PF，SPring-8）
また、微小結晶構造解析で必要な周辺技術の開発項目は以下のとおりである。
A. 軽原子（とくに天然型タンパク質に含まれるイオウ原子）の異常分散を用いた位相決定法（低エ
ネルギーSAD法）の実用化
B. 高エネルギーＸ線の高度利用開発（多波長異常分散法および超高分解能解析の汎用化）
C. 放射光用マイクロ結晶ループレスマウントシステムの開発
D. 結晶化プレートから直接データを収集する方法の開発
E. 放射線損傷の影響を軽減する回折データ収集・処理方法の開発
F. 微小結晶自動構造解析システムの開発
これらの項目の中から放射光技術については、各放射光施設の性能を最大限活用するために、低エネ
ルギー領域の高輝度マイクロビームの生成技術は高エネ機構が、高エネルギー領域での超高輝度マイク
ロビーム生成技術は理研播磨が分担して技術開発を進める。微小結晶構造解析に必要な上記周辺技術
は、二つの放射光施設と結晶構造解析のエキスパートである三大学の分担研究者が協力し、技術開発を
効率化する。
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）

理研播磨、高エネ機構では、マイクロビームビームラインの全体設計を行い、平成 21 年度の

成果

完成に向け、ビームラインコンポーネントの製造や調達を進めている。また、マイクロビーム
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概要

の安定供給に必要となる要素技術（振動対策など）の開発も並行して行っている。北大、京大、
阪大では、それぞれキャピラリートップマウント法、サンプル交換システムの共通化、放射線
損傷の影響を低減するデータ収集法など、微小結晶構造解析に必要となる周辺技術開発を進め
ている。

（２）

超高輝度マイクロビームビームラインの設計（理研播磨）

技術

超高輝度マイクロビームの創製と安定化技術の確立を目標に、現行の SPring-8 挿入光源ビ

開発

ームラインにおいて培ったアンジュレータ、二結晶分光器ならびに集光ミラー技術を基に高輝

の

度マイクロビーム対応ビームライン光学系を幾何光学的にデザイン設計し(図１)、その基本性

進捗

能をレイトレース（光線追跡法）シミュレーションなどの理論計算により評価した。

及び

超高輝度マイクロビ

成果

ームビームラインは
SPring-8 BL32XU に全
長 90m の中尺ビーム
ラインとして設計し、
レイトレース計算の
図１．BL32XU の光学素子配置

結果、試料位置で 1m

×１m（横×縦）のマイクロフォーカスビームが生成可能で、仮想光源サイズ（フロントエ
ンドスリット）を変更することにより 30m から 1m までのビームサイズを実現する。また、
試料位置での設計上の光子数は、1m×1m（横×縦）のマイクロフォーカスビームについて
12.4 keV で光子数 6×1010 photons/s、光子密度 6×1010 photons/sec/m2 が期待される。
高輝度マイクロビーム対応の超高精度Ｘ線分光器の試作（理研播磨）
超高輝度マイクロビームの創製では、ビームサイズおよびその超高輝度特性のみならずビー
ム位置および強度の安定性も大変重要である。超高輝度マイクロビームに対応した超高精度二
結晶分光器を試作し、試作機の総合的な動作精度および剛性・安定性について検証を行ってい
る。また、長期安定性および環境からの振動対策として光学ハッチ内の分光器設置床面に、高密
度コンクリートおよびラバー素材を用いた防振エクスパンション機構を導入した。今後は、液
体窒素冷却装置と組み合わせて分光結晶位置での振動測定および安定性確認を計画している。
超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）の建設（理研播磨）
平成 19 年度に、超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）の建設に着手しており、初
年度はビームライン基幹チャンネル部および光学ハッチ・実験ハッチ１の製作を完了した。

図 2. ビームラインフロントエンド部

図 3. ビームライン放射線遮蔽ハッチ

平成 20 年度は、基幹チャンネル部の設置（図 2）、超平坦集光ミラーの最終設計および製作、
回折計を設置する実験ハッチ２の建設（図 3）、ガンマストッパや下流シャッター、ビームパイ
プなどの光学コンポーネントの調達、インターロック設備の設置を行った。
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超高輝度マイクロビームビームライン用検出系の研究開発（理研播磨）
微小結晶からの微弱な回折強度測定にむけた 2 次元 X 線検出器の研究開発を進めている。
平成 19 年度に、微小結晶構造解析用 2 次元 X 線検出器として高感度２次元 CCD 検出器を導入
した。導入した検出器（Rayonix

Mar225HE）は、検出器高感度化のため、低テーパ比のテ

ーパードファイバー光学系および高感度の背面照射方式 CCD センサを採用している。平成 20
年度は同検出器を高輝度アンジュレータビームライン（BL41XU）に設置して、性能試験を行っ
た（図 4）。微弱信号での性能を検証するため、既存の CCD 検出器と同一のタンパク質結晶を
用いて露光を抑えた測定条件
で比較した結果、既存検出器に
比して高 S/N 比の回折データが
取得可能であった。この結果
は、微弱な回折強度結晶からよ
り高分解能のデータセットが
図 4．既存検出器と MX225HE のデータ比較（BL41XU）

取得可能とするものである。

高輝度マイクロビーム対応の微小結晶観察用 X 線同軸高倍率顕微鏡の試作（理研播磨）
ミクロンサイズ微小結晶を X 線光軸上にセンタリングするために、光学倍率 30 倍以上、作
動距離 35mm 以上、鏡筒内部 He 置換可能なＸ線同軸高倍率顕微鏡を試作した（図 5）。試作
機による分解能、拡大率等のテストを行い、2.5 ミクロンビーズの観察に成功している。

図 5．（左）同軸顕微鏡構成（中）試作機 (右)φ1μm、φ2.5μm の観察

低エネルギーマイクロビームビームライン（BL-1A）の設計（高エネ機構）
BL-1A はフォトンファクトリー2.5GeV リングの BL-1A に設置される予定である。ビーム
ラインの全体図を図 6 に示す。全長 20m ほどのコンパクトな設計となっている。光源には
2.5GeV リングの短直線部にアンジュレータ（Short Gap Undulator、SGU）を採用する。単
色化は高い熱負荷を受けることの可能な液体窒素冷却タイプの二結晶分光器により行い、集光
システムとして K-B アダプティブミラーシステムをサンプル直前に置く。高い縮小率で楕円
集光することでサンプル位置での高い光子密度を実現すると同時に、サンプルの大きさに合わ
せてビームサイズ（焦点位置）を変えることで測定に最適なＸ線ビームが得られるようにする。
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図6．低エネルギーマイクロビームビームライン全体図
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るだけ少なく保ったままＸ線をサンプ
ルまで導くため、本ビームラインでは、
放射光リングとビームラインを真空的
に隔てるベリリウム素材の真空セパレ
ータ（Be 窓）を挿入しない構造とした。
Be 窓の挿入により、4keV 近傍の光子フ
ラックスが 1/8 程度に落ちることが計算
で示されている。Be 窓は、蓄積リング

図7.エネルギースペクトルと

をビームラインの真空悪化から保護す

原子の異常分散シグナル

る目的で通常の X 線ビームラインでは

設けられる。よってビームラインでの真空悪化が蓄積リングへ影響しないように、差動排気シ
ステムや光学素子の冷却水路の構造などを検討し、本ビームラインの設計に反映させた。
4keV 近傍の低エネルギーX 線ビームで最適化すること、および三次光で 12keV 近傍をカバ
ーすることを境界条件として検討した結果、SGU の周期長 12mm を採用した。図 7 にエネル
ギースペクトルを示す。SGU の
一次光で 4.1-4.3keV、三次光で
12.3-12.9keV の領域をカバーで
きる設計である。一次光では低
エネルギーSAD 測定、三次光で
はセレノメチオニンタンパク質
による MAD（多波長異常分散）
測定や高分解能回折データ測定
を想定している。
K-B ミラーシステムを高い縮
図8．アダプティブミラーによる可変ビームサイズ
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小率で配置して楕円集光するこ

とにより、サンプル位置（光源から 20m）において 10 ミクロン角の領域に約 5 x 1011
photons/sec（一次光）、1 x 1011 photons/sec（三次光）を集光可能であることが、レイトレー
ス（シミュレーション）計算によって期待される。アダプティブミラーによりビームの焦点位
置とビームの結晶上でのサイズを調整することにより、測定に最適なビームを作り出すことが
可能である（図 8）。

ビームラインコンポーネントの製造、調達、ビームライン設置作業（高エネ機構）
平成 19 年度に、基幹チャンネル、真空排気装置、基本計測
システム、インターロック部品、分光器冷却システムなどのビ
ームライン基礎部品の仕様策定を行い製造・調達を行った。平
成 20 年度は Short Gap Undulator の製造、二次元 X 線検出器、
アダプティブミラー駆動電源等の調達を行った。二次元 X 線検
出器は、低エネルギー回折実験に適した大面積受光面、および
高感度特性を持つ ADSC 社の Quantum270 を導入した。
平成 20 年度末から BL1 セクションにある既存ビームライン
を撤去し、平成 21 年度には遮蔽ハッチの設置を行った後、夏
の運転停止期間中に光源や基幹チャンネルを含めたビームラ

図 9．Short Gap Undulator

インの設置作業を行う予定である。
キャピラリートップマウント法の開発（北海道大学）
低エネルギーX 線測定に不可欠なキャピラリートップマウント法を、放射光施設でも利用す
るための改良・開発を行った。従来のキャピラリートップマウント法は、ループ部分にナイロ
ンループを使用しており、結晶凍結後に顕微鏡下でループ部の除去を行っていた。治具作製が
困難かつ凍結後のループの除去作業が煩雑であるという点から、ループ部の材質および形状の
改良を行い、成形の容易さ、Ｘ線吸収の低さから、ポリイミド製のフィルムを成型して用いる
こととした。多くの試行錯誤の結果、キャピラリーの中心軸とループ部の中心を一致させるよ
うな形状を考案した。新しい試作品を用いた結晶のマウント実験を行い、タンパク質結晶がキ
ャピラリー先端に問題なくマウントされることを実証したこれらの結果を、図 10 にまとめる。

図 10．実際に試作した，新しいデザインのループ部．新しいデザインでは，まず片側を接着し，反転させ
てもう片側を接着する．右図は，新しいループ部を用いて溶液吸引・凍結を行った Thaumatin 結晶．

さらに、キャピラリートップマウント法を、半自動で行うことのできる装置の開発に着手し
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た。結晶のピックアップから溶媒の吸引・結晶凍結という一連の動作を自動化することによっ
て、低エネルギーX 線回折実験に不可欠なキャピラリートップマウント法を、誰でも容易に行
うことが可能になると期待される。タンパク質結晶をピックアップする手順に関しては、手動
操作の優位性が明確に認められるため、敢えて自動化を行わず、その後の溶液吸引・凍結動作
のみ自動化した．今回は West Bond 社(USA)製、ワイヤーボンダーを改良した装置を試作し
た（図 11）。この装置は、操作レバーと機械的に連動して動作するマニピュレータによって、
顕微鏡下で微細作業を行うことが可能であり、さらにマニピュレータ先端を自動的に反転させ
ることができるという特徴を持つ。この装置と既存の低温吹付け装置、低温吹付け装置の気流
制御用シャッターと、これらを同期させるタイミング装置との組み合わせによって、図 11 右
に示すフローチャートに示す動作が可能となった。

図 11．試作したキャピラリートップマウント法対応半自動吸引・凍結装置，およびその動作模式図

ポリイミドフィルムを使ったループの開発、キャピラリートップマウント自動化装置の開発に
より、キャピラリートップマウント法に不慣れな研究者が、研究室もしくは放射光施設におい
て、比較的容易にこの方法を適用できるようになり、低エネルギーX 線を利用した天然型タン
パク質の結晶構造解析の普及に役立つものと期待される。
放射光利用環境の共通化・利用技術の高度化（京都大学）
PF、 SPring-8 には、それぞれ PAM および SPACE と呼ばれる結晶交換ロボットが導入さ
れているが、それらの仕様は大きく異なっている。これらのロボットで用いる結晶マウントピ
ンとピン収納用カセットの規格も異なっているため、現状では、利用者はそれぞれの仕様に合
わせた実験準備が必要になっている。本開発では、利用者が両施設の違いを意識することなく
実験できることを目指して、結晶交換ロボット周辺の実験操作の共通化をはかるための研究開
発を行っている。
まず初めに、ロボットそのものの改良を最小限とすることを目標に、両施設で使用できるピ
ンを共通化することを検討した。その結果、SPACE で現在用いているネジ式結晶マウントピ
ンを若干改良し、そこに金属製のハカマを足した仕様とすることで、両施設のみならず海外の
放射光施設で導入されているロボットなどにも拡張でき、かつ改良にかかる経費を最小に抑え
ることができるピンの開発が可能となった。図 12 に採用した規格のピン試作品の写真を示す。
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次に、この結晶マウントピンを収納するカセットの規格を検討した。このカセットは、
裏蓋＆
回転止め

資料準備時

SPACE に対応するために結晶を装着した側からピ

測定時

ンにアクセスでき、かつ PAM に対応するためにそ

PAM
アクセス

の反対側からのアクセスも可能であるこ
とが求められる。このため、図 13 に示し
た概念図のように、SPACE で現在用いて

新型トレー
裏面利用

いるカセットを基に、その裏蓋を開けて

新型カセットの概念
SPACE
アクセス

図 12

PAM がアクセス可能になるように改良す
ることにした。平成 19 年度は両側からア

クセス可能なカセットのプロトタイプ（図 14）を完
成させ、実際に SPACE での動作テストを行った。

表面利用

SPACE は結晶マウントピ
図 13

ンをネジの回転動作で取り

扱うが、円滑な回転を行うための滑り止めや、カセットと結晶マウン
トピンの間のあそびが重要であることがわかった。平成 20 年度は、
この回転滑り止めの改良に取り組み、いくつかのタイプの滑り止めを

図 14

試作、評価を行った。数回のテストで着実な効果
をあげた滑り止めについては、耐久性テスト用の
カセットを制作した(図 15)。実際の耐久性テスト
については平成 21 年度にかけて行う。これと並行
して、結晶マウントピンを PAM で扱うために、
図 15

磁石を装着したカセットも制作し（図 16）、正常

図 16

に動作することを確認した。さらに、将来の量産を見据えてより安価な磁石を使用したカセッ
トの試作を行い、これも正常の動作を確認した。
また、高エネルギーＸ線の特性を最大限に利用するために、これに適した位相決定法の開発
（共結晶化に適した重原子化合物の検索、緩衝溶液や沈殿剤との適合性の検討など）も行った。
微小結晶からのデータ収集のためのデータ処理技術の開発（大阪大学）
部分反射のみからのデータ収集法の開発
微小結晶からのデータ収集で一番の問題となる放射線損傷を抑えることを目標として、分解
能を犠牲にせずに損傷を抑えることができる新たな測定手法の開発を行っている。
Ewald 球を完全に横切らない部分反射のみの、しかも結晶あたり数フレーム分の不完全な
データから完全なデータセットを得るために、新しいスケーリングのソフトウェアの開発を進
めた。既存のソフトウェアを改良することにより不完全なデータセットから完全なデータセッ
トを得ることができたが、より精度の高いデータを得るための改良が必要である。
さらに、十分に細かい角度で測定したファインスライス法を用いることにより、
「とびとび
に測定しても内挿することにより全積分の値を見積もる」という、全く新しい原理に基づくデ
ータ収集法を考案し、データ処理ソフトウェアの開発を進めている。とびとびのデータから内
挿により求めたものでは、プロファイルが鋭くなっている。また、実測のプロファイルは明ら
かに理想的なプロファイルと異なることも判った。これらの問題を解決するために、とびとび
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のデータから結晶の方位を精度良く決定し、さらにモザイク角を精度よく決定するための方策
を検討している。さらに、難易度の高い結晶で起
こりやすい理想的なプロファイルからのズレを
どのように予測するかの検討も行っている。
放射線損傷モニターの開発
連続データ測定中の放射線損傷をリアルタイ
ムでモニターするために、新たに回折イメージの
強度分布からおおよその分解能を見積もり、それ
をリアルタイムで表示するソフトウェアを開発
した（図 17）。

図 17．リアルタイム放射線損傷モニター

複数の結晶からの回折が重なり合ったデータの処理法の開発
10μm 以下の微小結晶を１つだけ取り出してＸ線を照射することは非常に難しく、しばし
ば複数の結晶からの回折像が重なってしまうことがある。ほとんど同じ位置に２つの結晶から
の回折像が重なった場合には、既存のソフトウェアでは分離することができない（図 18）。そ
こでこれらのデータをデコンボリューションするためのソフトウェアの開発を進めている。

それぞれのドメインからの回折像

2つのドメインからの
反射が重なった部分

図 18．２つの微小結晶からの回折像

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

0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）
理研播磨、高エネ機構ともに、マイクロビームビームラインの全体設計は終了し、ビームラインコンポ
ーネントの製造、調達が順調に行われている。理研播磨の BL32XU では、すでに、基幹チャンネル、遮
蔽ハッチ、光学ハッチ内機器およびインターロックなどのビームラインへの設置が完了している。高エ
ネ機構の BL-1A においても、既存ビームラインの移動／撤去作業が急ピッチで進められている。北大の
キャピラリートップマウント法には改良が加えられ、より安定した利用が可能になっている。京大が中
心となって開発している SPring-8・PF 互換サンプル交換システムは、バージョンアップを重ね完成度
を上げている。阪大のデータ処理プログラムは BL44XU を用いたテスト実験からフィードバックを受け
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つつ改良を続けている。以上、各分担機関の進捗は順調であり、平成 21 年度のマイクロビームビーム
ライン完成と、微小結晶構造解析周辺技術の本プログラムへの適用は、確実に実現されると考える。
７．課題内の情報共有・連携体制
班員全員が集まる班会議は、平成 20 年 5 月 8 日に高エネ機構において開催し、課題内の進捗状況の確
認、情報交換を行った。しかしそれ以前から、各担当代表者レベル、担当実務者レベルでの打合せは、
電話、メール、非公式会合などを通じて頻繁に行い、プロジェクト全体および担当プロジェクトの円滑
な運営と推進には十分に配慮している。例えば平成 20 年 1 月の第 20 回日本放射光学会年会、6 月 11
日の蛋白質科学会、8 月 27 日の IUCr2008、12 月 3 日の生物物理学会、平成 21 年 1 月 11 日の第 21
回日本放射光学会年会など、機会をみては開発実務者の打合せを行っている。これらの打ち合わせのほ
か、課題内の研究者が放射光施設へ実験で訪れる際にも、情報共有のためのディスカッションを行って
いる。また、SPring-8 と PF のビームライン担当者がお互いの施設で実験を行うことでビームラインを
評価し、新ビームライン建設のための有用な情報を得る、というような試みもなされている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
膜タンパク質結晶からの回折強度測定に向けた結晶ハンドリング技術の開発(理研播磨)
生産課題 C・横山グループと共同で、キュービック液晶中で結晶化した膜タンパク質の微小結晶からの放射
光ビームラインでの回折強度測定に向けた技術開発を進めている。
SPring-8、PF 既存ビームラインを利用したビームタイム利用支援
ターゲット研究を推進するために、SPring-8、PF の高性能ビームラインのビームタイムをタイムリーに利用でき
る体制を整備した。膜タンパク質や超分子複合体など本研究プログラムでターゲットにしている高難度試料で
は、結晶のスクリーニングにも高輝度放射光の利用が不可欠である。専用ビームライン完成まではこれら既存の
高性能ビームラインのビームタイムを効果的に利用し、結晶が得られたとき速やかに実験ができるようにしておく
必要がある。SPring-8 では成果公開優先利用課題の制度を利用して、BL41XU のビームタイム提供を行ってい
る。アンジュレータ光源からの高輝度な X 線を利用でき、微小な結晶や高精度のデータ収集に適しているのが
特徴である。一方 PF では、S2 型課題の枠組みの中で三本の挿入光源ビームライン（BL-5A、BL-17A、NW12）
のビームタイムを提供している。BL-5A、NW12A では高フラックスのビームが利用でき、BL-17A では輝度の高
いＸ線ビームを利用できる。結晶の特性に合ったビームラインを選択することで、効率的にスクリーニングやデー
タ収集を実行できるよう環境を整えた。ビームタイム募集については、情報プラットフォームとの連携を行い、ポ
ータルサイトでの円滑な募集・採択のシステムを構築中である。また、ビームライン実験に関する LIMS の情報提
供の準備も進めている。
SPring-8 における利用支援においては、2008 年度前期は延べ 21 グループに 42 シフト(336 時間)を、
後期は延べ 28 グループに 36 シフト(288 時間)を配分した。イネの成長ホルモン受容体の構造解析など
の重要な成果も得られている。PF では、2008 年度中 11 グループに合計 48 シフト（576 時間）のビーム
タイムを配分した。
９．今後の展望
理研播磨

超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）を完成させて、平成 21 年 10 月よりビーム

ライン光学系の立ち上げ調整と評価を行い、平成 22 年度からのユーザー利用に備える。ビームライン
建設と並行して、微小結晶を扱う技術、高精度回折データ収集装置の開発を進め、高難度タンパク質の
構造解析に向けた準備も進める。平成 22-23 年度は、BL32XU のユーザー利用を開始し、ターゲット個別
解析グループのデータ収集を支援する。また、利用支援と並行してビームラインの性能向上に努めると
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ともに、微小結晶操作技術や放射線損傷を考慮した回折データ収集・解析支援システムの研究開発を継
続して、高難度タンパク質の効率的な構造解析に貢献する。
高エネ機構

低エネルギーマイクロビームビームライン（BL-1A）を平成 21 年度夏に設置し、秋よりビ

ームを用いたコミッショニングを行う。22 年度以降の個別解析グループのユーザー利用のため、21 年
度はビームラインを安定に使用できる状態にすることを優先する。平成 22-23 年度は、プロジェクト内
ユーザー利用支援とともに、低エネルギーSAD 実験の最適化のための技術開発を積極的に推進する。低
エネルギービームを用いた回折実験における種々の困難（ビームの減衰、試料によるビームの吸収、バ
ックグラウンドの増大、放射線損傷など）を解決し、成果をユーザーにフィードバックする。
北海道大学

キャピラリートップマウント法に用いるループ部を接着したキャピラリーの構造と作製

法に更なる改良を加える。特に、本プロジェクトの大きな目標の一つである、微小結晶からのデータ測
定に対応させるための、二重管化、微細化といったキャピラリートップマウント法の開発・改良を行い、
さらにその機器を大量生産するための作製法開発を行う。同時に、キャピラリートップマウント自動化
装置についても、現在の試作を元にさらなる改良を行い、高エネ研、播磨理研とも協力して、機器およ
び方法の広範囲の普及を目指す。
京都大学

次世代型試作カセットを用いて実際に耐久性テストを行い、問題を洗い出してこれを改善

し、平成 21 年度に両対応型カセットを完成する。平成 22 年度および 23 年度は、ユーザーの意見も聞
きながら、動作機構の本質を変更しない範囲で改良する。また、さらに高度な機能として、液体窒素中
でのより簡便なカセット裏蓋の開閉、収納する結晶ピン数の増加や汎用的なドライシッパーへの収納な
ど、より使いやすいカセットの開発を目指す。また、（超）高エネルギーＸ線の利用に関して、0.5 Å 以
上の分解能を与える結晶を用いて高精度回折データ収集法の開発を行い、方法の汎用化を目指す。
大阪大学 微小結晶からの回折強度データ処理のためのソフトウェアの開発を継続して行う。いずれも
実際のデータを使いながら改良していく必要があり、平成 21 年度中に、放射線損傷の激しい微小結晶
から高い精度の完全なデータセットを得るためのソフトウェアを開発させる。平成 22 年以降も継続し
てシステムの改良を続け、さらに微小振動写真法あるいは静止写真法によるデータ収集の普及を図ると
ともに、より解析の困難なターゲットの構造解析が可能なシステムを構築する。
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

374,377

345,588

250,518

970,483

33,914

29,920

59,569

123,403

3,523

23,435

25,286

52,244

31,264

27,981

76,166

135,411

間接経費（千円）

132,922

128,076

123,461

384,459

合計（千円）

576,000

555,000

535,000

1,666,000

試作品費（千円）
人件費（千円）
業務実施費（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
「なし」
３．特許出願リスト
「なし」
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者

名

固体 NMR 膜蛋白質複合体構造解析技術

名

大阪大学

名

藤原

分担機関・分担研究者名

敏道

北海道大学（出村

誠）
、奈良先端科学技術大学院大学（児嶋 長次郎）

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
多次元固体 NMR 法を最適化し脂質二重膜にある膜蛋白複合体の構造決定を行える技術を確立する。
さらに、電子スピンを利用して固体 NMR の感度をこれまでの 100 倍以上高感度化し、数 nm の長距離測定
を可能にして、より高分子量または発現量が少ない膜蛋白質複合体の構造決定を行える次世代技術を開発
する。
既存の固体 NMR を用いる技術の開発では、７回膜貫通膜蛋白質であるハロロドプシンとそれに関連
するトランスデューサについて、高度な同位体標識法も組み合わせて距離情報を得て全構造決定ができる
ことを示す。また、蛋白質 NMR データベースに基づくスペクトル・シミュレーションによる解析法を作
り、大きな膜蛋白質複合体の効率的な解析を行う。固体 NMR の高感度化では、極低温高磁場における電
子スピン分極を利用する DNP（Dynamic Nuclear Polarization）法を膜タンパク質に応用する。この目的のた
めに、脂質二重膜系で用いる安定な疎水的有機酸化窒素バイ・ラジカル試薬等を新しく開発して、高感度
測定、機能部位の選択測定に応用する。
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

膜タンパク質の固体 NMR 信号を帰属するために運動性の高いループ領
域の多次元高分解能 NMR 測定法、リバースラベル法を用いた信号帰属法を
開発し、ハロロドプシン等に応用し一次構造への帰属を行った。立体構造情
報を取得するために、部位特異的電子スピンラベルを用いた固体 NMR 信号
帰属及び電子スピンからの距離測定法、1H－1H と 13C－13C の距離測定法を
開発し、膜タンパク質から構造情報を得た。また、構造プロテオミクス NMR
データベースを用いてスペクトル・シミュレーションによる信号帰属及び構
造解析する方法を開発した。これにより二重膜中でのタンパク質構造決定の
前半段階を終了した。さらに、巨大な電子スピン分極を利用する DNP によ
る NMR の感度増大する方法開発では、これまでにない高磁場で約５倍まで
感度を向上させた。H21 年の次段階で、さらに低温化で感度を増大させ膜タ
ンパク質へ応用する基盤ができた。つまり、超高感度固体 NMR 法を、共通
性・汎用性の高い基盤的な解析技術として確立する見通しができた。
固体 NMR 測定用膜タンパク質試料調製技術は、ハロロドプシンについ
て新たに開発した。また、膜蛋白質固体 NMR 構造解析のための蛋白質生産
技術の開発において、1)無細胞蛋白質合成系において高活性な膜蛋白質を調
整する技術、および、2)大腸菌を用いた高効率な蛋白質発現系 pCold-GST シ
ステムの開発に成功した。
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（２）技術開発の進捗及

膜タンパク質のループ領域の多次元高分解能 NMR 測定法
脂質二重膜にあるタンパク質について、高速マジック角試料回転を行い

び成果

ながら核間 J 結合による多次元 NMR 相関を得る方法開発した。これにより、
運動性の高いループ領域の残基間と残基内の多次元 NMR 相関を行うことが
でき、一次構造へ信号を帰属した。これを膜タンパク質ハロロドプシンと、
トランスデュサーpHtrII について実証した。

リバースラベル法を用いた信号帰属
なるべく多くの 13C や 15N に関するスピン結合を残して、アミノ酸選択
標識するために、培地に特定のアミノ酸のみ 13C、15N の存在比が低くなるよ
うに、タンパク質の発現を行う。この方法を膜タンパク質であるハロロドプ
シンの系で開発し実証した。疎水的アミノ酸 V, L, F, Y を標識せずに残した。
これによりスペクトルが単純化され、特に膜内領域のアミノ酸残基について
信号帰属が進んだ。

部位特異的電子スピンラベルを用いた固体 NMR 信号帰属
システイン残基にテンポールなど安定ラジカルを付加し、ラジカルから
約 1-2nm にある核スピンの緩和速度を増大させて、電子スピンとの距離から
構造情報を得る方法を開発した。実証実験として、これをフォボロドプシン
のトランスデューサ膜タンパク質 pHtrII に適用した。膜外領域では、その高
い運動性により膜外領域全体にわたり電子スピンの影響を検出した。膜間領
域に適用すると、予想される 1nm 程度の範囲でのみ電子スピンの影響を観測
できた。これを使って信号帰属・距離測定を進めている。
1

H－1H と 13C－13C の距離測定
核双極子結合による分極移動から、上記の核間距離を求める方法を開発

した。1H 間距離については、分極移動速度と距離の関係を理論的に明らか
にした。13C については、完全

13

C 標識した試料について、実験的に６Åま

での距離を求められることを実験的に示した。

巨大な電子スピン分極を利用する DNP による NMR の感度増大
高磁場 NMR の感度を増大させるための、動的核分極（DNP）実験法を
開発した。ｇテンソルの大きさの異なるラジカルを混合して、その電子スピ
ン分極を核スピンに移し感度の向上を計った。高磁場にある電子スピン遷移
を照射するために、高輝度テラヘルツ波光源ジャイロトロンを利用した。実
証実験では、
グルコースの 13C 信号強度を約 5 倍増大させることに成功した。
この高感度化を行った NMR 磁場強度としては、世界最高のものである。こ
れにより分解能が必要な生体系 NMR で世界最高感度を実現する可能性が広
がった。今後、液体質素温度以下で実験を行い、さらに感度を向上させる。

スペクトル・シミュレーションによる信号帰属
タンパク質 NMR データベース BioMagResoBank から得られる構造-化学
シフト相関と、タンパク質の原子座標に基づくポテンシャルエネルギーに基
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づいて NMR スペクトルをシミュレーションしながら、自動的に信号を帰属
する方法を開発した。これをペプチドに応用し構造解析と信号帰属を同時に
行った。今後、さらに NMR から得られる原子間距離情報も利用し、この方
法を高速化することで、膜タンパク質の構造を算出できる見通しができた。

固体 NMR 用測定膜タンパク質試料の技術開発
固体 NMR による膜タンパク質測定系の技術開発として、最適な膜タン
パク質の生産・精製とともに、脂質二重膜との複合化技術が必須となる。本
研究でターゲット膜タンパク質を大腸菌発現系で大量に安定生産・精製でき
る技術を開発できた。またこのターゲット膜タンパク質とリン脂質との複合
化（脂質再構成）技術を詳細に検討し、組成比、再構成プロトコールを最適
化できた。最終的に得られた測定用試料は AFM 観察による実証実験から、
典型的な３量体ハニカム構造であることを解明した。

膜蛋白質固体 NMR 構造解析のための蛋白質生産技術の開発
(1)無細胞蛋白質合成系において高活性な膜蛋白質を調整する技術を開
発した。本技術では、膜蛋白質を MBP などの可溶性蛋白質タグとの融合蛋
白質として無細胞蛋白質合成系で合成する。界面活性剤を用いて迅速に可溶
化することで、活性を保持した試料を調製することができた。
実証実験には 2 回膜貫通蛋白質の pHtrII を用いた。無細胞蛋白質合成系と
して小麦胚芽系を選び、可溶性蛋白質タグとしてチオレドキシン・GST・
GFP・MBP を、界面活性剤として DM・OG・OTG・コール酸・SDS・CHAPS
を試し、最適化した。タグの分子量と比例して結合活性が向上し、MBP と
DM/OG との組合せでは大腸菌産生系でと同じ結合活性が得られた。
(2)大腸菌を用いた高効率な蛋白質発現系 pCold-GST システムを開発し
た。本システムは、既存のコールドショック発現系と可溶性タグである GST
とを組合せており、発現タンパク質は GST 融合タンパク質となる。
実証実験では 61 種のタンパク質に適用し、53 種において可溶性画分への
発現に成功した。これらは分子量２千から５万までと幅広い。発現しなかっ
たタンパク質の分子量や生物種に特別な偏りは見られない。pCold-GST シス
テムを用いることで発現可能となったタンパク質は活性を保持しており、構
造解析も可能であった。また、pCold-GST システムを用いた場合、発現量は
発現誘導のタイミングや大腸菌株の種類など、幅広い発現条件下で大きく変
化しないため、発現させるタンパク質ごとに条件を最適化する必要がない。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

６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）
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６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
これまでに脂質二重膜に再構成したタンパク質の試料調製法、タンパク質固体 NMR 測定法、解
析法を開発して、膜タンパク質の固体 NMR 信号を一次構造上のアミノ酸残基にも帰属した。構造解
析では帰属の段階をほぼ終了し、現在は次の、距離情報の取得と構造決定を行っている段階である。
距離相関測定法開発は終了した。また、これまでにない膜中でのタンパク質 NMR 構造決定のために、
NMR データを取り入れた新しい分子動力学計算法などデータ解析法の開発にも重点を置いて進めて
いる。達成度としては、構造決定に向けて確実にステップを進めている。
NMR 超高感度化と結びつけることでは、液体窒素温度でのタンパク質用の新しいラジカルの最
適化など基礎実験などを終了し、さらに低い温度でサブミリ波照射するハードウェアの開発を行って
いる。これも今年度には利用でき、膜タンパク質超高感度化実験を開始できる。また、高感度化実験
としては世界最高磁場強度において、高感度化の実現性を実証した。
７．課題内の情報共有・連携体制
試料調製と固体 NMR 実験結果を素早くフィードバックするため、毎月、研究実施者が阪大と奈良
先端、阪大と北大を往復し、実験結果の評価と検討を各グループ全体で行っている。具体的には、阪
大と奈良先端間では、研究員の林こころさん、阪大と北大では院生の樋口真理花さんが、阪大での江
川文子さんらの NMR 実験に直接関与しながら、それぞれ奈良先端と北大で試料調製を進めている。
固体 NMR 実験装置の利用法や測定のノウハウ等については、実験を行っている現場でも情報を共有
し協力している。また、分担機関全体での会議は半年に１回程度の頻度で持っている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
生命Ｂ２「H+-ATP 合成酵素膜内在 F0 の機能構造と不正規構造の固体 NMR による解明（代表者：
阿久津秀雄）
」を担当しているグループとは、地理的に近く定期的に報告会等を共催し、NMR 実験法
や解析法などでは最新の成果を共有し、NMR 結果や実験計画について議論している。具体的には、
サブユニット c へ応用するために高分解能 13C 固体 NMR を通じて 1H-1H 距離を得るための実験法と
解析法を整備し、低分子のモデル化合物で検証した。また、ステレオアレイ同位体標識（SAIL）した
試料に固体 NMR を適用したときの利点を、アミノ酸のモデル化合物で調べた。特に 1H-固体 NMR の
分解能を高め、さらに感度も高める上で利点があることを明らかにした。(論文準備中)
解析Ｄ２「SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化（代表者：甲斐荘正恒）」が作成した SAIL
同位体標識アミノ酸を利用して、固体 NMR の分解能の向上を試みている。
課題Ｃ「タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の構築」（代表：
横山茂之

理化学研究所横浜研究所）との共同研究。内容：本課題の技術開発に必要な安定同位体ラ

ベル膜タンパク質をセルフリーシステムによるタンパク質生産技術で作製に成功した。これを固体Ｎ
ＭＲ信号帰属に利用した。さらに、膜タンパク質の固体 NMR 解析に特化した SAIL 法など高度な安
定同位体ラベル膜タンパク質生産に向けて共同研究の検討を行っている。
９．今後の展望
（A）多次元固体 NMR 通常法に膜タンパク質の解析
７回膜貫通タンパク質（ハロロドプシン）等の試料技術開発では、(1)固体 NMR 実験用の安定同位
体標識膜タンパク生産法と、(2)分解能向上のため均一な試料状態を作れる二重膜への再構成法をとも
に確立できた。NMR 実験では信号帰属の段階をほぼ終了し、H21 年度は距離情報取得と構造解析の
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段階である。
膜タンパク質は、通常 NMR 法が対象とするタンパクより複雑であり、スペクトル分解能は十分で
はない。これに対処するため、NMR インフォマティクスや大域的な構造探索など計算機科学的な方
法も援用して、多次元スペクトルから構造を決定する。この方法はすでに部分的に開発しペプチドな
どの自動解析等に応用し発表した。H21 年の本プロジェクトでは、脂質膜にあるタンパク質に応用で
きるよう拡張して、この方法で全構造を決定する。このように、期間内に世界に先駆けて、膜にある
タンパク質の全体構造の決定を実現する予定である。H22 年以降には、SAIL 選択的標識法なども併
用して、構造解析の分解能を向上させて、イオンポンプや光センサーなど機能を高い原子分解能の構
造で解明する。
（B）超高感度固体 NMR による膜タンパク質の解析
H21 年度には、電子スピン利用の DNP 法としては分解能が向上できる世界最高磁場で、膜タンパ
ク質について 100 倍以上の超高感度化を実現する。これまで液体窒素温度での膜タンパク質用ラジカ
ル試料の検討など予備実験が終了した。H22 年以降には、この高感度を利用して膜タンパク質の構造
を決定できることを示し、世界最高の NMR 感度を実現する。この高感度化法により初めて、発現量
は低いが創薬のターゲットになる GPCR や巨大な FoF1-ATP 合成酵素等を対象にしたインパクトのあ
る構造解析を行えるようになる。ここでは、H21 年以前に開発した固体 NMR 実験・解析法を DNP
高感度化法と組み合わせる。
以上のように H21 年以降 H23 年では、これまでの成果に基づいて、重点を上記（A）から、より微
量での解析が可能な超高感度法（B）に移す。これにより、固体 NMR を膜タンパク質に広く適用で
きる、共通性・汎用性の高い基盤的な解析技術として確立・実証する。
１０．特記事項
産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター亀田倫史博士と共同して、バイオインフォマティ
クスを利用して固体 NMR データに基づく難解析性膜タンパク質のための新規構造解析法を開発して
いる。これまでに、解析法の基本設計・試作、同位体ラベル部位の最適化計算法の開発等を行った。
NMR 超高感度化のハードウェア開発は、日本電子(株)の穴井、福井大学遠赤外領域研究開発センタ
ーの出原と JST「先端計測分析機器開発事業」で連携している。H20 年の中間評価は A であった。
大腸菌蛋白質発現系 pCold-GST システムはすでに国内外から多数の問合せを受けており、4 カ国 30
カ所以上の研究機関へ配布済みである。
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

21,006

15,505

7,475

43,986

5,338

5,825

15,020

26,183

業務実施費（千円）

12,118

14,825

15,197

42,140

間接経費（千円）

11,538

10,845

11,308

33,691

合計（千円）

50,000

47,000

49,000

146,000

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
pHtrII

PDB ID
2RM8

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）
高塩菌由来の２回膜貫通型蛋白質であり、ロドプシン様
の光受容体と膜蛋白質間相互作用し走光性シグナルを
伝達するトランスデューサーとして働く。唯一構造情報
が得られていなかったリンカー領域の NMR 構造であ
り、シグナル伝達モデルを考える上で極めて重要。膜蛋
白質であり、限定プロテアーゼ分解によりサンプル調製
を行うなど、解析難易度は高い。

Bovine Stomach Lysozyme

2z2f

登録 27-May-2008
役割

Hydrolase

重要性

ウシ胃内リゾチームとして初登録

解析難易度
Canine Milk Lysozyme

2z2e

結晶解析（1.50 Å）

中程度

登録 27-Nov-2007
役割

Stabilized against Non-enzymatic Deamidation

結

晶解析（2.01 Å）
重要性

天然で化学変化を受けるイヌミルクリゾチー

ムの化学変化部位を変異させ安定な蛋白を創出した
解析難易度
big defensin

2rng

登録 14-Oct-2008
役割

Antimicrobial Protein

重要性
2eqt

armyworm, Pseudaletia separata

Hydrolase

溶液 NMR

抗菌蛋白機能解明に重要

解析難易度
growth-blocking peptide of the

中程度

中程度

登録 01-Apr-2008
役割

Cytokine 溶液 NMR

重要性

小型サイトカインとして膜結合構造解明に重

要
解析難易度
growth-blocking peptide of the
armyworm, Pseudaletia separata

2eqq

中程度

登録 01-Apr-2008
役割

Cytokine 溶液 NMR

重要性

小型サイトカインとして膜結合構造解明に重

要
解析難易度
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中程度

２．論文のリスト
Inoue K, Kubo M, Demura M, Kamo N, Terazima M, Reaction dynamics of halorhodopsin studied by
time-resolved diffusion method, Biophys. J., in printing.
◎Kubo M, Kikukawa T, Miyauchi S, Seki A, Kamiya M, Aizawa T, Kawano K, Kamo N, Demura M, Role of
Arg123 in light-driven anion pump mechanisms of pharaonis halorhodopsin, Photochem. Photobiol., 85,
547-555 (2009).
◎Sasaki T, Kubo M, Kikukawa T, Kamiya M, Aizawa T, Kawano K, Kamo N, Demura M, Halorhodopsin
from Natronomonas pharaonis forms a trimer even in the presence of a detergent, dodecyl-beta-D-maltoside,
Photochem. Photobiol., 85, 130-136 (2009).
◎Takahashi H, Akutsu H, and Fujiwara T, A magic-angle-spinning NMR method for 1H−1H distance
measurement using coherent polarization transfer in

13

C-labeled organic solids, J. Chem. Phys. 129, 154504

(2008).
◎ Hayashi K, Kojima C, pCold-GST vector: a novel cold-shock vector containing GST tag for soluble
protein production, Protein Expr. Purif. 62, 120-127 (2008).
◎ Sudo Y, Nishihori T, Iwamoto M, Shimono K, Kojima C, Kamo N, A long-lived M-like state of
phoborhodopsin that mimics the active state, Biophys J. 95, 753-760 (2008).
◎ Hayashi K, Sudo Y, Jee JG, Mishima M, Hara H, Kamo N, Kojima C, Structural analysis of phototactic
transducer protein HtrII linker region from Natronomonas pharaonis, Biochemistry 46, 14380-14390 (2007).
Nakamura T, Takeuchi S, Shibata M, Demura M, Kandori H, Tahara T, Ultrafast pump-probe study of the
primary photoreaction process in pharaonis halorhodopsin: halide-ion dependence and isomerization
dynamics, J. Phys. Chem. B, 112, 12795-12800 (2008).
Matsuki Y, Akutsu H, and Fujiwara T, Spectral Fitting for Signal Assignment and structural analysis of
uniformly

13

C-labeled solid proteins by simulated annealing based on chemical shifts and spin dynamics, J.

Biomol. NMR, 38, 325-339 (2007).
Seki A, Miyauchi S, Hayashi S, Kikukawa T, Kubo M, Demura M, Ganapathy V, Kamo N, Heterologous
expression of pharaonis halorhodopsin in Xenopus laevis oocytes and electrophysiological characterization of
its light-driven Cl- pump activity, Biophys. J., 92, 2559-2569 (2007).
Hasegawa C, Kikukawa T, Miyauchi S, Seki A, Sudo Y, Kubo M, Demura M, Kamo N, Interaction of the
halobacterial transducer to a halorhodopsin mutant engineered so as to bind the transducer: Cl- circulation
within the extracellular channel, Photochem. Photobiol., 83, 293-302 (2007).

３．特許出願リスト
「なし」
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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
SAIL 法は従来の NMR 構造解析技術の最大の難点である蛋白質の分子量増大に伴うシグナル数の増
大と線幅の拡がりを同時に著しく軽減し、ひいては高分子量蛋白質の迅速、且つ高精度な構造決定を可
能ならしめる画期的な NMR 技術として国際的な注目を浴びている。しかしながら、SAIL 法の世界標
準化を実現するためには、これまでに達成した SAIL 法の普及に向けての様々な基盤整備とともに、よ
り先端的な応用分野の開拓を同時に継続しなくてはならない。このような背景から、SAIL 蛋白質の無
細胞系調製法の改良、及び SAIL 蛋白質を用いた NMR 立体構造解析技術の開発を進めるとともに、生
物学的に重要な蛋白質の構造・機能相関の解明に向けた関連技術開発を通して、SAIL 法を日本発の独
創的 NMR 基盤技術として世界に向けて発信する。
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

①無細胞蛋白質発現系の改良：SAIL 蛋白質発現系として簡便に利用できる
大腸菌無細胞抽出液の抱える幾つかの問題点を解決し、NMR 法による蛋白
質の構造決定に支障のない純度の SAIL 蛋白質調製プロトコル改良を行っ
た。さらに、膜蛋白質や超分子蛋白質複合体等の構造決定へ向け完全再構
成系（PURE System）の SAIL 蛋白質調製法としての評価を実施し、その優
れた特徴が明らかとなった。
②SAIL/FLYA システムによる蛋白質の完全自動構造解析：SAIL 蛋白質の
持つスピン系の大幅な単純化という利点は、これまで自動 NOE 帰属-構造
計算（CYANA）に活かされ、従来の分子量限界を遥かに上回る高分子量蛋
白質の高精度構造決定が可能となった。本課題では、自動化を更に進め
NMR スペクトルの解析自体を組み入れた完全自動構造解析アルゴリズム
(FLYA)を SAIL 蛋白質に適用し、人間の介在を全く必要とせずに高精度構
造決定が可能となることを明らかにした。
③選択 SAIL 蛋白質を利用した構造情報手法の開発：芳香族アミノ酸の新規
SAIL 体を合成し、それらを利用した芳香環の動的状態の研究手法を開発し
た。その他、新規 SAIL アミノ酸類を利用したジスルフィド結合の立体配
座解析、アミノ酸残基側鎖の水酸基、アミノ基、主鎖アミド水素などの交
換性水素の関与する動的構造情報の取得手法等、SAIL 法を起点とした様々
な応用技術開発の展望を得た。

(２)技術開発の進捗及び
成果

① 無細胞蛋白質発現系の改良
本課題では SAIL 蛋白質の効率的調製法の標準的手法として調製手法が簡
便な大腸菌無細胞系を選定し、N 末端の修飾（フォルミル化）、無細胞抽出
液中のアミノ酸代謝に関連する残存酵素活性の制御等を中心に検討した。
特に、N 末端メチオニンのフォルミル化は、時に 20 残基を越える修飾部位
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近傍のアミノ酸残基の化学シフト変化を誘起するために NMR 解析上大き
な障害となるため、無細胞抽出液中に peptido deformylase (PDF)を添加し
フォルミル基を完全に除去する技術を開発しこの問題を解決した。
SAIL 蛋白質調製のコスト削減には、反応液中に 90%以上残存する未利用
SAIL アミノ酸の回収・再利用は重要な検討事項である。完全再構成発現系
PURE System を用いれば、未利用 SAIL アミノ酸の再利用がより容易に
可能となるのみならず、通常の無細胞系では困難な蛋白質のα位の重水素
化が“軽水中”で可能となることも明らかとなった。α位の重水素化は膜
蛋白質や超分子複合体の NMR 構造解析においては不可欠の標識技術であ
り、従って SAIL 法をこのような難易度の高い蛋白質へと適用する際には、
PURE System の利用を考慮すべきであろう。
②SAIL/FLYA システムによる蛋白質の完全自動構造解析
SAIL 法により NMR スペクトル解析に要する時間、得られる立体構造の
精度、適用可能な分子量上限の拡大等が一挙に達成できる。しかしながら、
専門家のチェックを要するスペクトル解析と立体構造決定という、一般の
研究者にとって困難なステップが必要とされる限り、SAIL 法の利点は大き
く損なわれる。このことを念頭に置き、専門的知識を要求する過程を全て
ブラックボックス化し、高精度構造解析を専門家以外にも可能ならしめる
ために、我々は完全自動構造解析技術の確立を技術開発目標の一つとして
掲げた。このために、自動構造解析アルゴリズム FLYA を SAIL 法に適用す
ることにより、ユビキチン(8k)やカルモジュリン（17k）等の蛋白質の NMR
構造決定の完全自動化に成功した。
③選択 SAIL 蛋白質を利用した構造情報手法の開発
蛋白質中の特定のアミノ酸を選択的に SAIL 標識し、蛋白質の局所構造、
特にそれらの動的状態に関する高精度構造情報を取得するための様々な方
法を考案し実証実験を行った。例えば、芳香族アミノ酸（Phe、Tyr）の芳
香環の回転により等価な二つの立体配座間の交換が起こり、その交換速度
は芳香環シグナルの線形解析等の手法により正確に決定できる。結晶構造
を見る限り、蛋白質の疎水コア領域に存在する芳香環が高速度で回転し得
ることは想定し難いものであるが、溶液内においては、近傍のアミノ酸側
鎖が 1Å以上の大きな振幅で協奏的に移動し、回転に必要な空間を確保す
ることにより、芳香環の回転運動が ms 以下の短時間で起こるのがむしろ
普通であるとされてきた。しかしながら、我々は選択 SAIL 法を用いた研
究の結果、従来信じられていたよりもはるかに多くの芳香族アミノ酸残基
の芳香環が、比較的ゆっくりとした回転運動をしており、その回転速度は
蛋白質-蛋白質相互作用、蛋白質リガンド相互作用により大きな変化を示す
ことが初めて確認された。
この他、従来は解析手法に乏しかったジスルフィド結合周囲の揺らぎ、水
酸基、アミノ（アミド）基の交換性水素を対象とした新たな SAIL 利用技
術の開発にも着手しており興味ある成果が得られつつある。
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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

2 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

8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）
当初設定された研究期間三ヶ年間に予定した目標の内、SAIL 法の普及上障害となる標識蛋白質の大腸
菌無細胞系調製法の改良、及び SAIL-NMR 法の自動化に関しては当初の目標を既に達成した。問題点は
SAIL 法の本プログラム内における技術移転の進捗状況である。昨年度から実施されている SAIL 法の共
有化に関する促進措置は、本課題には課題 C と同様の研究支援体制が組まれていることを意味しており、
その期待に十分には応えられていないことは大いなる反省点である。本年度からは、促進措置の対象と
され個別課題、更にはそれ以外の個別課題に関しても、これまで以上に積極的に研究協力を行い SAIL
技術の移転を推進する。
本課題での特筆すべき成果は、SAIL アミノ酸を用いた蛋白質の新規研究手法の開発にある。昨年度か
ら取り掛かった選択 SAIL 法の開発は急速に展開し、従来は想像も出来なかった様々な新しい SAIL 応用
技術が一斉に芽吹いた。NMR 技術革新には情報取得へ向けた蛋白質試料の最適化が不可欠であるとした、
SAIL 法開発の基本戦略が NMR 技術一般の革新をもたらすことが実感された。このような選択 SAIL 法に
よる多様な革新技術の誕生は、NMR 構造決定技術としての SAIL 法の世界標準化という、本課題の究極の
目標にとっても大きな追い風となろう。

７．課題内の情報共有・連携体制
本課題は基本的には名古屋大学単独で実施しているために、一体化した研究体制が確保されている。
安定同位体標識アミノ酸の合成に関しては、SAIL アミノ酸の安定供給を目的に設立したベンチャー企
業 SAIL テクノロジーズ社への委託合成により必要な標識アミノ酸は滞りなく供給される。また、SAIL
法に適合させた NMR 解析・構造決定ソフトウエアーに関しては、Frankfurt 大学 Guentert 研究室からの
全面的サポートを得ている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
SAIL プロジェクトは課題 D として発足したが、実質的にはプログラム内の共有性・汎用性の高い基
盤 NMR 解析技術の開発として位置づけられていることは既に記した通りであり、従って課題 C と同様
にターゲットタンパク研究個別課題への研究支援に関する取り組みも求められている。個別課題内で
NMR 解析を主要な構造解析技術として掲げるグループの幾つかには、SAIL 法の利用を促進するため
の特別な予算措置が組まれており、我々も積極的に情報交換、技術協力を提供している。現在迄のとこ
ろ、個別課題で取り扱う蛋白質は、生物機能に関する大きな意義とは裏腹に発現・精製に難易度の高い
ものが多く、SAIL 蛋白質を必要とする構造決定研究の進捗は遅れ気味である。今後は、より明確な進
展が得られるよう選択 SAIL 法を含め研究の多角化を図る予定である。
また、プログラム内で共有化する意義の高い結果が生まれ次第、個別課題担当者の了承を得て情報プ
ラットフォームへの登録を行う予定である。
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９．今後の展望
【平成 21 年度】
①

NMR 立体構造決用 SAIL 蛋白質調製技術開発としての大腸菌無細胞系発現技術は昨年度迄で概ね確

立された。今年度は、SAIL 法のプログラム内での技術移転方策を実りあるものにするために、確立した
プロトコルを利用し、個別課題グループへの無細胞系による SAIL 蛋白質調製法を含めた技術移転を促
進する。個別課題で扱う蛋白質には大腸菌無細胞系での発現が困難なものも含まれており、コムギ胚芽
系（遠藤グループ）、或いは PURE System（上田グループ）の利用も合わせて検討する。
②

本プログラムが生物学的に重要な、難易度の高い蛋白質を対象とする個別課題研究に傾斜する中

で、迅速性・簡便性を追求する SAIL-NMR 法の自動化研究の重要性は相対的に低下した。昨年度迄に当
初の計画であったモデル蛋白質を用いた SAIL-FLYA 法による完全自動構造決定は成功しており、その結
果を受けて今後も FLYA 法の開発者 Frankfurt 大学の Guentert と協力する形で、分子量 25-30 kDa の蛋
白質の全自動構造決定に向けた SAIL-FLYA 法の改良は継続する。
③ 平成 20 年度から新たに開発を始めた選択 SAIL 蛋白質を利用した様々な動的立体配座解析法は、極
めて興味ある結果を産みつつあり、SAIL 法の世界標準化を図る上でも構造決定法と両輪をなす重要な研
究項目となった。例えば、SAIL 芳香環アミノ酸を利用して様々な蛋白質の NMR スペクトルを解析したと
ころ、蛋白質中の Phe や Tyr 残基の約 20%近くが、従来は例外的であると思われていた回転速度に依存
した NMR シグナルを示すことが明らかとなり、一挙に芳香環の回転速度を指標とする蛋白質動態の研究
手法の汎用性が明確となった。このような、選択 SAIL 化した蛋白質を用いる研究手法を、従来の構造
決定用に開発した SAIL アミノ酸の同位体標識パターンを改良することにより更に有効な技術開発が可
能とする。
【平成 22, 23 年度】
課題 D の三ヵ年間内において、個別課題への SAIL 技術移転を推進する基盤整備は予定通り概ね完了
する。平成 22 年度より二ヵ年間はこれまで開発した技術を利用し、ターゲットタンパク研究を支援す
るともに、下記の革新的技術開発を集中的に実施し SAIL 法の有効性を実証する。
①

SAIL 蛋白質発現技術開発としては大腸菌無細胞系、コムギ胚芽系、及び PURE System を含めた無細

胞系、更には井上正頼(UMDNJ)等が最近報告した mRNA interferase MazF を利用する Single protein
production (SPP)系等、様々な最新の手法を取り入れ、膜蛋白質・超分子蛋白質複合体の調製に総合的
に取り組む。このような、難易度の高い蛋白質の構造情報の取得には標準的な SAIL 法の適用だけでは
不十分であり、更なる重水素化による観測シグナル数の削減と構造情報の保全を両立させるために設計
した新しい安定同位体標識パターンを持つ改良版 SAIL アミノ酸、oro-SAIL (Overlap and Relaxation
Optimized SAIL: oro-SAIL) amino acid [Ikeya et al., Magn. Reson. Chem., 2006; 44, S152-S157]
を実際に合成し、それらを利用して SAIL 蛋白質調製を行う。蛋白質はターゲットタンパク課題の中か
ら選定し、SAIL 法の技術移転促進策を強化する枠組みの中で、開発した最新技術を直ちに個別課題に利
用できる体制を整える。
②

膜蛋白質、超分子蛋白質複合体の構造研究においては、溶液 NMR 法以外にも、部分的に配向した状

態、膜や脂質に埋め込まれた状態、さらには固体・結晶状態での NMR 測定が必要となる場合もある。SAIL
法、oro-SAIL 法は基本的にはこれら全ての NMR 技術に共通した基盤技術であるものの、これら全ての領
域をカバーする研究を本研究グループで実施することは困難である。SAIL 法の開発・応用研究を中心に、
NMR 基盤技術開発戦略を再構築する必要性が生じる可能性がある。
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③ 昨年度から様々な SAIL アミノ酸を利用して、研究を開始した選択 SAIL 法の展開は急速、且つ予想
外の展開を見せている。現在は炭素、水素、窒素原子の安定同位体を位置・立体選択的に組み合わせた
多種類の SAIL アミノ酸を利用して蛋白質の立体構造決定技術としての SAIL 法の開発を実施している。
平成 22 年度からは、SAIL アミノ酸に酸素同位体を組み入れた“四重標識 SAIL アミノ酸”の利用技術を
開発し、選択 SAIL 法により、蛋白質表面における相互作用検出、溶媒露出度、水素結合部位の決定、
蛋白質動態の解明など従来の同位体利用 NMR 技術を大きく越えた新しい技術を開発する。
１０．特記事項
選択 SAIL 法を利用した一連の新規解析技術は、本課題内で急速に発展しつつある。その一つが、蛋白
質内部の疎水性コア部分に数多く存在する芳香族アミノ酸の芳香環の回転運動を利用する手法である。
この現象自体は 80 年代初めの Wuethrich 等の一連の研究により明確にされ、それまでの結晶構造解析
の示唆する静止画像的な蛋白質描像を根底から覆す画期的成果として今も高く評価されている。嵩高い
芳香環の回転運動は、蛋白質の溶液内における疎水性コア部分を含む振幅の大きい、比較的ゆっくりと
した揺らぎ運動（large amplitude breathing motion）の存在を意味し、その生物学的意義に関して大
きな関心が寄せられていた。NMR 法はこのための唯一の手段であることは、当時より広く認識されては
いたものの、従来の標識技術では芳香環の NMR シグナルは極めて複雑となるため、このような構造の揺
らぎの生物学的意義に関する研究は 30 年近くたった現在に至るもなお遅々として進んでいない。選択
SAIL 法を利用して様々な蛋白質の NMR スペクトルを解析したところ、従来は例外的と思われて来たにも
かかわらず、蛋白質に含まれる Phe や Tyr 残基の実に約 20%近くが、回転速度に依存した線形を示すこ
とが明らかとなった。この結果、芳香環の回転速度を指標とする蛋白質動態の研究手法の重要性が改め
て確認された。この他、ジスルフィド結合周囲の動的立体配座解析、水酸基やアミノ基（アミド基）等
の交換性水素の関与する動的過程の解析手法など、多様な選択 SAIL 技術が一挙に展開しつつある。
なお、SAIL 法の開発など多年にわたる安定同位体利用 NMR 技術開発に関する貢献により、本研究代表
者甲斐荘に平成 19 年度の日本化学会賞が授与された。
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

18,000

7,818

504

26,322

7,332

12,850

16,606

36,788

業務実施費（千円）

18,514

20,101

25,197

63,812

間接経費（千円）

13,154

12,231

12,692

38,077

合計（千円）

57,000

53,000

55,000

165,000

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
SARS コロナウィルスヌクレ

PDB ID
2jw8

概要
SARS ウィルスのヌクレオキャプシドタンパク質の２

オキャプシドタンパク質 C 末

量体化、およびウィルス RNA との結合を担う、29 K の

端側ドメイン

構造ドメインに相当する。本蛋白質の構造決定は、SARS
ウィルスの RNA 保持機構の解明において重要な課題で
あった。芳香族シグナルの縮重、広幅化の問題のため従
来法では解析が困難であったが、SAIL 法の適用により
これらの問題を解決して構造決定を達成した。

ミロシナーゼ結合蛋白質様タ
ンパク質 At3g16450.1

2jz4

シロイヌナズナ構造ゲノムのターゲットのひとつ。植物
の外敵からの防御に関連するミロシナーゼ結合蛋白質
と 50 % 以上のホモロジーを有しており、同蛋白質とし
て初めての共通の立体構造決定にあたる。試料の溶解性
が低く、NMR 法による解析は難しかったが、SAIL 法に
よる高感度観測により、低濃度でありながら構造決定に
至った。

大腸菌由来シストランスイソ

未登録。本タンパク質は、FKBP 型のシストランスイソ

メラーゼ

メラーゼである。既に既存の SAIL アミノ酸を利用して
得られる NOE 拘束条件のみで、高い精度の立体構造決
定が実現出来るが、新しい標識パターンを持つ SAIL ア
ミノ酸を利用することにより、今後さらに構造精度が高
まることが期待されているため、現段階では登録を控え
ている。

放線菌由来ズブチリジンイン

未登録。本タンパク質は、プロテアーゼのひとつ、サブ

ヒビター

チリジンの活性部位に強く結合するペプチド性プロテ
アーゼインヒビター。その活性部位に含まれる S-S 結
合の立体配座解析方法の開発を進めており、その研究結
果と併せて学術誌への投稿を考えている。そのため、現
在登録を控えている。

- 424 -

２．論文のリスト
Yoshida H, Furuya N, Lin YJ, Güntert P, Komano T, and Kainosho M, Structural basis of the role of the
NikA ribbon-helix-helix domain in initiating bacterial conjugation, J. Mol. Biol. ,384, 690-701 (2008).
◎Takeda M, Sugimori N, Torizawa T, Terauchi T, Ono AM, Yagi H, Yamaguchi Y, Kato K, Ikeya T, Jee

J, Güntert P, Aceti DJ, Markley JL, Kainosho M, Structure of the putative 32 kDa myrosinase binding
protein from Arabidopsis (At3g16450.1) determined by SAIL-NMR, FEBS Journal, 275, 5873-5884
(2008)
◎Takeda M, Chang CK, Ikeya T, Güntert P, Chang, YH, Hsu YL, Huang, TH, Kainosho M, Solution

Structure of the C-terminal dimerization domain of SARS coronavirus nucleocapsid protein solved by
the SAIL-NMR method”, J. Mol Biol., 380, 608-622 (2008).
Terauchi T, Kobayashi K, Okuma K, Oba M, Nishiyama K, Kainosho M, Stereoselective synthesis of
triply isotope-labeled Ser, Cys, and Ala: Amino acids for stereo-array isotope labeling (SAIL) technology,
Organic Letters, 10 (13), 2785-2787 (2008).
◎Takeda M, Ikeya T, Güntert P, and Kainosho M, Automated structure determination of proteins with

the SAIL-FLYA NMR method, Nature Protocols, 2 (11), 2896-2902(2007).
Ohki S, Kainosho M, Stable Isotope Labeling Methods for Protein NMR Spectroscopy, Progress in
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Elsevier, 53, 208-226(2008).
Okuma K, Ono AM, Tsuchiya S, Oba M, Nishiyama K, Kainosho M, Terauchi T, Asymmetric synthesis
of (2S, 3R)- and (2S, 3S)-[2-13C; 3-2H] glutamic acid, Tetrahydron letters 50(13) 1482-1484 (2009)
池谷鉄兵、ペーターギュンタート、甲斐荘正恒、計算シミュレーションと分析データ解析、NMR
による蛋白質構造決定の自動化（日本表面科学会編）
、丸善㈱、東京、148-166 (2007).

３．特許出願リスト
「なし」
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－

技術開発研究課題 －
２－６ 「制御」領域
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代
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者

名

化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発

名

東京大学

名

長野

分担機関・分担研究者名

哲雄

理化学研究所（長田

裕之、田仲

ファルマデザイン（古谷

昭子）、京都大学（藤井

信孝）

利夫）

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
・ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築
タンパク質を制御する機能性小分子化合物を探索するためには化合物ライブラリーは不可欠であり、本プ
ログラムでは十数万化合物からなる質の良いライブラリーを構築する。この化合物ライブラリーを構築す
るにあたって、我々は、構造と物理化学的性質に基づいた多様性を考慮するためにライブラリーをイン
シリコでデザインし、これらのうち合成あるいは入手可能なものを収集し、General ライブラリーとし
て研究基盤を構築する。具体的には、クラスタリング解析により多様性を評価した上で、Druglikeness
の指標、例えば Lipinski の Rule of 5 などによる filtering により選定された化合物を収集・合成する。ま
た、最近 Fragment に基づくドラッグデザインが注目されているが、独自の手法により Fragment ライブ
ラリーも構築する。さらに、タンパク質の立体構造に基づいたドッキングスタディー、モデリングなど
も活用し、代表的なターゲットタンパク質であるキナーゼや GPCR などに対する制御化合物の収集・合
成、すなわち焦点を絞った Focused ライブラリーの構築も計画している。これらの化合物はターゲット
タンパク質の試料調製や結晶化時の安定化にも利用が期待される。平成 19 年度には約 2 万化合物、20−
21 年度には合計約 6 万-8 万化合物の収集・合成を目途とし、
「タンパク質解析基盤技術開発」プロジェ
クトで収集した化合物と合わせて、
本プログラム開始 3 年間で十数万化合物のライブラリーを構築する。
この化合物ライブラリーから「ターゲットタンパク研究者」が結晶化やスクリーニングに必要な化合物
を配布し、支援を行う。
後半 2 年間（平成 22−23 年度）では、ターゲットタンパク研究の成果などを用いてインシリコ計算す
ることにより、タンパク質相互作用阻害剤ライブラリーを収集するなど、タンパク質制御研究に特化し
たライブラリーとして質の向上を目指す。
・新規スクリーニング法の開発
スクリーニングにおいては、少量タンパク質での測定、スクリーニングの高速化、高感度化、大量処
理および false positive（擬陽性）の減少が求められている。本プログラムではこれらの問題を克服する
スクリーニングシステムの確立を目指して技術開発を行う。スクリーニングの技術開発は、本プログラ
ムの開始年度から最終年度まで行うことになる。特に後半の平成 22 年度、平成 23 年度では「ターゲッ
トタンパク研究者」との研究交流を通じて明らかになった問題点についての検討を行い、各「ターゲッ
トタンパク研究者」に有益な情報提供による支援を行う。
一方、天然化合物には薬理活性を有するものが知られているが、この観点から放線菌・糸状菌を中心
とする微生物が生産する二次代謝産物を網羅的に取得し、天然化合物アレイを構築する。アレイ化はス
クリーニングの高速化、試料の少量化が期待できる。また、天然化合物をベースに化学修飾あるいは酵
素処理を施した天然型非天然化合物、天然化合物を標識化したプローブ化合物を作製する。
・ライブラリーおよびスクリーニング法の検証とインシリコアプローチ
更に上記の化合物ライブラリーにおける化合物選定の妥当性および開発したスクリーニング法の有
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用性を検証する観点から、学問的あるいは社会的に価値のある数種類のタンパク質を取り上げて、実際
に制御化合物の探索を行う。タンパク質の立体構造情報に基づいて、さらにドッキングスタディー等を
行い、化合物ライブラリーの質の向上とスクリーニング法の最適化を図る。
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

市販化合物 109,286 サンプルを新規購入、微生物代謝天然化合物を 4,368
フラクション取得し、京都大学所蔵の提供化合物 3,416 サンプルや先行プロ
ジェクト「タンパク質解析基盤技術開発」で収集した約 3 万サンプルと合
わせ、計 148,384 サンプルを入手した。化合物倉庫等の設備や手続きの面を
含め、ターゲットタンパク研究プログラム内の参画研究者はもとより、本
プログラム以外の一般研究者にも化合物の提供体制を整え、支援している。
平成 21 年度にはライブラリー化合物の化合物空間（Chemical Space）のさ
らなる充実と最適化を図り、十数万化合物からなる質の高いライブラリー
構築という当初の目標は確実に達成される。スクリーニングシステムとし
ては GPCR 内在化可視化技術、化合物マイクロアレイ作成・検出技術を開
発した他、阻害剤探索用蛍光プローブを創製した。個別研究のターゲット
タンパク質及び制御領域内で選択したタンパク質に対してインシリコ技術
を駆使して Focused ライブラリーを作成し、スクリーニングした結果、タン
パク質相互作用阻害剤など興味ある化合物を見出している。また「ターゲ
ットタンパク研究者」とは随時会合を持ち、研究交流と支援に努めた。

（２）技術開発の進捗及
び成果

①ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築
化合物保管システムの構築と整備
東大薬学部本館に化合物保管庫（収納可能数：粉末 32 万本、溶液 84 万
本）を平成 20 年 3 月に設置完了した。それまでに入手した化合物サンプル
の入庫作業を同年 6 月までに済ませ、サンプル提供できる体制を整備した。
General ライブラリーの構築
General ライブラリー収集は、インシリコ選定をファルマデザインが主に
担当し、約 430 万個のユニークな市販化合物からなるデータベース（内、
各大学研究室所蔵の非流通化合物約 3 万個を含む）から Fragment likeness、
Scaffold likeness、生物活性志向、合成展開しやすさ、構造多様性等の各種観
点で絞り込んだ。その後、化学者が 1 個、1 個、目視選択し、溶解度予測値
も指標にいれて、収集化合物を決定した。京大薬学部の所蔵化合物 3,416 個
もライブラリーに預託されて運用している。
本ライブラリーの特徴は、一から構造多様性を考慮に入れて設計し、構
築されている点と、分子量 250～350 を中心とする Scaffold like な（タンパ
ク質との結合の核となる骨格）化合物の収集に注力している点である。
Scaffold 化合物の化合物空間は分子量 500 までとされる Drug-like な化合物
空間よりも狭いため、限られた予算で効率的に網羅でき、構造最適化の際、
タンパク質構造を眺めつつ、分子量の増加する修飾を行っても Drug-like な
領域内に留まる余裕がある。Scaffold 化合物のアッセイには生化学的方法も
可能で、タンパク質との親和性の制約から物理化学的なアッセイ法に限ら
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れる分子量 250 以下の Fragment 化合物よりも評価を行いやすい。迅速な構
造活性相関取得のため、それらの類似化合物も収集した。
新規 Fragment 化合物群の創製を目的とした Drug-like 骨格構築法の開発
構造最適化、ライブラリー化合物の構造多様性充実のためには、基質適
用範囲の広い反応の開発ならびに、迅速に合成できる技術（連続反応・多
成分反応など）が求められる。キノリン、イソキノリン及び関連ヘテロ芳
香環は、生物活性を有するアルカロイドや合成化合物に広く存在する鍵構
造であり、キナーゼ類を始めとして種々のタンパク質に対して活性を示す
ため、置換様式の異なる多彩な化合物群の創製法開発も重要である。我々
は様々なキノリン・イソキノリン誘導体の骨格構築法およびアミノ酸誘導
体や安価な試薬を原料とした多成分反応による Drug-like なインドール縮環
型含窒素複素環の効率的構築法を確立し、論文として速やかに公開した。
天然化合物フラクションの収集
微生物培養液から代謝化合物フラクションを系統的に取得するための精
製法を確立し、平成 19 年度に放線菌 8 株、平成 20 年度に放線菌 6 株と糸
状菌 2 株を用いて、精製フラクションを収集し、先行プロジェクト収集分
と合わせ 6,453 フラクションとなった。得られた代謝化合物フラクションの
LC/MS 分析により新規化合物 5 種の構造を明らかにした。
表１．取得したフラクション数とそのサンプル量による分類
フラクション数
年度

処理菌体数
全数

0.5 mg以下

0.5 - 2.0 mg

2.0 mg以上

H19年度

8

2016

147 (7.3%)

481 (23.9%)

1388 (68.8%)

H20年度

8

2352

228 (9.7%)

685 (29.1%)

1439 (61.2%)

Focused ライブラリー化合物の収集
Focused ライブラリーとしては GPCR 制御化合物ライブラリーとして
11,738 個、キナーゼ制御化合物ライブラリーとして 5,323 個、タンパク間相
互作用制御化合物ライブラリーとして 1,756 個購入した。また、ターゲット
タンパク研究グループからの購入依頼に対しては 475 個購入に応じ、提供
を行った。
化合物ライブラリーの内訳
これまでに収集した化合物の内訳を次ページ図 1 に示す。化合物空間分
布を生物活性既知の化合物が属する空間と比較したところ、分子量が大き
めで水溶性が低いと計算予測されたため、選定から除かれてきた天然物 like
な化合物が多く属する空間が疎となっているのみで、それ以外は概ね網羅
できていた。天然化合物に関しては理研和光にて収集しており、合成化合
物で不足する部分の補完を図っている。
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図 1 収集した 148,384 サンプル内訳（March 2009 現在の数値。先行プロジ
ェクトにおいて収集したサンプル数を含む。）
②新規スクリーニング法の開発
マイクロアレイを用いたスクリーニング系構築
希少な天然化合物を溶液で提供することは困難であるため、マイクロア
レイにして提供し、タンパク質との結合を検出するスクリーニング技術を
開発してきた。スポットする化合物のキャリーオーバーが極めて少なく、
スライドガラス 200 枚用の大型ステージを搭載した新型アレイヤーの設
計・製作をこれまでに行った。収集した微生物代謝化合物フラクションマ
イクロアレイを作製し、p38 MAP キナーゼとの相互作用を検討したところ、
85 フラクションに相互作用が観察されている。また微生物代謝化合物フラ
クションだけではなく、ライブラリー化合物のキナーゼ Focused ライブラリ
ーのマイクロアレイ作製も行った。
新規蛍光タグプローブシステムの開発
とタンパク質細胞内局在画像処理によ
るスクリーニングへの応用
G タンパク共役型受容体（GPCR）の
リガンドを探索するための有力な評価
法の一つとして、生細胞で GPCR を蛍光
ラベルし、リガンド刺激に伴う GPCR の
細胞膜から細胞内への移行（内在化）を
可視化する方法を開発した。
ラベル化原理として、強固なコイルド
コイル構造を形成するペプチドの組み
合わせ、すなわち、コイルドコイル形成
ペア（E3–K4）の一方（E3：(EIAALEK)3）
を GPCR の N 末端に融合して発現させ、
もう一方（K4：(KIAALKE)4）を化学合
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図2

成して蛍光色素を付加し、これを生細胞に投与した（図 2 上段）。ラベル化
は 1 分以内に完了し、無毒性、血清含有培養液中でも可能であり、報告さ
れている他の小分子ラベル法と比べて利点が多い。また、K4 プローブに付
加する蛍光色素は、自由に選ぶことができる。
このラベル法を用いて、β2 アドレナリン受容体の内在化の可視化を試み
たところ、TMR-K4 により細胞膜の受容体が特異的にラベル化され、アゴ
ニストである Isoproterenol（Iso）を添加すると、一部の受容体が細胞内へ内
在化する様子が観察できた（図 2 下段）。内在化に伴う pH 環境変化による
蛍光強度変化を利用した内在化の定量もでき、今後大規模スクリーニング
への適用を検討する。
高感度かつ信頼性の高い蛍光プローブの開発
False positive（擬陽性）を減らすため、時間分解蛍光測定が可能なランタ
ノイド金属イオン錯体を用いた、新規プローブを開発した。大量サンプル
アッセイ時にはサンプル自身の蛍光も蛍光測定に影響するため、長寿命蛍
光を有するプローブを用い、サンプル自身の発光が終わった時点でプロー
ブによる発光を測定することで、その影響やノイズを無視することができ、
より高感度かつ信頼性が高い測定が可能となる。その応用例として、プロ
テアーゼである Dipeptidyl Peptidase 4 （DPP4）阻害剤探索プローブを開発
した。
GlyPro

H
N

e-

H2N

O

O

DPP4

N
N O
H
N H
COON COOLn3+
N COOCOO

Luminescence

Gly-Pro-BCD-Ln

図3

N
N O
H
H
COON COOLn3+
N COOCOO

N

No Luminescence

NH2-BCD-Ln

DPP4 時間分解蛍光プローブ

③ライブラリー及びスクリーニング法の検証とインシリコアプローチ
タンパク質間相互作用阻害剤スクリーニング実証研究
これまでに開発してきた蛍光相関分光法（FCS）を用いたタンパク質間相
互作用阻害剤スクリーニング技術およびライブラリー化合物の有用性の実
証として、MDM2 および MDMX と p53 との相互作用を dual に阻害し、制
癌活性を有する化合物を探索した。その結果、強い dual 阻害剤 2 つを見出
した。MDM2-p53 相互作用競合 IC50 がそれぞれ 500 および 600 nM、
MDMX-p53 に対する IC50 が 60 および 90 nM であった。これらは、
MDM2/X-p53 相互作用阻害により、p53 タンパク質による下流遺伝子
（MDM2、p21）の弱い転写活性化をもたらし、MDMX-p53 相互作用の阻害
活性により、MDM2 既知阻害剤 Nutlin-3 が無効な MDMX 高発現性癌細胞株
（JEG3）に対しても、致死活性の IC50 が 10μM 以下であった。
また、白血病治療ターゲットとされるキナーゼ Pim-1 の ATP ポケットに
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結合し、かつ基質ペプチドの結合を阻害すると予測される化合物を Pim-1
の X 線構造とのドッキング及びタンパク質-リガンド間相互作用の解析によ
り選択し、前述の FCS 法を用いた基質ペプチド結合阻害活性およびキナー
ゼ活性に基づいてスクリーニングした。その結果、キナーゼ活性に対する
IC50 が 7μM のヒット化合物を見出した。これをもとに類似化合物 178 個
を新規合成し、キナーゼ活性の IC50 が 1μM 以下の化合物を 3 個（内 1 個
は 100 nM）を得た。高阻害活性を示した 2 化合物についてはヒト急性骨髄
性白血病細胞株 MV4-11 に対する強い致死活性を確認した。
さらに本 FCS 法はタンパク質間相互作用に対する、Fragment サイズの小
さな化合物による弱い阻害が検出でき、この手法を Fragment based drug
discovery に利用できることを確認している。
インシリコ技術に基づく Focused ライブラリーの作成と検証
Focused ライブラリーをインシリコで作成したテーマを表 2 にまとめた。
表 2. Focused ライブラリー 研究概要

立体構造を利用できる場合には、改良ドッキング法によるインシリコス
クリーニングを行い、立体構造がなければ、類縁タンパク質 X 線結晶構造
を鋳型としたホモロジーモデリングを行った上で上記インシリコスクリー
ニングを実施（以上 Structure Based Drug Design; SBDD）、あるいは類似構造
タンパク質のリガンド情報を利用した Focused ライブラリーを構築し
（Ligand Based Drug Design; LBDD）、阻害活性化合物が多数得られている。
３．グループ全体のタンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

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

24 件

５．グループ全体の特許出願件数

5 件（うち国外 1 件）
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６．グループ全体の目標に対する進捗の達成度（自己評価）
これまでのところ、目標は、計画通りもしくは想定を上回って達成できていると考えている。具体的
には平成 20 年度末現在、化合物ライブラリーのサイズは約 15 万（理研和光にて収集している天然物フ
ラクションを含む）に達している。また、サイズだけではなく、一からの論理的な構築によりヒット効
率が高く、質的にも優れたものになっていると考える。その証拠に制御化合物の探索では支援個別研究
テーマ、化合物ライブラリーと開発した制御化合物探索技術の検証で行っている制御内テーマで興味あ
るヒット化合物が既に多数見つかってきている。
７．課題内の情報共有・連携体制
①新規スクリーニング技術開発においては、東大で新規蛍光プローブの設計と合成を担当し、理研横浜
でプローブの有用性の実証研究を共同で実施した。また、スクリーニング技術やライブラリーの有用性
の実証に関しては、東大で化合物の構造確認や新規類縁化合物の設計と合成を実施し、理研横浜でこれ
らの活性スクリーニングを実施し、高活性化合物を得つつある。
②京大保有の化合物約 3400 個をプログラム内で活用するため、東大の化合物ライブラリーへ預託した。
③東大のライブラリーから提供したキナーゼ Focused 化合物を理研和光でマイクロアレイ化した。
④インシリコアプローチの実証研究として制御内でテーマを決め、ファルマデザインがインシリコスク
リーニング、東大がウェットスクリーニング（実験室でのスクリーニング）を行い、計算方法の改良を
はかっている。これまでに ALK をターゲットとした阻害剤探索で、高活性化合物を複数得ている。ま
た、SRPK 阻害剤の研究では、既知の活性化合物と同等の活性を有する化合物が複数見出されている。
⑤General ライブラリー構築のために、インシリコ技術による化合物選別後の目視による取捨選択は各
機関所属の化学者が複数名ずつ参加して行っている。
⑥各分担機関が保有する技術の情報共有・有効活用により、新規 Fragment 化合物群を設計するとともに、
新規タンパク質制御化合物（例：Eg5 阻害剤）の探索・創製を行っている。
⑦情報共有手段としては、月 1 回程度の制御領域内合同研究会を実施する他、メールでの研究討論やス
クリーニングデータの送付を随時行っている。京大の研究者とは TV 会議システムも活用している。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
①ターゲットタンパク研究者
化合物を提供するための契約手続等（化合物ライブラリー運用指針、化合物データベース提供依頼申
請書、化合物サンプル提供依頼申請書、化合物購入依頼申請書）を策定し、各プログラム研究者にその
周知を行った。化合物ライブラリー機構が各「ターゲットタンパク研究者」に対して行う研究支援・研
究交流においては、ライブラリー化合物の提供だけでなく、Focused Library 構築によるスクリーニング
化合物の選定、スクリーニング技術・機器の提供及び結果の吟味など、制御化合物探索の総合的支援を
行っている。また、権利付き化合物の収集は極力避け、ライブラリー化合物自体の権利はプロジェクト
内の研究者に対して原則放棄して、各研究者に発生する知的財産権の問題を抑えるようにした。
②生産領域
制御領域で開発したドッキング計算技術の実証研究をタンパク質調製を担当する生産領域と連携し
て、EGFR のチロシンキナーゼ活性を標的として進めている。
また、生産領域において cell free で調製した GPCR のひとつである CCR7 に対する制御化合物を、制
御のインシリコ技術、ウェットスクリーニング技術で見出すべく、共同研究を進めている。
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③情報プラットフォーム
化合物情報・活性データの取扱を協議して公開規準作成に協力し、化合物データベースを提供した。
また、化合物提供情報や支援打合せ開催情報などをプログラムホームページに随時登録している。
９．今後の展望
化合物ライブラリーの高度化とスクリーニング技術開発およびそれらを活用した総合的支援と研究交
流（東大）
より使い易いサンプル提供方法考案による化合物ライブラリーの積極的運用とさらなる高度化を行
う。例えば在庫化合物群から生物活性の多様性を考慮した化合物セットの構築、高濃度で行われる NMR
等の物理化学的測定に適した高い水溶性の化合物セット、スクリーニング可能サンプル数が限られてい
る場合の化合物 mixture の作成などである。また、フィードバックされたアッセイ結果解析も含む様々
な指標で化合物ライブラリーを評価し、低密度の化合物空間を購入あるいは合成で補完する。
高感度かつ信頼性の高い新規スクリーニングシステムの開発を含めたウェットスクリーニング系構
築総合支援を行う。Cell-free での検出プローブの開発のみならず、細胞レベルでの活性検出に有用なプ
ローブを必要に応じて創出し、重要なタンパク質によるライブラリーおよび検出プローブの最適な利用
方法検討を含めたスクリーニング系の有用性の検証研究を引き続き行う。見出された有望な制御化合物
候補については有機合成による最適化研究を行い、細胞、動物レベルでの生物機能制御につなげる。
「技術開発」各領域との連携および「ターゲットタンパク研究者」等との研究交流・支援として、構
築した化合物ライブラリーおよびスクリーニングシステムを活用し、総合スクリーニングセンターとし
て「ターゲットタンパク研究者」を強力に支援する。ターゲットタンパク質の構造、活性情報から、Focused
ライブラリー作成や至適スクリーング系の設計を行い、「ターゲットタンパク研究者」と一体となって
スクリーニングを実施する。その過程でスクリーニングプロセスに精通した研究者の育成も行う。
天然物化合物マイクロアレイの実用化と提供支援（理研和光）
これまでに収集した代謝化合物フラクションおよび今後収集するフラクションのアレイ化を順次進
め、キナーゼ等の各種タンパク質との相互作用スクリーニングおよび生物活性試験による評価を行いつ
つ、「ターゲットタンパク研究者」等への提供およびスクリーニング支援を行う。LC/MS スペクトルデ
ータの解析・評価や、ヒットフラクションの効率的な化合物精製・単離を行い、構造決定を行って、タ
ンパク質機能制御研究を支援する。マイクロアレイ技術については、評価結果に応じ、スポット数のさ
らなる高密度化やリンカー構造の多様化などの技術開発を継続する。
制御化合物探索技術開発と化合物ライブラリーおよび開発技術の実証研究（理研横浜）
これまでにインシリコスクリーニング技術として、複数のターゲットタンパク質の X 線構造とドッキ
ングの設定を半自動的に検討し、最適設定を選び出すドッキング条件検討支援システム（PALLAS）を
開発している。また、タンパク質-リガンド間相互作用記述子を利用して活性に必須な相互作用を機械学
習させ活性予測モデルを構築するタンパク質-リガンド間相互作用機械学習システム（MUSES）も開発
し、ドッキングスコアのみを使った場合に比べて予測精度が大きく向上することが分かっている。
今後、これら高精度なインシリコスクリーニング技術および開発したウェットスクリーニング技術や
化合物ライブラリーの有用性の実証研究をキナーゼ、プロテアーゼ、タンパク質間相互作用、代謝酵素
等のターゲットを用いて行い、制御化合物や結晶化促進化合物の探索に実用化して支援する。
新規なタンパク質間相互作用阻害剤等を探索するための Fragment 化合物ハイスループット探索技術
（ウェット）の開発および Fragment リンク化合物のインシリコ設計技術を進める。制御、生産、解析の
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研究チームと共同して、Fragment リンク化合物の合成、活性測定、複合体構造解析などの実証を進める。
さらに、これらやターゲットタンパク研究等の成果である複合体構造を活用して、新規タンパク質間相
互作用阻害ライブラリーのインシリコ設計研究とこの情報を用いて高度化された化合物ライブラリー
の有用性検証実験を行う。
制御化合物創製に重要な有機合成基盤技術開発とライブラリー化合物拡充、最適化研究支援（京大）
市販化合物にない新規骨格を有する誘導体を創製し、化合物ライブラリーの充実に協力する。京都大
学において保有する量的供給が可能な化合物のうち、分子構造の多様性の拡張に貢献可能な化合物を原
料として、ライブラリーの高次元化を実施する。また、平成 20 年度までに得られる Fragment 分子を原
料として活用し、包括的な試薬処理を施すことによる独自性の高いライブラリー化合物の創製を展開す
る。合成すべき化合物は、制御化合物が多く存在する化合物空間にある化合物群をターゲットタンパク
研究でのスクリーニングから得られたデータに基づいて選択する。一方で、天然物やその類縁体をはじ
めとする生物活性が得られやすい化合物群に着目し、これらの共通骨格に見られる分子構造から適当な
Fragment 骨格候補構造の選択を行う。また、ターゲットタンパク研究からの要請に応じて、化合物の最
適化研究に求められる Fragment 分子同士の結合や適当な分子長のリンカーを有する誘導体の合成に関
わる基盤技術を提供する。
Cell based スクリーニング技術開発と検証および支援（京大）
開発してきた GPCR 新規蛍光ラベル法を用いて、平成 20 年度には受容体活性化に伴う内在化を簡便
に検出する手法を確立したが、今後、汎用の蛍光マイクロプレートリーダーでの実験系の構築を目指し、
蛍光検出感度の向上を図り、GPCR 一般のリガンド探索基盤技術となるよう実用化する。その過程で化
合物ライブラリーを利用した技術検証を行うと共に、他の研究グループへの技術支援・移転を行う。
また、抗がん剤への展開が期待される制御化合物探索としてこれまでに開発してきた転写因子 HIF-1
の cell based スクリーニング法について化合物ライブラリー活用により検証を行う。その過程で得られ
たヒット化合物についてはインシリコ技術を用いてリード探索を行い、同技術の検証にも役立てる。さ
らに、HIF-1 の α ならびに β サブユニット中に各々存在する PAS 領域を介した二量体化を標的とした阻
害剤のハイコンテンツスクリーニング技術の開発を行い、評価系の実証と検証を行う。
インシリコ技術開発と支援（ファルマデザイン）
General ライブラリーについては、主に東大と協力し、インシリコ技術を駆使して高度化を行う。
Focused ライブラリーについては、引き続き各々のテーマで主にターゲットタンパク質の立体構造情報
に基づくインシリコスクリーニングを実施して構築する。ヒット化合物に対して、General ライブラリ
ー収載化合物ならびに市販化合物に対して、類似構造検索を行い、構造活性相関情報を効率的に得た後、
さらに各共同研究機関と連携し、各ターゲットタンパク質に対するリード化合物を見出す。
１０．特記事項
（１）研究成果について
①実証研究において MDM2 および MDMX と p53 とのタンパク質間相互作用を dual に阻害する低分子
化合物を世界で初めて見出した。また Pim-1 キナーゼを標的とし、その ATP ポケットに結合し、かつ基
質ペプチドの結合を阻害するようなユニークな性質を持つ化合物も見出した。
②GPCR などの膜タンパク質の新規コイルドコイルラベル法は、他のタグ−プローブラベル法と比べ、1）
細胞毒性がない、2）非特異的染色がなく特異性が高い（数 nM の Kd）、3）1 分以内にラベルが完了する、
4）蛍光タンパク質の 1/5 程度の小分子、5）膜タンパク質の細胞外ドメインのみをラベルできる、6）多
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色ラベルのラベル比のコントロールが容易、などの点で優れ、膜タンパク質の生細胞イメージングに強
力な手法となる。また、受容体内在化の観測は下流のシグナル経路に依存しないため、様々な GPCR に
適用できる。
③化合物マイクロアレイ作製用のアレイヤーを新規設計・製作し、一度に 200 枚の化合物マイクロアレ
イを作製できるようになり、「ターゲットタンパク研究者」と連携した制御化合物の探索を進める体制
が整った。化合物マイクロアレイ１枚で 2000-3000 化合物と標的タンパク質との相互作用を迅速に調べ
ることができ、リガンドスクリーニングにかかる時間を大幅に短縮することができる。
④制御領域内での連携研究やプロジェクト後半でのプログラム全体への支援研究に備えて、理研横浜で
は学術調査と計算化学の連携の取れた体制を整え、また大量の実験データから化合物の構造活性相関を
解析できる体制を整備した。特に高精度なインシリコスクリーニングを実行するための技術（ドッキン
グ条件検討支援システム・タンパク質－リガンド間相互作用機械学習システム）を立ち上げ、ドッキン
グの効率向上に大きな威力を示しており、独自性の高い計算技術として支援研究に貢献できる。また、
計算による候補化合物予測が困難なタンパク質間相互作用化合物を取得するために、タンパク質間相互
作用面の解析計算技術と FCS 法などによる Fragment 化合物スクリーニング法を活用することによって、
Fragment based drug discovery に必要な基礎技術を整えた。
⑤多様性指向型化合物合成法として極めて有用な多成分カップリング反応、連続環化反応、触媒的不斉
ヒドロアミノ化反応、環化付加反応等を基盤とした、縮環型インドール、光学活性イソキノリン、ケト
ピペラジン、ジヒドロキノリン、多置換キノリンを始めとする Drug-like 複素環構造化合物のワンポット
合成法の開発に成功した。
（２）その他
①化合物ライブラリーの本プログラムに属さない一般研究者への早期公開を目的に「化合物ライブラリ
ー外部提供 WG」を立ち上げ、実施上の問題点、手順などを検討した。平成 21 年 1 月から 2 件のフィ
ージビリティースタディーを行い、問題点は生じていないため、4 月からの本格的な外部提供の募集を
開始している。
②東大・化合物ライブラリー機構が管理する化合物スクリーニング機器等設備をプログラム内で活用で
きるように利用規定を定め、研究支援を進めた。
③化合物ライブラリーを含むインフラ整備に関し、東大・化合物ライブラリー機構を見学した複数の製
薬企業探索部門責任者から短期間での構築に驚異的とのコメントを受けている。
④プログラム外連携として、多検体用表面プラズモン共鳴装置（SPR）の実用化を検討するための共同
研究を富士フィルム（株）と進めており、今後この機械の Fragment スクリーニングへの有用性などにつ
いて技術開発検討を進める。
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）

607,315

260,980

146,180

1,014,475

人件費（千円）

136,767

236,499

242,003

615,269

業務実施費（千円）

409,764

602,521

634,894

1,647,179

間接経費（千円）

346,154

330,000

306,923

983,077

1,500,000

1,430,000

1,330,000

4,260,000

合計（千円）
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（別紙１）
１．PDB 登録を行ったタンパク質
「なし」

２．論文のリスト
◎Kawaguchi M, Terai T, Utata R, Kato M, Tsuganezawa K, Tanaka A, Kojima H, Okabe T, Nagano T.
Development of a novel fluorescent probe for fluorescence correlation spectroscopic detection of kinase
inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett., 18(13): 3752-3755 (2008).
◎Yano Y, Yano A, Oishi S, Sugimoto Y, Tsujimoto G, Fujii N, Matsuzaki K. Coiled-coil tag--probe system
for quick labeling of membrane receptors in living cell. ACS Chem. Biol. 3(6):341-345 (2008).
◎Yasui Y, Kamisaki H, Takemoto Y. Enantioselective synthesis of 3,3-disubstituted oxindoles through
Pd-catalyzed cyanoamidation. Org. Lett. 10(15):3303-3306 (2008).
◎Shindoh N, Tokuyama H, Takemoto Y, Takasu K. Auto-tandem catalysis in the synthesis of substituted
quinolines from aldimines and electron-rich olefins: cascade Povarov-hydrogen-transfer reaction. J. Org.
Chem. 73(19):7451-7456 (2008).
◎Selim KB, Yamada K, Tomioka K. Copper-catalyzed asymmetric allylic substitution with aryl and ethyl
Grignard reagents. Chem. Commun. (41):5140-5142 (2008).
◎Inuki S, Oishi S, Fujii N, Ohno H. Total synthesis of (+/-)-lysergic acid, lysergol, and isolysergol by
palladium-catalyzed domino cyclization of amino allenes bearing a bromoindolyl group. Org. Lett.
10(22):5239-5242 (2008).
◎Mori M, Ogawa N, Tanikawa K, Dodo S, Shibayama S, Yokoyama S, Tanaka A. Contribution of structural
biology to clinically validated target proteins., Drug Discov Today 13(11-12):469-72 (2008).
◎Watanabe T, Oishi S, Fujii N, Ohno H. Palladium-catalyzed sp3 C－H activation of simple alkyl groups:
direct preparation of indoline derivatives from N-alkyl-2-bromoanilines. Org. Lett. 10(9):1759-1762 (2008).
◎Sakai T, Yamada K, Tomioka K. Base-induced sequential cyclization–rearrangement of enantioenriched
3-aminoalkanoates to five- and seven-membered lactams. Chem. Asian J. 3(8-9):1486-1493 (2008).
◎長野哲雄, 若槻壮市, 古谷利夫, 高木淳一（編著）医薬の分子設計と構造生物学との融合

蛋白質

核酸酵素 増刊号 in printing.

３．特許出願リスト
表題

概要

出願年月日

コイルドコイルを利用し

GPCR をはじめとする膜タンパク質の特異的標

平成 19 年 9 月 28 日

た膜タンパク質標識方法

識を可能にする手法

細胞増殖阻害剤

MDMX 結合性相互作用阻害剤

平成 20 年 5 月 16 日

コイルドコイルを利用し

GPCR をはじめとする膜タンパク質の特異的標

平成 20 年 9 月 26 日

た膜タンパク質標識方法

識を可能にする手法（PCT 国際出願）
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細胞増殖阻害剤

p53 関連タンパク質間相互作用阻害剤

平成 20 年 10 月 31 日

Eg5 阻害剤

フラグメント様含窒素複素環骨格に認められた

平成 20 年 12 月 26 日

Eg5 阻害活性を示す化合物
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－
２－７

技術開発研究課題 －
「情報プラットフォーム」領域
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課
代

題

代

表
表

名

機
研

関
究

者

ターゲットタンパク研究情報プラットフォームの構築運用

名

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

名

菅原

分担機関・分担研究者名

秀明

大阪大学（中村

春木）日立製作所（金子

明人）東京大学（大野

美

恵）

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
情報プラットフォーム（以下、情報 PF）によって、ターゲットタンパク研究機関及び技術開発研究３領
域（生産・解析・制御）の研究拠点から産出される情報を集約し、事務局機能と連動してプロジェクト内
での情報共有に加えて、適切な外部への発信を実現する。
【補足資料】
図１

ターゲットタンパク研究プログラム情報プラットフォームに
至る経緯と国内状況

(*) 理化学研究所におけるタンパク 3000 の詳細な実験情報をデータベース化

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
情報 PF のサブシステムとして、ポータルサイト、実験情報マネージメ

（１）成果概要

ントシステム（以下、実験 MS）、進捗・知財情報システム（以下、進捗
MS）およびターゲットタンパク総合データベース（以下、ターゲット
DB（化合物 DB も含む）
）の開発を進めて、以下の各項を実現した：
①

研究プログラムの進捗情報、技術情報ならびに研究成果の集積

②

研究プログラム外における関連研究動向や研究成果の獲得

③

項目①と②の情報を編集してプログラム内に開示

④

項目③の情報のうち公開可能な情報をプログラム外に公開

⑤

研究成果を次世代に継承する基盤
なお、東大農学部に設置された事務局はポータルサイトの構築・運用

への参画や各種会合の企画・運営によって、多彩な研究プログラムの各
課題間の交流を促進した。

- 443 -

（２）技術開発の進捗及び
成果

前項（１）の成果概要を図２に表現した。情報 PF によって、研究プロ
グラム内と外からの情報が同世代のプログラム内と外へ、さらには次世
代へと流れていく情報環境が整った（図の左から右へ）。なお、デジタル
化による事務手続の効率化を目指して、進捗情報、技術情報ならびに、
研究成果に加えて、手続情報も情報 PF の対象としている。

図２

情報 PF の構成の概要と情報の流れ

１．ポータルサイト（遺伝研、日立、東大）
２００７年１０月１日に広く一般を対象としたポータルサイト（以下、
公開サイト：http://www.tanpaku.org/）を公開した。続いて、プログラム
内における研究成果の共有とともに、内部評価および外部評価の作業や
事務局の業務を支援する機能も備えたポータルサイト（以下、共有サイ
ト）の開発に着手し、２００８年６月から運用を開始した。
公開サイトは当初研究プログラムの公報の色彩が強かったが、各課題
からの活発な研究成果公表を受けて２００９年２月２日に大幅に改訂し
た。すなわち、本プログラムの成果を速報すべく、研究プログラムの動
向と成果発表をお知らせする新着情報欄、論文オンライン欄ならびにニ
ュースリリース欄を設けた。また、本プログラムに関連する外部ニュー
スを速報するタンパクニュースウオッチ欄も新設した。
これらのプログラム内外の情報の収集と提供にあたっては、学術雑誌
のサイトでも利用が広がってきた RSS（RDF Site Summary または Really
Simple Syndication）を利用した。RSS フィードとリーダーの共有設定を
使って、PubMed や配信ニュースの最新情報を情報 PF において共有し、
分担作業した上で公開サイトに掲載するワークフローを確立した。また、
公開サイトへの掲載のために、煩雑な html の記述を不要とする自動登録
システムを実装した。
プログラム内に閉じた共有サイト開発にあたっては、プログラム内の
ヒアリング結果に基づいて、個人、分担課題、研究課題、領域、評価な
どの役割に応じた緻密な機密の保持を保証する一方で、研究実施者自身
による発信を可能とする仕組みを２００７年度に実現した。
機密保持には、利用者権限を定義したデータベースを複数のサブシス
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テムが参照できる Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を採用し
た。LDAP に登録された者だけが共有サイトに入ることができ、LDAP
で各人に設定された権限内に限り情報の閲覧や修正ができる。
厳密な利用者管理をする一方で、「研究実施者が情報を出しあってそ
の蓄積が全体として巨大な集合知を形成する場」の提供も試みた。この
ために、コンテンツマネージメントシステムの一つである XOOPS を使
って図２の構成を持つ共有サイトを構築し、また Wiki も採用した。Wiki
はウイッキペディアに代表されるように、特定のテーマについてコミュ
ニティー構成員が共同でコンテンツを充実させていく場をインターネッ
ト上に構築する技術である。そこで、各領域各課題からの自律的投稿を
期待して、共有サイトにも TanpakuWiki として実装した（図２の赤枠の
箱）。この仕組みを使って、論文や特許として公開される研究成果のみ
ならず、研究スケジュール、技術の方法・ノウハウ、さらには問題点に
ついても研究者が発信し、他の研究者からのフィードバックを受けるこ
とが可能である。

図３

共有サイトの構成図

上述の２００７年度時点での設計思想に対して、２００８年度の利用
状況から、共有サイトに集積される情報が、事務局からの発信と情報 PF
からの発信ならびに進捗 MS への研究状況と成果の登録に集中しており、
また、各課題からの研究情報の殆どが、その閲覧が当事者と評価者に限
定されるか、または、一般公開か、の二者択一になることが見えてきた。
そこで、図３の構成を簡素化し、煩雑な利用者権限選択も簡素化するこ
とによって、より使い易くより見易くする方向で共有サイトの大幅な改
訂を進めている。
２．進捗 MS と事務手続きのデジタル化（日立、事務局）
共有サイトの進捗登録のメニューとして、研究の進捗と成果を登録可
能とするシステムの実装を進めた。登録可能な研究成果情報として、タ
ンパク質発現情報、構造解析情報、機能解析情報、化合物スクリーニン
グ結果のカテゴリーを用意し、それぞれ必須項目と任意項目の案を設計
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した。また、論文、学会発表、プレス発表および特許についても、必須
項目と任意項目を設計した。加えて、プログラムに結集したことによっ
て初めて実現あるいは促進された共同研究について別途登録項目案を用
意した。
進捗 MS は、２００８年８月の交流会の機会に、マニュアルを共有サ
イトに掲載してプログラム内に公開し、２００８年１０月から自己点検
票作成の機会に研究実施者によって集中的に利用された。この際に明ら
かになった応答速度を含む操作性の問題を解消した改訂版を２００９年
４月１日から提供予定である。進捗 MS 登録内容の検索と閲覧について
は、ターゲットとされるタンパク質の観点や技術開発の観点から、課題
担当や評価担当などの権限にしたがって適切な検索と閲覧を可能とする
機能の準備を進めている（２００９年４月１日以後順次公開予定）。
情報 PF では、事務手続きのデジタル化にも取り組んでおり、例えば、
業務計画書や進捗 MS の登録内容から成果報告書を半自動生成する機能
を開発中である（２００９年４月公開）。また、解析領域と密接な議論と
テストを重ねて、組織としては異なる Photon Factory と SPring-8 双方のビ
ームタイムの申請受付と調整を統合化する情報システムの開発にも取り
組んだ。このビームタイム管理システムは２００９年３月に運用を開始
した。

図４

ビームタイム予約画面例

３．実験 MS（阪大蛋白研）
実験 MS は、研究プログラム内での実験手順（実験プロトコル）の共
有と再利用を可能にするシステムの構築を進めており、これまでに、研
究プログラムの研究実施者から具体的な実験プロトコル例を提供してい
ただき、オントロジーによって整理したプロトコルを 62 件登録した。
ターゲットタンパク研究を加速するためには、困難なターゲットに対
する優れた実験プロトコルの開発が重要なポイントの１つである。こう
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した実験プロトコルをコミュニティーで共有するには、データ項目やデ
ータの意味とその間の関連性を明瞭に標準化された手法で定義し、精密
に記載する必要がある。この標準化された記述を実現するためにオント
ロジーを採用し、オントロジー構築利用環境「法造」を基にした実験プ
ロトコルのデータベースを開発して研究プログラムの他のグループによ
る再利用を可能にするとともに、そのデータを簡単にオフラインで入力
するための入力ツールを開発した。世界的にも実験プロトコルの収集と
標準化の動きは加速しており、KB-米国 PSI, PIMS-EBI, EXACT-英国
Aberystwyth Univ.などによって、開発が進められている。
実験 MS ではプロトコルを、生化学実験における溶媒の準備や培地の
作成等の単位の手順にまで分解し、これらを様々な「action」として定義
する。この「action」が、固有の順番でつながれたものを、比較的汎用的
に利用される「サブ・プロトコル」と定義する。例えば、溶媒の準備や
培地の作成等などの作業を「サブ・プロトコル」として定義し、それら
「サブ・プロトコル」をつなげたフローとして全体の「プロトコル」が
記述される。この場合、作業自体は同一でも、対象の分子や溶媒の量、
温度等は、当然、対象毎に異なるため、それらは「パラメータ」の値と
し別途入力される。
このように、情報科学の最新技術を適用しながらも、
「法造」によるオ
ントロジーは、生化学や分子生物学研究者には馴染みがなく、また入力
作業にも経験が必要なことから、簡便な入力手段を２つ用意した。①あ
らかじめオントロジーで記述し、ライブラリとして用意した「サブ・プ
ロトコル」中のパラメータ等を変更しながら、その「サブ・プロトコル」
を順につないでいくことで「プロトコル」が作れる仕組み。②プロトコ
ルおよびサブ・プロトコルの入力にあたり、必ずしもオントロジーによ
る記述が無く、テキスト（英文、和文のどちらでも可能）による説明の
みの入力でも、登録ができる仕組み。
これらの２つの仕組みによる入力ツールとして、Windows XP および
MAC OS-X のどちらかの OS を搭載した PC で、オフラインで稼動するプ
ログラム「実験 MS オントロジー入力システム」を開発した。このプロ
グラムは、まず、研究プログラム内に提供し、多少の改良を加えた後に、
一般へも公開する予定である。
次頁の図５に「Cell-free protein expression」のプロトコル構築手順の一
部を示す。利用者はディスプレイ画面上に表示される「Cell-free protein
expression」の各サブ・プロトコル（図５の左側）の一つ一つについて、
ディスプレイ画面に順を追って表示される表（図５の右側）に必要事項
を記入していけばよい。こうしてオフラインで作成された実験プロトコ
ルは、実験 MS ポータルを通じてアプロードして登録され、その登録時
に付加されるデータ・アクセス権限によって、一般公開も含めて、検索・
閲覧がなされる仕組みとなっている。この実験 MS ポータルは、PRotein

- 447 -

Experimental Information Management System（PREIMS）として公開した
（http://preims.pdbj.org/）。
selection_of_cell_for_E._coli_cell_extract_0

homonization_of_cell_for_E._coli._cell_
extract_0

disruption_of_BL21_CP_strain_for_E._coli_
cell_extract_0

preparation_of_cell-free_reaction_mixture_
with_E._coli._cell_extract_in_batch-mode_0

dialysis_method_of_cell-free_protein_
synthesis_with_E._coli_cell_extract_0

calculation_of_protein_productivity_of_E._
coli cell extract 0

図５

サブ・プロトコルをつなげてプロトコルを構築する例

実験 MS のシステム開発と歩調を揃えて、研究プログラムの研究実施
者から実験プロトコル例を提供していただき、研究現場の生きたプロト
コルをデータベースとして蓄積した。具体的には、大阪大学蛋白質研究
所・高木淳一教授グループと同・中川敦史教授グループによる情報提供
を受けて、発現・精製・構造決定に関わるプロトコルおよびサブ・プロ
トコルを登録した。また、２００８年８月の全体交流会で、テキストや
論文を阪大蛋白研に送付していただく旨を周知し、理化学研究所・横山
茂之教授、東京大学大学院農学研究科・田之倉優教授、高エネルギー研
究所・若槻壮一教授から、論文、実験データ資料等の提供を受けて、プ
ロトコル登録を行った。その結果、プロトコルとして 62 件（発現 14，
PCR 5，精製 10，質量分析 2，NMR 実験 4，X 線結晶試料調整 5，結晶
化 8，X 線回折実験 12，電子顕微鏡解析 2）、サブ・プロトコルとして 88
件の登録を行った。
なお、大阪大学蛋白質研究所における登録にあたって、実験プロトコ
ル登録者の承認がない限り、登録内容が外部へ一切漏洩することがない
ように、必要な場合には、登録作業者と予め秘密保持契約を結んでいる。
４．ターゲット DB（遺伝研）
ターゲットタンパクに対する配列、構造、機能およびネットワークの
４つの観点のうち、２００７年度に配列の観点からの DB の構築に着手
した。日米欧の主要なアミノ酸配列 DB から非冗長なアミノ酸の配列 DB
を生成する仕組みを開発し、公共 DB からアミノ酸配列に対するアノテ
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ーションを獲得し、さらに本研究プログラムで導入した大規模な PC ク
ラスタを用いてタンパク質情報を付加した。この参照 DB ごとのアノテ
ーション付加件数と情報付加件数を表１にまとめた。
DB 名

アノテーション付加
DB 名
情報を付加できた
件数
配列数
DDBJ
5,788,278 PFAM
9,819,977
GTOP
1,585,713 Prosite
4,389,149
H-INV
126,952 SMART
2,723,976
KEGG
2,047,858 COG
7,829,565
NCBI
14,165,003 KOG
7,877,793
PDB
39,509 TFAM
4,790,413
SGD
5,863 PDB
6,025,791
TAIR
29,593 SCOP
5,156,486
TTDB
2,332,304 CATH
4,763,299
UniRef
15,439,707 FSSP
3,961,713
Total
41,560,780
表１ 非冗長配列の集合に付加したアノテーションと情報の件数
さて、情報 PF の非冗長アミノ酸配列 DB は UniRef より大きな集合に
なっており、２００９年３月現在その差分の評価を進めている。UniRef
に含まれていない DDBJ または NCBI 由来のコーディング領域のアミノ
酸配列をサンプリング調査したところでは、20 残基以上の配列 95 件の
うち 72 件(76%)が UniRef 配列の断片ではないユニークなものであった。
したがって、来年度も差分に評価を加えつつ、網羅的非冗長配列の解析
を継続する計画である。配列 DB は、以下のサイトで公開している：
http://sqpr-web.genes.nig.ac.jp/UI/
構造 DB については、２００７年度にタンパク 3000 の成果を PDBj か
ら引き出すための利用者インタフェースを開発した。２００８年度には
任意のアミノ酸配列に対して立体構造を含む様々な情報を迅速に付加し
てタンパク質の機能予測を行うオンデマンドシステムの開発に着手し
て、２００９年３月に公開した（図６：http://fujidb.genes.nig.ac.jp/fujidb/）。
立体構造の情報のみならず立体構造を利用した機能予測も短時間で提供
するシステムは、類例のないものであり、将来ターゲットタンパク選択
支援システムの一部を構成することになる。

立体構造に対するアラインメント
があれば、それぞれの PDB 構造
に対するアラインメントが立体的
に表示される。アラインメントのな
い 領 域 、 PDB 構 造 中 の ギ ャ ッ
プ、分子の内側・外側の区別、
保存領域も色分け表示される。

図６ オンデマンド配列アノテーションシステムの
ワークフロー概要と結果表示画面例
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以上の汎用の配列 DB と構造 DB に加えて、技術開発研究の上田研究
室と協力してタンパク質の凝集性を対象とする個別 DB を構築（２００
９年４月公開予定）し、また基本生命の大隅研究室ならびに稲垣研究室
と共同でオートファジーを対象とする個別 DB 開発の検討を開始した。
化合物 DB については、２００７年度に技術開発研究の制御領域が所
有する化合物ライブラリの化合物情報ならびにタンパク質・化合物相関
情報を集約し、参画研究者へ提供する目的で、プロトタイプ開発を行っ
た。その後、プログラム内での化合物ライブラリの運営方針が具体化す
るとともに、２００８年度に入ってからは公的に利用可能な多様な化合
物情報ならびにタンパク質・化合物相関情報をプログラムに分かりやす
く提供する方向で、システムを開発中である。具体的には、PubChem,
ChemBank, DrugBank で公開されているスクリーニングデータベースを
用いて化合物関連データベースの構築を試行した。同時に、化合物その
ものについても、構造情報や物性情報を付加したデータベースを作成中
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

本課題の役割は情報基盤の提供であり、それ自身では構造決定を行って
いない

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

２件

５．グループ全体の特許出願件数

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）
公開サイトと共有サイトのポータルサイト、進捗 MS、実験プロトコルのデータベースとしても位置付
けられる実験 MS ならびに配列、構造、化合物および個別課題 DB の構築と提供によって、情報共有なら
びに情報公開のための情報環境は整った。すなわち、平成１９年７月時点での目標を達成した。
７．課題内の情報共有・連携体制
情報 PF 全体の班会議と開発項目ごとの会合を開催している（参考資料１参照）
。班会議によって、研究
実施者間で情報 PF のコンセプト、進捗情報ならびに技術情報を共有することによって、情報 PF の開発研
究のベクトルをそろえつつ、開発項目ごとの会合によって、効率的システム開発を実現した。また、班会
議ならびに各会合の合間にも高頻度な電子メールのやりとりとグループウエアを活用して、地理的に分散
した機関の間で協調して研究開発を進めている。
８．プログラム内部の他のグループとの情報共有・連携
１．情報 PF 設計
生産、解析および制御の技術開発研究３領域とターゲットタンパク研究の一部課題との打ち合わせに基
づいて情報 PF を設計
２．情報登録
 JST のご了解とご協力を得て、各課題の課題名、分担課題名、業務計画書ならびに２００７年度成果
報告書を進捗 MS に登録
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 ２００７年度成果報告書に記載されていた論文発表、学会発表およびプレス発表について、代表者の
了解を得られた課題について、進捗 MS に登録するなど、他課題の進捗 MS 登録を支援
 公知の情報から抽出した他領域の既発表の論文リストやプレス発表を公開サイトに掲載
 全課題について成果報告書半自動生成（２００９年４月予定）
３．情報提供
 全ての課題についてそれぞれ TanpakuWiki を生成
 技術開発研究３領域の紹介を動画も利用して共有サイトに掲載（共有サイトのメインメニュー「技術
開発研究」
４．情報資源生成
 ５課題の協力を得て実験プロトコル 62 件を実験 MS に蓄積
 技術開発研究の D1 課題（代表研究者

お茶の水大学 由良 敬教授）と協力して、関連サイトを評価

して各サイトの紹介コメントを付したリンク集を構築
 技術開発研究領域の上田研究室と協力してタンパク質の凝集性を対象とする DB を構築（２００９年
４月公開予定）し、また基本生命領域の大隅研究室ならびに稲垣研究室と共同でオートファジーを対
象とする DB 開発の検討を開始。
９．今後の展望
図７に２００７年（平成１９年）時点の年次計画を示す。

図７

研究プログラム発足時の年次計画

概ね図７の年次計画の枠組みに従って技術開発研究を進める予定であるが、２００９年度から第２期に
向けては個別化と統合化を進めることになる。個別化とは、①生産領域や解析領域などで運用されている
それぞれの研究情報管理システム（通常 LIMS と呼ばれるが、ここでは、個別 MS と呼ぶ）と情報 PF の密
な連携の模索と、②今年度の技術開発研究紹介 Web ページ生成、全課題の TanpakuWiki 生成ならびに上田
研究室や大隅・稲垣研究室との個別 DB 共同開発に萌芽がみられるように各領域・各課題に特化した情報
資源の構築である。統合化とは、情報 PF でこれまで開発してきたサブシステムおよび今後開発するサブ
システムの全コンテンツを、タンパク質、ネットワーク、研究グループといった多様な観点で検索可能と
することである。また、技術開発研究領域の D1 課題と共同で、ターゲットタンパク研究を支援する解析
機能を提供するデジタルワークベンチを構築・提供することである。
国立遺伝学研究所においては、配列 DB、構造 DB および化合物 DB の更新と拡充を継続しながら、新た
に、ネットワークの観点の DB をターゲットタンパク研究の各課題の協力を得て展開するとともに、これ
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らの DB の統合利用の環境構築も進める。
日立製作所においては、進捗 MS とその周辺の利用技術の拡充を続けながら、新たに個別 MS と情報 PF
の連携に取り組み、サブシステムの別を意識することなく情報 PF の全コンテンツを対象とする検索・閲
覧を可能とする統合 MS の構築・提供を目指す。
大阪大学においては、プロトコル入力ツールの高度化と実験 MS ポータル運用を継続し、高品質な実験
プロトコルを蓄積して、本研究プログラムにおける実験プロトコルの共有と再利用の促進を図る。また、
オントロジーによるプロトコル標準化を広く世界へ発信したい。なお、当初計画に記載していた wwPDB
へのデータ登録支援サービスについては、別途、BIRD-JST によって支援されている大阪大学蛋白質研究
所における PDBj の活動の一環として、米国の RCSB-PDB および欧州の PDBe と協力して新たな仕組みを
開発中であり、本研究プログラムとしては実施をしない方針としている。
東京大学は、引き続き本研究プログラムを走らせる要である事務局としての役割を果たしていく。また、
最終年度には、参画研究機関の進捗状況・成果とりまとめのための調査及び同研究機関との連絡・調整等
を行い次世代に継承すべきコンテンツ整備に貢献する。
公開サイトと共有サイトについては、実験 MS のポータルサイトとともに、４機関が共同で、日々コン
テンツを更新し続けるとともに、研究プログラムや関連する他プロジェクトの動向に応じて適宜改訂する。
１０．特記事項
 配列 DB において 1,000 万件を超えるアミノ酸配列に対してアノテーションと情報を付加するワーク
フローを確立したこと。
 構造 DB として、任意のアミノ酸配列に対して立体構造に加えて機能予測も短時間で提供するシステ
ムを構築したこと。
 実験MS において、海外でもほとんど開発例がない蛋白質実験プロトコルのオントロジーによる標準
化を実施し、実験プロトコルの入力ツールも開発して、プロトコル・データベース構築への道を開い
たこと。また、もともとは生化学実験を専門としていた研究者が、「法造」を利用してオントロジー
を開発し入力できるようになり、このような異分野融合の人材を、on-the-job-trainingによって育成で
きたこと。
 進捗MSから生まれつつある事務局機能のデジタル化は今後のナショナルプロジェクト遂行の情報環
境のモデルに足り得ること。
 共有サイトから自己点検票とその評価を研究プログラム内に公開したこと。
 情報 PF は現時点では米国 PSI|nature Structural Genomics Knowledgebase
（http://kb.psi-structuralgenomics.org/）に比肩すること。
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）

69,061

16,625

10,791

96,477

人件費（千円）

59,445

90,132

81,353

230,930

181,658

140,253

138,560

460,470

72,554

59,558

54,665

186,778

382,718

306,568

285,369

974,655

業務実施費（千円）
間接経費（千円）
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
Fukuchi S, Homma K, Sakamoto S, Sugawara H, Tateno Y, Gojobori T, Nishikawa K, The GTOP database in
2009: updated content and novel features to expand and deepen insights into protein structures and functions,
Nucleic Acids Res. 37(Database issue):D333-7(2009)
Tada M, Nagashima T, Udagawa T, Tachikawa M and Sugawara H, Ab initio fragment molecular orbital
(FMO) analysis of the structure of the phosphoinositide-binding peptide from gelsolin, Journal of Molecular
Structure: THEOCHEM 897, 149-153 (2009)

３．特許出願リスト
「なし」
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参考資料１ 情報プラットフォーム（情報 PF）の班会議と課題別打合せ、他領域との打ち合わせお
よびターゲットタンパク研究プログラムの交流会などへの参加記録
2008 年度
2009-03-23
2009-03-19～20
2009-03-18～19
2009-03-12
2009-03-12
2009-03-10
2009-03-04
2009-03-03
2009-02-20
2009-02-19
2009-02-16
2009-02-09～10
2009-02-16
2009-02-9
2009-02-05
2009-02-03～04
2009-02-02～03
2009-01-21
2009-01-20
2009-01-15
2009-01-14
2008-12-20
2008-12-18
2008-12-17
2008-12-15
2008-12-08
2008-12-08～12
2008-12-10
2008-12-05
2008-11-26
2008-11-26
2008-11-18
2008-11-06
2008-10-28
2008-10-21
2008-10-21
2008-10-17
2008-10-10
2008-10-09
2008-10-08
2008-10-07
2008-10-03
2008-10-02
2008-10-02
2008-09-22
2008-09-20
2008-09-03
2008-08-20～21

情報 PF：ターゲット DB 打合せ（基本生命：大隅研究室）
医学薬学 WG 合宿
基本生命 WG 合宿
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF：有用リンク集打合せ（技術開発Ｄ：由良班）
第２回技術開発検討 WG 委員会
情報 PF：データベースとポータルサイト打合せ
情報 PF：ターゲット DB 打合せ（技術開発：上田研究室）
情報 PF 班会議
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF：SPring-8 LIMS 調査
第２回研究交流会及び東大化合物ライブラリ機構サイトビジット
情報 PF：実験 MS X 線回折プロトコルの打ち合わせ（阪大蛋白研・鈴木守准教授）
情報 PF：化合物 DB 打合せ
情報 PF：化合物 DB 打合せ
食品開発 WG 合宿
技術開発 WG 合宿
情報 PF：進捗登録・成果報告書書式生成システム打合せ
情報 PF：実験 MS NMR プロトコルの打ち合わせ（阪大蛋白研・池上貴久准教授）
ターゲットタンパク研究プロイグラム公開シンポジウム
情報 PF：ポータルサイト打合せ
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF：KEK PF ビームタイム予約システム打合せ
情報 PF 班会議
第３回プログラム委員会
情報 PF：実験 MS PREIMS オントロジーの打ち合わせ（阪大産業科学研・古崎晃司准教
授）
分子生物学会（12/12 情報 PF 口頭発表）
情報 PF：SPring-8 ビームタイム予約システム打合せ
情報 PF：実験 MS オントロジー構築勉強会 （阪大学産業科学研・古崎晃司准教授）
第１回技術基盤委員会
情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ
情報 PF：研究成果登録打合せ
第２回研究成果・情報 PF 委員会
情報 PF：公開サイト打合せ
情報 PF：実験 MS 意見交換会（阪大学産業科学研・古崎晃司准教授, Dr. Larisa.S）
情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ
情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ
第 1 回公開シンポジウム実行委員会
情報 PF：進捗登録打合せ
情報 PF：SPring-8 ビームタイム予約システム打合せ
情報 PF：実験 MS 入力ツール開発打ち合わせ
情報 PF：KEK PF ビームタイム予約システム打合せ
情報 PF 班会議
情報 PF 班会議：論文登録
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
International Conference on Structural Genomics(Information Platform ポスター発
表)
情報 PF 班会議
第２回全体交流会(8/20 ターゲットタンパク研究情報 PF の構築運用)
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2008-08-13
2008-08-05
2008-07-30
2008-07-24
2008-07-17
2008-07-07
2008-06-26
2008-06-16
2008-06-16
2008-05-23
2008-05-09
2008-04-25
2008-04-16
2008-04-15

情報 PF 班会議
第１回プログラム連絡会
第２回研究成果・情報 PF 委員会
情報 PF 説明会
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF 班会議
情報 PF 意見交換会
情報 PF 班会議
情報 PF：実験 MS オントロジー構築勉強会（阪大学産業科学研・古崎晃司准教授）
Photon Factory サイトビジット
情報 PF：制御分野ヒアリング
情報 PF 進捗報告会
第１回プログラム連絡会
情報 PF 班会議

2007 年度
2008-03-27
2008-03-26
2008-03-09～10
2008-03-05
2008-02-26
2008-02-21
2008-02-20
2008-02-12
2008-02-01
2008-01-29
2008-01-28
2008-01-24
2008-01-16
2008-01-08
2007-12-21
2007-12-18
2007-12-12
2007-12-05
2007-11-30
2007-11-30
2007-11-21
2007-11-21
2007-11-19
2007-11-19
2007-11-07
2007-10-30
2007-10-26
2007-10-25
2007-10-24
2007-10-23
2007-10-12
2007-10-01
2007-09-25
2007-09-25
2007-09-03～04
2007-07-01

情報 PF：ポータルサイト打合せ
SPring-8 サイトビジット
第１回研究交流会（アンケート実施）
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF 班会議
情報 PF：ビームタイム予約システムについて
遺伝研情報 PF 運営委員会
公開シンポジウム（ターゲットタンパク研究を支える情報基盤）
情報 PF：KEK PF ビームタイム予約システムについて
情報 PF 班会議
情報 PF：ポータルサイト打合せ
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF 班会議：利用者権限・認証打合せ
情報 PF 班会議
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
情報 PF：ポータルサイト打合せ
情報 PF：ポータルサイト打合せ
情報 PF 班会議
情報 PF：制御領域と打合せ
情報 PF 班会議
情報 PF：実験 MS 開発打ち合わせ
第 1 回公開シンポジウム実行委員会
第１回研究成果・情報 PF 委員会
情報 MS MS 開発会議
情報 PF 班会議
情報 PF：解析領域と打合せ
情報 PF：実験 MS オントロジー構築勉強会（阪大学産業科学研・古崎晃司准教授）
情報 PF：生産領域と打合せ
第 1 回プログラム連絡会
情報 PF 班会議
情報 PF：公開ポータルサイト
情報 PF 班会議
情報 PF：制御領域と打合せ
第１回全体交流会
ターゲットタンパク研究プログラム開始日

（注）本リストは事務局独自の打ち合わせを含んでいない。
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参考資料２

公開サイト
ターゲットタンパク研究プログラム公開サイト
（２００９年２月２日に大幅改訂 http://www.tanapku.org/）
研究プログラムを分かりやすくご紹介

 ターゲットタンパク事務局/情報 PF から
のお知らせや、シンポジウム情報、総合科
学技術会議本会議による評価結果、関連プ
ロイジェクトの大きな動き等を掲載


パンフレットなど資料ダウンロー

各領域・各課題の内容へと辿りやすく

 PubMed より本プログラム参画研究者の
Epub 情報を RSS 入手、最新３件を掲示
 以前の論文リストもアクセス可能

• 本プログラム研究成果のニュースリリー
ス４件を掲示 （右図では２件省略）
•
•

ニュース記事や論文へのリンク
過去記事にもアクセス可能

• ターゲットタンパク研究プログラムに
関連のあるニュースを、Nature,
Science, Chem&Eng News, MIT
Technology Review などから抜粋
• 最新５件を掲載
• 速報性を重視
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参考資料３ 共有サイト（公開サイトからログイン）
ターゲットタンパク研究プログラム共有サイト２００９年版
４月公開予定
厳密だが煩雑な権限選択を
公開サイト（http://www.tanpaku.org/）からログイン

簡明に（検討中）

４月公開予定

成果入力と成果報告書の出力

情報 PF のシステムへ！
※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

ビームタイム施設の予約
事務局からのご連絡は
こちらから

新共有
サイト

他の
コンテンツも
現行共有サイト
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 事務関係帳票配布
 アミノ酸配列検索
 プロトコル／オントロジー
検索
 課題紹介
 技術紹介
 お役立ちツールほか

参考資料４ 進捗 MS
ターゲットタンパク研究プログラム 進捗 MS ２００９年版
２００９年４月公開予定
共有サイトから進捗登録を選択

２００８年版に対して
動作速度を
大幅に改善
※画面は開発中のものです。

論文発表登録の画面例

論文登録では
PubMed から
ダイレクトに
取り込みが可能

カレンダーは
任意の年月に
ダイレクトに
ジャンプ出来る

その他
レイアウトを改善し
使い勝手を向上
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参考資料５ 進捗 MS 検索
進捗 MS に登録された研究情報の横断検索
２００９年４月公開予定
成果横断検索機能にて、
「膜蛋白」で検索をかけ、複数の課題からの成果を参照している様子
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課
代
代

題
表
表

機
研

関
究

者

名

タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス

名

お茶の水女子大学

名

由良

分担機関・分担研究者名

敬

九州大学（藤

博幸）、関西文理総合学園長浜バイオ大学（塩生

真史）

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
本申請課題では３つの項目をたて、以下の目標達成に挑戦する。
（１）生体高分子の高精度立体構造モデリング手法の開発
a.複数のタンパク質立体構造をテンプレートとして、従来よりも精度の高いドメイン構造のホモ
ロジーモデリング法を開発する。
b.２つ以上のドメインまたはタンパク質から構成されるタンパク質複合体の構造を、それぞれの
単体立体構造からモデリングする手法を開発する。
（２）マルチドメインタンパク質のドメイン相互作用部位の予測法の開発
a.ドメイン界面を規定する特徴を抽出する。
b.ドメイン界面とドメインの組み合わせを推定する手法を開発し、ホモロジーモデリングと協力
の上で、マルチドメインタンパク質の構造モデリング法を開発する。
（３）タンパク質間相互作用部位の予測法の開発
a.アミノ酸配列情報とタンパク質立体構造情報を組み合わせた進化トレース解析を複合体に拡
張し、トレース残基の特徴を抽出する。
b.得られたトレース残基の特徴に基づき、相互作用する残基対の予測法、また複合体の配向の仕
方などを推定する手法を開発する。

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
過去２年間の活動により（１）高精度立体構造モデリングの基礎となる高
精度アラインメント法と新規モデリング法の開発、
（２）ドメイン界面の特
徴抽出と予測法の開発、及び（３）進化トレース法の拡張によるタンパク
質間相互作用部位推定の開発、の３点がほぼ完了した。いずれも今までに
は存在しなかった技術である。残り１２ヶ月で本課題の最終目標を達成す
るために、これらの技術の統合と調整を実行する。
（２）技術開発の進捗及び （１）高精度立体構造モデリングの基礎となる高精度アラインメント法と
新規モデリング法の開発
成果
・ホモロジーモデリングを行う際の基礎データであるアラインメントを構築
する際には、どの部分にアミノ酸残基の欠失または挿入が起こったかを推定
する必要がある。アラインメントは、アミノ酸残基の置換頻度（置換マトリ
ックス）に基づくスコアを用いて、線形計画法（ダイナミックプログラミン
グ）で構築されるのが一般的であり、欠失や挿入（まとめてギャップとよぶ）
部位はペナルティを課すことで判定する。既存のアラインメント手法には、
ギャプの位置を推定する理論的方法はなく、ギャップペナルティの値は適当
（１）成果概要
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に与えられている。そこで、高精度ホモロジーモデリング手法開発にあたり、
まず高精度のアラインメントを得るために、ギャップペナルティを決める方
法と置換マトリックスの改良を行い、Web ツールを構築した。共通祖先由来
とわかるタンパク質の立体構造を比較することで、共通祖先由来のタンパク
質のギャップ部位がタンパク質のどの部分で起こっているかを調べた。その
結果、ギャップ部位はタンパク質の立体構造と明確な関係があることがわか
った。具体的には、ギャップ部位の溶媒露出度と、ギャップ部位の頻度とは、
指数関数の関係にあることが判明した。ギャップペナルティは、溶媒露出度
を用いて、数式で求められることがわかった。このギャップペナルティを用
いることで、アミノ酸残基の正しい対応関係を従来よりも 5%高く(91%)得
ることができるようになった。その結果ギャップの位置が分子進化の観点か
らも、よりもっともらしい部位に現れ、モデリングをする際にも無理が発生
しないようになった。
・ギャップ部位がタンパク質の立体構造に関係することから、置換マトリッ
クスもまた立体構造に依存していることが考えられる。そこで、アミノ酸残
基の溶媒露出度による分類に基づき 2 種類の置換マトリックスを構築した
結果、溶媒露出度 0.1 以下のアミノ酸残基置換マトリックスと、0.1 より大
きいアミノ酸残基置換マトリックスとでは、各要素の値がかなり異なること
がわかった。特に疎水性残基の値が大きく変わることがわかった。新しい置
換マトリックスと一般的に利用されている BLOSUM62 を用いて、LeuRS
アミノ酸配列をクエリーとして UniProt 全体を検索（アラインメント）す
ると、新規マトリックスのスコア頻度分布は、BLOSUM62 によるスコア頻
度分布よりも鋭くなり、LeuRS の分布がそれ以外のタンパク質とはっきり
分かれた。この違いは、置換マトリックスの違いにより発生するアラインメ
ントの変化に起因し、今回作成した置換マトリックスは有用であることを意
味する。
・多くの類縁タンパク質の立体構造が判明してきていることより、これら類
縁タンパク質全体を鋳型とするホモロジーモデリングが可能な状況になっ
てきている。そこで、複数の鋳型タンパク質構造から主鎖構造と側鎖二面角
の存在密度分布関数を導出し、その関数を鋳型とするホモロジーモデリング
法を開発した。平成２１年３月現在、技術開発がほぼ完了しホモロジーモデ
リングの精度検証段階に入った。
（２）ドメイン界面の特徴抽出と予測法の開発
・ドメイン界面情報の抽出のために必要なドメイン間相互作用部位の同定
と、ドメイン界面に現れるアミノ酸残基種の特徴抽出に成功した。ドメイン
間相互作用部位は、ドメイン表面の相互作用部位以外の部位と比較して相互
作用に用いられやすいアミノ酸残基が集中している。そこで、ドメイン表面
とドメイン間相互作用部位におけるアミノ酸残基の出現頻度を解析し、得ら
れた結果をドメイン間相互作用部位候補選択の指標とした。ドメイン間相互
作用部位における各アミノ酸残基の出現頻度を求めると、疎水性のアミノ酸
残基全般において、出現傾向値が正の値をとり、親水性のアミノ酸残基の多
くは負の値となることがわかった。ドメイン間は主に疎水性相互作用により
エネルギー的に安定になっていることが明らかになった。さらにドメイン間
相互作用部位を、コア相互作用部位と周辺相互作用部位に分けると大きな違
いがあることがわかった。コア相互作用部位は、ドメイン間相互作用部位の
うち溶媒露出度が 0.1 以下であり、ドメイン単独の場合の溶媒露出度が 0.1
より大きいアミノ酸残基のことを言う。周辺相互作用部位は、ドメイン間相
互作用部位のうちのコア相互作用部位以外のアミノ酸残基のことを言う。コ
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ア相互作用部位の出現傾向値は値の絶対値がより大きくなっており、疎水性
アミノ酸残基全般がドメイン表面に比べて約２倍頻度が高く存在している
ことがわかった。よってコア相互作用部位の出現傾向値を使うことが、ドメ
イン間相互作用部位の選出により有効である。ドメイン間相互作用部位にお
けるコア相互作用部位の占める割合は、平均約 40%であり、コア相互作用
部位として平均 4 残基程度の疎水性クラスターが存在することを意味する。
この残基クラスターを推定することでドメイン間相互作用面の予測ができ
る。
（３）進化トレース法の拡張によるタンパク質間相互作用部位推定の開発
・拡張版進化トレース法（以下ペアワイズ進化トレース法(PET)とよぶ）と
して、アラインメントの作成と
連結、連結配列についての進化
トレース法の実施（ユーザイン
タラクティブなものと、完全自
動化したもの）、トレース残基の
接触や分布についての統計をと
るシステムが構築できた。進化
トレース法(ET)は、アラインメ
ントからのモチーフ抽出の一般
化であり、単純な不変残基に加
え、分子系統樹の上での配列の
クラスタリングに基づくクラス
特異的な保存残基がトレース残基(TR)として
抽出される。この TR を立体構造の上にマッピ
ングすると、他のタンパク質やリガンドに対
するインターフェイス部分に集中している。
そこで、ET 法は、インターフェイス予測の手
法として利用されているが、タンパク質間相
互作用を考えた時どの TR が、相手のどの TR
と相互作用しているかの情報を与えてはくれ
ない。TR のクラス特異的な保存に注目した時、
相互作用しているタンパク質では、そのようなサイトは共進化しているので
はないかと期待される。ここでいう共進化とは、突然変異が相関することを
意味する。そこで、相互作用する二つのタンパク質のオーソログ・セットを
構築し、そのセットに対して進化トレース解析を実行した。具体的には、入
力されたオーソログのセットからグループ単位でアライメントを作成する
ことができるサブシステム、入力されたグループ単位のアライメントを連結
することで 1 つのアライメントとして扱えるようにできるサブシステム、連
結されたアライメントデータを用いて進化トレース法で解析を行うサブシ
ステム、グループの分割を繰り返し行えるユーザインターフェース、分割を
上記の手法で自動的に行うサブシステム、分割を既存のハイブリッド TR で
同定するサブシステムを含めて、解析システムを構築した。また、PET の有
効性の評価のため、立体構造既知の複合体のサブユニットのペアのアミノ酸
配列を同じ生物種のセットに由来するオーソログセットとして収集した。各
システムの動作を確認し計算を実行したところ、二項確率を使用する方法と
Kullback-Leibler 情報量を使用する方法が、non-obligate complex のドッ
キングデコイの中から正解に近い構造を選択するのに利用できることがわ
かった。
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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

０件

PDB 登録の有無にかかわらず構造

０件

解析したタンパク質数

４．グループ全体の論文発表件数

０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）
最終目標である複合体のモデリングに向けて、各分担機関は、（１）サブユニットの高精度モデリング
手法の開発、
（２）ドメイン界面予測法の開発、
（３）タンパク質相互作用面の予測法開発を行った。２
４ヶ月が経過して、
（１）はモデリングの基礎であるアラインメントの高度化に成功、
（２）はドメイン
界面の特徴抽出に成功、（３）は予測システムの開発完了に至っている。いずれも技術開発に必要なス
テップを確実にすすめている。よって現段階の達成度は６５％と自己評価する。残り１２ヶ月の開発期
間で、（Ａ）各要素技術開発の完了と要素の統合、（Ｂ）要素技術と統合技術の公開、（Ｃ）論文執筆な
どによる情報発信を、代表機関主導のもとですすめていかなければならない。（Ｂ）に関しては、情報
ＰＦとの協力で一部はすでに始まっており、（Ｃ）に関しては投稿直前の論文ができている。
７．課題内の情報共有・連携体制
課題内において、代表研究者と分担研究者は頻繁に連絡を取ると共に、進捗状況の確認を行っている。
情報の共有は、できるだけコンピュータネットワークを利用して効率的に行っている。またドメイン界
面とタンパク質界面の予測法開発では、関連する技術とデータを用いることがあるため、分担機関間で
情報のやりとりを頻繁に行ってもらっている。平成２０年度末において、計画通りそれぞれの研究課題
がほぼ達成されていることを受け、平成２１年度には課題内の全技術を連携する統合サーバを研究代表
機関に構築する計画が進んでいる。またディザスタリカバリの観点から、各分担機関にもそれぞれの特
色を生かしつつ代表機関のバックアップサーバとなるシステムの構築を開始し、連携体制の強化を図っ
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
以下のプログラム内課題と協力している。（１）菅原秀明グループ（ターゲットタンパク研究情報プラ
ットフォームの構築運用）
：タンパク質解析ツール群の調査協力。
（２）田之倉優グループ（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）：タンパク質相互作用面予測
結果の提供（論文投稿中）（３）住本英樹グループ（神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構
造生物学的手法を駆使した阻害剤創成）：Nox の複合体の構造予測。その他のグループとも協力関係の
構築を模索し続けている。研究開発の進捗状況などはすべて情報プラットフォームに登録している。
９．今後の展望
平成２１年度：前半に複合体モデリング統合サーバを完成させプログラム内部で利用可能とする。実際
の問題にサーバを適用すると様々な技術的な問題が発生するとともに、新しい科学的問題が生まれてく
ることが予想される。後半には技術的な問題への対応を行うとも共に、複合体モデリング技術の論文発
表をすすめる。論文発表後には、プログラム外部にもサーバを公開する。
平成２２年度：複合体構造予測国際コンテストに参加する。参加によって本プログラムで開発したモデ
リング技術を国際的基準で評価する。平成２０年度に行われた複合体構造予測コンテストには研究代表
者が参加し、技術の国際的現状を調査済みである。またプログラム内部で解析されている複合体構造を
前もって予測し、複合体構造が明らかになった時に比較して、方法の精度検証と向上方法の検討を行う
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（これは平成２１年２月開催の技術開発ＷＧ班会議において参加者からあった提案事項の実施に相当
する）。
平成２３年度：前年度の活動結果を受けて技術の向上を行う。特に複合体形成において構造変化を伴う
場合にどのようにするかを検討する。平成２０年度において構造変化の問題に関する解析は研究代表者
によってなされており、平成２０年度末段階で論文投稿直前になっている。
１０．特記事項
アピールする事項
（１）研究成果について
・高精度アラインメント法は本グループが知る範囲では、今までに存在しないまったく新しいツール
であり、論文発表後には広く利用されることが期待できる。
・過去１０年近くにわたって世界中で開発されてきた進化情報にもとづく相互作用面予測法のうち、
完全自動化できるのは、本グループのペアワイズ進化トレース法のみである。
（２）人材育成等
・理論物理学など異分野の若手研究者も博士研究員として雇用し、人材が求められているバイオイン
フォマティクス分野に貢献する人材として育成している。
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

12,500

2,633

9,332

24,465

0

11,992

13,663

25,655

10,578

16,145

15,467

42,190

6,922

9,230

11,538

27,690

30,000

40,000

50,000

120,000
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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
「なし」

３．特許出願リスト
「なし」
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