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１．プロジェクト開始時におけるターゲットタンパク研究プログラムの目標
本研究プログラムは、これまでのプロジェクト等によってもたらされた研究成果や研究基盤（NMR
および X 線結晶構造解析施設等）を活用し、現在の技術水準では構造解明がきわめて難しいものの学術
研究や産業振興に重要なタンパク質をターゲットに選定し、高難度タンパク質の構造・機能解析のため
の技術開発を行いつつ、ターゲットタンパク質の構造と機能の解明を目標とする。
「技術開発研究」では、タンパク質試料をつくる「生産」、 立体構造を明らかにする「解析」、およ
び機能を操る「制御」の技術開発
を、また、
「ターゲットタンパク研
ターゲットタンパク研究プログラム
究」では、基本的な生命現象の解
必要性：ゲノム解読を終了（２００３年）した現在、タンパク質は生命を構成する基本分子であり、その構造･機能の解析は 将来
の医学･薬学、食品・環境等の産業応用に必要不可欠。
明、医学・薬学等 への貢献、およ
欧米等においても知的財産等を念頭に積極的に推進されており 、国際競争に先行するた め、タンパク３０００プロジェクト等
これまでの成果を十分に活用しつ つ、強力に推進す るこ とが必要。
び食品・環境等の産業応用に向け
事業の概要：タンパク３０００プロジェ クト等で得られた成果や基盤（機器・設備、人材、構造デ ータ等）を活用しつ つ、学術研究
てターゲットとなるタンパク質群
や産業振興に重要なタン パク質をター ゲッ トとし、それらの構 造・機能解析に必要な技術開発と研究を行う。
の構造・機能解析を、一体化して
研究の進め方等：
①ターゲットとなるタンパク質の選定
進める。
「医学・薬学等への貢献」、「食品・環境等の産業応用」、「基本的な生命の解明」の３分野から選定。
②ターゲットタンパク解明のための技術開発と研究：「生産」（試料を作る）、「解析」（構造を解く）、「制御」（機能を知る）、「情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」（データ
特に、共通性・汎用性の高い技
を統合）の４領域での技術開発と、構造・機能解析に関する研究を連携し、一体的に行う 。
術開発については、本研究プログ
③課題公募：競争的資金制度により公募を行い、262件の応募の中から43課題を採択した。（採択率16.2%）
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の構造と機能の解明を推進する。
（当初年次計画は補足資料１）
２．ＰＤ、ＰＯの主な役割に対する取組状況等のターゲットタンパク研究プログラムの運営に関する
事項について
（１）プログラムの進捗管理及び総括
１）ＰＯの職務分担：本研究プログラムは多岐の研究分野にわたるために、研究分野ごとにＰＯの担
当を決め、ＰＯの報告をもとにＰＤが総括し、これら研究分野の進捗状況を把握・管理し、ＰＤ／ＰＯ
合議の上、研究計画の見直し等研究推進を行った。
２）毎年度内部評価を実施：第２年度からは毎年度研究実施者に進捗状況の自己申告票（「自己点検
票」）の提出を求め、これを基に各担当ＰＯはヒアリングまたはサイトビジット等を実施して進捗状況
の把握に努めた。その結果を内部評価原案としてまとめ、ＰＤ／ＰＯの合議により評価を確定し、研究
課題個別に研究開発計画や研究の進め方に関する改善点の指摘等助言を行った。
３）研究課題の統廃合の実施：本研究プログラムの前期最終年度（平成２１年度）の内部評価
においては、それまでの各課題の研究進捗状況を精査し、後期に向けての研究推進方針・重点課
題を明確にし、最終目標の達成が困難と判断された課題については、研究計画の見直しを求め、
他の研究課題との共同研究等に集約して実施することとし、ターゲットタンパク研究課題２題を
終了した。また、「革新的技術開発」課題については当初目標とした成果が得られたことにより、
当初計画通り平成２１年度で研究課題を終了し、本研究プログラム後期においては、共同研究等
を通して、これまで開発した技術をターゲットタンパク研究全体の推進に資することにする等、
本研究プログラム全体の研究課題の再編成を行った。課題数の年次推移を補足資料１に示す。
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（２）プログラムの運営方針に係る（文部科学省への）助言・提言
１）研究計画見直し案の提言：毎年度実施する内部評価により、本研究プログラムの成果最大化のた
めの研究課題見直し原案を文部科学省に提示し、助言・提言を行った。
また、個別課題による構造解析促進のための放射光施設への利用及びわが国発の独自技術である SAIL
法の個別課題における利用促進のための支援を文部科学省に提言した。
２）研究課題の追加公募への協力・研究課題の統廃合の助言：外部評価による追加公募必要性の指摘
に対して、採択課題の候補案及びその採択についても協力・助言を行った。さらに、本研究プログラム
の後期においては、前述の通り、研究課題の再編成案を提言してきた。再編にあたっては、とりわけ人
材育成・確保の観点から、若手研究者の研究継続性への配慮を提言した。
３）研究実施者からの要望の集約と提言：推進委員会等において、個別課題や技術開発研究等実施者
からの意見・要望を的確に集約し、提言してきた。特に、東日本大震災後、ＰＦ放射光施設をはじめと
する当該地域の研究機関における被災状況報告を受け、研究推進に支障なきよう支援頂く旨提言した。
（３）プログラム推進委員会等の開催・運営（補足資料２）
１）毎年度期初における研究推進の方針策定：本研究プログラム開始時より、毎年度２～３回の推
進委員会を開催した。期初においては、内部評価の実施方針及び外部への情報発信の場としてのシン
ポジウムや多様な研究実施者、とりわけ若手研究者の研究交流、情報交換を可能ならしめるための研
究交流会開催等、その意義付けを明確にし、当該年度の推進方針・行事予定を定めた。
２）年度末における次年度計画の概略策定：ＰＯによる研究課題の内部評価報告に基づき、研究課
題の重点化等についての意見交換を行い、年度末において、次年度以降の推進に向けての概略の推進
方針を定めた。
３）外部研究機構等との協力推進：宇宙航空研究開発機構（JAXA）における国際宇宙ステーション
「きぼう」を利用した「高品質タンパク質結晶生成実験」について、同機構との協力・連携関係を進め、
同機構において本研究プログラムの優先枠が設定されることになった。その結果、これまで、本研究プ
ログラムから３０件以上におよぶタンパク質が搭載され、実験が行われてきた。
４）推進体制の適正化：推進委員会傘下にＰＤ／ＰＯと研究実施代表者の一部から構成される運営
委員会を設置した。推進委員会は前述の通り、当該年度の推進方針を定め、運営委員会に対しては、
その方針に基づきシンポジウムや情報共有のための各種行事等、具体の活動実施のための指示・監督
を行った。なお、平成２１年度には「行政刷新会議」による「事業仕分け」の指摘を真摯に受け止め、
推進体制を見直し、組織をより簡素化することにより、各委員会の責任を明確化し、機動的な活動が
可能となるような体制に改組した。
（４）プログラム推進のための実施者への指導・助言
１）構造解析研究取組強化の指導・助言：ターゲットタンパク研究（個別課題）に採択された
代表者の多くは、機能の研究において実績のある研究者であるが、これらの研究者が機能研究と
は異なった困難を伴う構造研究に粘り強く取り組むことが出来るかどうかが、このプログラムの
成否の鍵を握っていた。後述する「全体交流会」及び「班会議」並びに「年次報告（内部評価）」、
「中間評価」等における口頭発表、ポスター発表、書面評価とそれに対する電話／電子メール等によ
る質問等様々な機会を捉えて構造研究への取り組みの強化を求めた。これにより、初期に設定さ
れた本研究プログラムの目標を高い水準で進捗させることができた。技術開発に対しても、個別
課題研究への支援を効果的に行うための予算面での措置等を臨機応変に行い、本研究プログラム
全体の効果的な推進を図った。
また、当初目標に対し、進捗が困難あるいは遅延していると認められた場合には、別途当該機関へ
のサイトビジットを行い、十分な議論のもとに研究計画の見直し、修正・改善を指導してきた。
２）技術開発課題への助言・指導：技術開発各課題は、高い目標に対して綿密な計画のもとに開始さ
れた。この間実施者は多くの困難に遭遇したが、ＰＤ／ＰＯとして目標に掲げた水準を下げることなく
事業を推進するように実施者を奨励してきた。
「生産」領域：困難で新たな技術開発が求められるものが少なくなかった。とりわけ特定の指定され
たヒト（或いは高等動物）の膜タンパク質の結晶化を行うことは容易なことではない。目標に掲げてい
る困難なターゲットそのものを、結晶化にまで持って行くことのできる技術を追求することを実施者に
強く求めた。その結果、成果も見えるようになった。
「解析」領域：SPring-8、PF ともに 10 マイクロサイズ以下の微小結晶からの構造解析法、および
結晶の重原子ラベルを必要としない構造解析法を構築するという当初の目標の水準を堅持することを
強くお願いした。その結果、それぞれの施設に培われた最高水準の技術を組み合わせることにより、世
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界最高性能の 2 本のタンパク質構造解析用放射光ビームラインを完成することが出来た。
また、プログラムを推進するためには放射光ビームラインの活用は必須であり、本研究プログラムで
の既存のビームライン利用システムを構築することも進めてきた。ビームラインのタイムリーな活用が
行われ、多くの成果を挙げている。
さらに、個別解析グループに対して SAIL アミノ酸購入のための支援を行って、SAIL 法による NMR
構造解析を推進した。
「制御」領域：化合物ライブラリーの整備と活用は本プログラムのみならず、我が国の創薬科学発
展に重要であることから、総合科学技術会議はこのライブラリーのプログラム外への公開を提言し
た。この提言は新たなルール作りを必要としたが、化合物ライブラリーワーキンググループ活動を通
じて各種困難の克服と活用実績作りに貢献した。この新たな活動は平成 22 年度からの最先端研究基
盤事業「化 合 物 ラ イ ブ ラ リ ー を 活 用 し た 創 薬 等 先 端 研 究・教 育 基 盤 事 業 の 整 備 」に 繋 が っ
た 。一 方 、技 術 開 発 事 業 と し て の ウェットスクリーニング法の開発研究には優れているが、個別
課題への支援活動が低いことをあらゆる機会に指摘し、積極的な支援活動取組を求めてきた。その結
果成果が見えるようになった。
「情報」領域：他研究課題との連携を深め、各研究課題から産生される研究成果のタイムリーかつ
的確な情報把握に努め、積極的に外部発信するよう求めた。また、構造解析研究に必須となるビーム
タイムの確保に関しては、解析領域と連携して予約システムの早期開発を進め、研究実施者の利便性
を高めるよう奨励した。さらに、開発されたインフォマティクスのツールについて、公開サイトから
のアクセスが可能となるよう指導した。
３）ターゲットタンパク研究（個別課題研究）への助言・指導：個別課題の大半は優れた機能解
析研究に根ざしたものであり、構造解析に関しては開始したばかりであることが多かったため、
分野別「班会議」等の発表に対する講評では必ず、タンパク質構造解析に基づき、機能解析での
情報と合わせた創薬や産業応用をめざすよう指導してきた。また、技術開発の最新技術セミナー
「研究交流会」には積極的に参画し、構造解析技術の具体的適用を助言してきた。
機能解析に関連する研究では優れたものがあるものの、構造解析に大幅な遅れが認められた事例
があったが、中間評価の機会にＰＤ／ＰＯ合議の結果、研究計画の見直しを求め、生産・構造解析
研究者との新たな共同研究を促す等の助言を行った。さらにサイトビジットにより、具体的、戦略
的な取組への助言を行い、その後の進捗が順調に推移しているか否かの確認を行った。
（５）ターゲットタンパク研究プログラム内における連携のための調整
研究発表など相互に知り得る情報を共有できる場ではより積極的に、異なる個別課題との連携を調
整し、基盤技術の活用に関しては「全体会議」、「班会議」の機会に班員全員に連携を呼びかけてき
た。
１）機能研究と構造研究の連携：生産・構造解析研究者の協力を助言することにより、構造・機能
研究の大きなブレークスルーに結び付いた事例や「制御」領域のハイスループットスクリーニング機
器使用による課題遂行に大きな前進があった。
２）隣接する研究課題の連携：隣接する研究課題に対象を広げることにより、機能のより深い理解
が見込まれる事例が認められたために、当該課題間での連携を行うように助言した。その結果、期の
途中で課題間での共同研究が開始され、著しい成果が得られた。
３）構造解析のための放射光施設利用の協力：高エネルギー研ＰＦの東日本大震災による被災によ
り、その放射光施設が使用不可能となっているが、この間構造解析等の遅延が生じないよう SPring-8
にも支援を求めた。その結果 SPring-8 においてビームライン割当を増設することにより、利用者の
ニーズに応えられた。なお、ＰＦと SPring-8 とでは従来結晶マウンティング方法が異なっていたが、
本研究プログラムにおいてその規格を共通化する技術を開発したことにより、これらがより一層円滑
に代替できた。
（６）研究成果の発信、社会との関係を意識した普及・啓発活動、及び科学コミュニケーションに関
する指導・助言（補足資料３）
１）知財取得への取り組みについての指導・助言：研究成果を具体の特許等知的財産権の確保に結
び付けることについては重要であることを認識しており、実施者にもその取得を奨励してきたが、そ
の一方で、医学・薬学分野のサイトビジットの機会に、大学知財部の担当教員の同席を求め、タン
パク質研究の知財に対する支援や取組についての実情等の説明を受け、アカデミア創薬あるいは産
業応用に対する知財のとらえ方についての議論を交わしたが、必ずしも知財を急がず確かなものに
まで熟成させることも重要であるとの認識に至った。
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２）社会一般への情報発信の企画・運営：毎年度 500 名程度の聴衆を集めた公開シンポジウムを開
催した。研究専門家のみならず企業や一般の方々が聴講されることを前提に理解されやすい講演を編
成するとともに、海外の著名な研究者を招聘し、タンパク質研究あるいは本研究プログラムの社会的
な意義を強調する会とした。
また、本研究プログラムは基礎研究を主体とした研究プログラムであることから、国民一般からそ
の意義をなかなか理解されにくい点がある。このために、本研究プログラムの学術的、産業的、社会
的な意義等を様々な観点から、高校生から研究者に至るそれぞれの方々に応じて理解して頂くパンフ
レット及びリーフレットの作成を企画し、広範な部署に配布した。
３）産業界への情報発信の企画・運営：研究実施者と産業界との間での議論を深めるために、比較
的少人数の「産学懇談会」を企画した。日本製薬工業協会及びバイオインダストリー協会との密接な
協力下、これまで計５回開催した。ＰＯは本会議の進行役を務め、産業界からの意見聴取の活性化に
努めた。また、2011 年度の日本蛋白質科学会においては、多くの製薬企業が参加している「プロテイ
ン・モール関西」との共催によるシンポジウムを開催し、企業関係者とのつながりを深め、社会との
関係を意識した普及活動に努めた。
４）学界への情報発信の企画・運営：日本蛋白質科学会、日本分子生物学会、日本生化学会等関連
学会においてワークショップ開催を企画・運営し、構造生物学と分子細胞生物学の強力な連携研究を
推進するために、本研究プログラムの趣旨である生命科学にとって重要なタンパク質の機能と構造を
統合的に理解するための啓発活動を推進するとともに、本研究プログラムの研究成果発信に努めた。
（７）プログラムの推進及び評価のためにおかれる会議への出席
本研究プログラム推進のための内部評価者として、推進委員会及び運営委員会の主要な委員として
積極的に出席し、研究実施者からの研究状況報告を的確に評価し、研究計画の個別見直しや研究課題
の調整等の審議を行った。
また、総合科学技術会議や中間評価のための評価委員会等外部評価のための会議においては、研究
成果や研究の推進状況等を説明しつつ、積極的に議論を行い、指摘事項等については真摯に受け止め、
研究推進に反映してきた。
（８）必要に応じてサイトビジットによる進捗状況の把握
前述してきたように、毎年度、研究実施者の書面による報告を基に評価を行い、研究進捗が思わし
くない研究課題に対しては、当該研究機関のサイトビジットを行い、研究の実情を把握し、他の課題
実施者との共同研究を促す等課題推進の助言を行った。
（９）人材育成の取組に関する指導・助言（補足資料３）
１）若手研究者の共同研究への積極的参加の助言：本研究プログラムは異分野融合の研究プログ
ラムであることから、若手研究者がこれに積極的に参画することにより、異なる分野の研究・技術
の習得に努めるように助言してきた。
２）若手研究者のためのセミナー開催と自己啓発への助言：合宿形式による「班会議」を企画・
実施した。この会議においては若手研究者が発表する場とし、自由な雰囲気で異なる分野の研究
者・研究代表者、基盤技術研究者と交流できる場とした。さらに、技術開発分野における最新技術
を若手研究者に向けて紹介する研究セミナー「研究交流会」を設けた。また、シンポジウム等の機
会においても、ポスターセッションは若手研究者が発表するように求め、本シンポジウムの場での
研究内容の議論を通じて指導・助言を行った。
３）最先端・次世代研究開発支援プログラムへの採択：本研究プログラムの若手研究実施者から
学術振興会による「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に 14 名採択され、新たな研究が展
開されている。
３．今後の展望
（１）ライフサイエンス基盤技術を担うプラットフォーム：技術開発分野においては、
「生産」
、
「解析」、
「制御」、
「情報」とも、当初困難と考えられていた目標を達成し、本研究プログラムの個別課題に具体
に適用され、その有効性が確認されている。これら生産・構造・制御技術は共通性・汎用性の高い技
術であり、オートタキシンでは、ターゲットタグ付加タンパク質をヒトの培養細胞系で大量発現
し、微小な針状結晶を作成し、マイクロフォーカスビームラインを用いて構造解析に成功した。
本プログラムで構築された技術を結集した成果である。本研究プログラムで構築された無細胞系
発現系と脂質メソフェーズ法によって、カサノリ由来ロドプシン 1.6Å分解能の結晶構造解析に成
功した。その他、抗体との融合による膜タンパク質の結晶化、構造解析も成果を挙げており、利
用が拡がっている。
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今後これらの領域は連携し、基盤技術拠点として一体化し、生命科学、創薬・医療、食品・環境等産
業応用の技術基盤を担うプラットフォームとして、本研究プログラムのみならず、広く国内のライフサ
イエンス研究者の利用に供することによって、我が国のライフサイエンス分野の研究水準をより一層高
めていくものと期待される。
（２）生命現象理解への新たな展開：「基本的生命」分野においては、高度に純化したタンパク質
を利用して、細胞間接着やオートファジー現象など、これまで再現が不可能であった、多くの生命
現象を試験管内で再現できる実験系が次々と創生されることが期待でき、基本的な生命の理解にと
って、より優れた成果が期待され、生命科学全般の進展に対する大きな貢献が期待される。
これらの成果の積み重ねは、
「人工オルガネラ」
「人工細胞」の構築につながり、Synthetic Biology
という新しい学問の創出につながることが期待される。
（３）創薬・医療分野への貢献：「医学・薬学」分野においては、これまで困難とされた種々の複
合体結晶構造の解明に成功すると同時に、免疫・炎症疾患、線維症、熱帯病、生活習慣病における
重要な鍵タンパク質と阻害剤との共結晶解析を通じた創薬デザインについて、優れた実例を示すこ
とに成功した。構造解析と機能解析の双方向性研究による化合物最適化につながり、動物個体レベ
ルで有効な化合物のプロトタイプが完成しつつある。また、ごく最近では創薬ターゲットとして最
も注目される脂質メディエーター合成酵素の構造と基質との共結晶解析から、これまで解明困難で
あった生理活性脂質の受容体活性化機能を原子のレベルで解明することに成功しつつある。
こうした最先端情報をもとに戦略的なアカデミア創薬設計が可能となることが期待される。
（４）食糧・環境問題等への貢献：「食品・環境等産業応用」分野では、ポリケタイド合成酵素、多糖
分解酵素、キラル化合物生産酵素など産業上応用価値の高い酵素の構造と機能が多数解明され、これら
の成果から有用物質生産への近日中の貢献が期待できる。一方、ジベレリン、アブシジン酸、開花ホル
モンなど植物ホルモンの作用機作に関する動的な機構が明らかとなりつつある。植物の育種には長い時
間を要するが、環境適応や有用物質生産植物の育種に直接結びつく成果が十分に見込まれる。
４．特記事項
構造解明がきわめて難しいとされていた膜タンパク質とタンパク質・核酸複合体の新しい構造をそれ
ぞれ 5 件と 1３件を最先端の雑誌に発表し、我が国の構造生物学を新たな段階に押し上げた。学術研究
や産業振興に重要な機能の研究が 17 件、構造研究に先行して同様な雑誌に発表され、引き続いて構造
研究を展開している。これらは、ＰＤ／ＰＯのリーダーシップのもと困難な構造研究を正面に捉え、グ
ループの枠を超えて、多数の機能解析研究者と構造解析研究者間の連携を密にして推進したことに他な
らない。大規模で多様な研究者集団の個々の能力を有機的に結集し、効率的に研究を推進することで、
個人の能力のみでは乗り越えることが困難な課題を克服できたのは、ＰＤ／ＰＯのリーダーシップが発
揮できる受託研究の特徴が活かされたことによると言える。個人の自由な発想が最大限重視される科研
費の研究では不可能なことであった。
本プログラムでは、最先端の機能研究が求める困難な構造研究を集中的に実施した。その中で新たな
構造研究の方向性も鮮明になってきた。動的構造、精緻な構造や大きなシステムの構造など機能してい
る状態に限りなく近い構造を明らかにすることである。本プログラムでもすでにそうした研究が出て来
ている。
また、化合物ライブラリーの活用が浸透し、構造研究と合せて企業との契約が成立した事例も出
ており、我が国におけるアカデミア創薬が現実的になりつつあると実感できる。本研究成果をさら
に社会にアピールすることで、得られたリード化合物の企業への導出を図るべきであろう。本プロ
グラムのアカデミア創薬から企業創薬への導出の例を多く出すことは大きな社会貢献と言える。
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代表／分担機関の課題名

細菌のタンパク質分泌装置と輸送基質タンパク質群の構造・機能解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人大阪大学

機関の代表研究者名

今田

勝巳

１．課題開始時における各機関の達成目標
本プロジェクトでは、細菌の III 型、IV 型分泌系の構成タンパク質群と輸送基質タンパク質群について
構造と機能を原子レベルで明らかにし、基質タンパク質の選別・輸送機構、エフェクターの作用機構、
輸送エネルギー変換機構を明らかにすることを目指している。
◎ レジオネラ IV 型分泌

◎ べん毛 III 型分泌系
の模式図
輸送装置の中核は、
３種類の細胞質コンポ
ーネント（FliH, I, J）
と６種類の膜コンポー
ネント（FliO, P, Q, R,
FlhA, B）から成る。

系の模式図
ここに示した輸送装置中
核以外に、少なくとも 4
種類の細胞質 (IcmS, W,
Q, R)、1 種類のペリプラ
ズム(IcmX)、10 種類の膜
コンポーネント(DotA,
E, I, J, O, P, U, V, IcmF,
T, V）が関与する。

プロジェクト開始時点で設定した具体的な最終達成目標は、以下の通りである。
（１）2 種類以上の III 型細胞質コンポーネントの構造解析を行う。
（２）1 種類以上の III 型複合体の電子線解析を行う。
（３）計 2 種類以上の III 型複合体の構造解析を行う。
（４）計 2 種類以上の III 型膜コンポーネントの発現・精製法を確立し、結晶化を行う。
（５）1 種類以上の III 型膜コンポーネントの構造解析を行う。
（６）複数の未同定 IV 型タンパク質の同定する。
（７）複数の IV 型タンパク質について相互作用を明らかにする
（８）計 2 種類以上の IV 型タンパク質の発現・精製法を確立し、結晶化を行う。
（９）計 2 種類以上の IV 型タンパク質の構造解析を行う。
（10）エフェクターと相互作用する宿主タンパク質を 1 組以上同定する。
（11）III 型および IV 型それぞれの分泌モデルの構築し、検証する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
・FlhA 細胞質ドメインとその変異体、FliJ、FliT、FliI-AMP-PNP 複合体、FliH(99-235)2/FliI-ADP 複合

体の結晶構造を解明。FliI6、FliI6FliJ 複合体の電子顕微鏡解析の結果と合わせて、III 型が F/V 型 ATPase
と同様の複合体を形成することを明らかにした。

FliI6-FliJ

FliJ

FliI6

γ-subunit

Type III export appartus
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・FliT が相互作用表面の形を変えることで結合相手を変え、多機能性を発揮することを明らかにした。
・III 型輸送はプロトン駆動で行われることを明らかにした。

FliH-FliI 欠 損 株 は 輸
送能を持ち、べん毛を
形成する
プロトン駆動力の消失で輸送は停止

・機能解析から各コンポーネントの相互作用の関係が明らかになった。
・レジオネラ IV 型の５つの主要コンポーネントを同定し、DotD の結晶構造から、レジオネラ IV 型が
II および III 型と類似することを見出した。
DotD (T4SS)
EscC (T3SS)
GspD (T2SS)

・IV 型エフェクターの LubX が別のエフェクターの SidH を標的とし、LubX が SidH のプロテオソーム
依存的分解を制御することを発見した。
レジオネラは感染直後に SidH というエフェクタ
ータンパク質を宿主細胞に送り込む。SidH は遅れ
て輸送される LubX ユビキチンリガーゼの働きに
よってユビキチン修飾を受け、宿主細胞のタンパク
質分解系によって分解される

（２）構造解析に関する進捗及び成果
＜べん毛 III 型分泌系＞
・膜コンポーネントで輸送ゲートを構成する FlhA 細胞質ドメインとその変異体、細胞質コンポーネン
トで ATPase 活性を有する FliI の AMP-PNP 複合体、FliH(99-235)2/FliI-ADP 複合体、細胞質コンポーネ
ント FliJ、輸送シャペロン FliT の構造を X 線結晶構造解析により解明した。
・FliI は F1ATPase のα/βサブユニットと、FliJ はγサブユニットと構造が酷似し、実際に F1 と同様の FliI6FliJ
複合体を形成することを電子顕微鏡解析で明らかにした(Ibuki et al., 2008; Kazetani et al., 2009; Ibuki et
al., 2011)。この結果は、日刊工業新聞、日経産業新聞で報道された。さらに、FliH(99-235)2/FliI-ADP 複
合体の解析に成功。２量体を形成する FliH は互いに異なる構造を持ち、各々は V 型 ATPase の peripheral
stalk を形成する E, G サブユニットと酷似していた。FliH-I 相互作用領域の構造から、FliI の N 末領域の
複合体形成時の役割が分かった。この複合体は結晶中でさらに高次の２量体を形成し、FliI どうしが
F1ATPase のα/βサブユニット間と同じ相互作用をしていた。以上から、III 型分泌装置が F/V 型 ATPase
と同様の作動機構を含む可能性が強く示唆された。
・FliT の構造からは、C 末ヘリックスの構造変化により相互作用表面の形を変えることで結合相手を変
え、輸送調節と輸送タンパク質の発現制御を行っていることが分かり、過度的複合体を形成する多機能
性タンパク質の機能発現機構の一端が明らかになった（Kinoshita et al., 2009; Imada et al., 2010; Aldridge
et al., 2010）
。この結果は、朝日新聞で報道された。
・輸送ゲートを構成する FlhA の細胞質ドメイン FlhAc は可溶性コンポーネントの集合核として働く。
FlhAc は４つのサブドメインで構成され、大きく開いた溝が存在した。変異体解析からドメイン間構造
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が大きく変化して機能発現すると予想されたため分子動力学シミュレーションを行ったところ、予想通
り大きなドメイン運動が明らかになった(Saijo-Hamano et al., 2010)。
・その他、FlgN(1-120)フラグメント結晶が双晶であるため解析が難航していたが、新たに全長 FlgN の
結晶が得られ解析中である。また、大腸菌内での発現が困難な膜内コンポーネント FliO、FliP、FliQ、
FliR について、GST 融合蛋白質として無細胞系を用いた発現を行い、発現・精製法を確立した FliQ に
ついて結晶化を行っている。尚、FliQ は、FoF1-ATPase の c サブユニットとの相同性が指摘されている。
＜レジオネラ IV 型分泌系＞
・細菌の外膜に相互作用するコア複合体を構成する５つの主要コンポーネントタンパク質を同定。各々
大量発現系の構築を進め、DotC, DotD, DotF, DotH の４種について結晶化を行い、DotD について構造を
明らかにした。驚いたことに DotD はペリプラズムでリングを形成する II 型分泌系の GspD や III 型分泌
系の EscC と同じドメインを持つことが明らかになった。このことはレジオネラ IV 型が IVA 型ではな
く、II 型・III 型分泌系と進化的関係にあることを示している(Nakano et al., 2010)。また、コア複合体内
で内膜チャネルを形成すると予想される DotI、その近縁の IncI プラスミド接合伝達系タンパク質 TraM
の結晶化に相次いで成功。DotI については 3.0Å までの回折データを収集し、現在解析中。また、エフ
ェクターLubX は、3.0Å 分解能の回折を示す単結晶が得られ、現在解析中である。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
＜べん毛 III 型分泌系＞
・FliH-FliI 二重欠損株とバイパス変異株の解析から、輸送に必須なのは FliI の ATPase 活性ではなく、
プロトン駆動力であること、輸送ゲート上での FliI6 量体リング形成が輸送基質のゲートへの挿入を促
進すること、リング形成は ATP および FliJ により促進され、ATP 加水分解によりリングの解離が起こ
ることを明らかにした（Minamino & Namba, 2008; Minamino et al., 2008; Ibuki et al., 2011）。
・FliH-FliI 複合体が FlhAc のコンフォメーション変化を誘起し、輸送基質がゲート内へ挿入されること
を示した。さらに FliJ が FlhAc と相互作用するとタンパク質輸送に共役してプロトンが輸送ゲート内に
流れ込むことから、FliJ がプロトン流入とタンパク質輸送を共役させる鍵であることが明らかになった。
また、FliH と FliI は FliJ-FlhA 間相互作用を安定化することが分かった。一方 FliH と FliI は FlhB の C
末細胞質ドメインと比較的強く、FlhAc とは弱く相互作用するが、FliJ はその逆であると判明した(Okabe
et al., 2009; Minamino et al., 2010)。
・FliI の局在には FliH と C リング蛋白質 FliN が必須であり、FliH の W7 と W10 が FliN・ゲートとの相
互作用に直接関与することを見いだした(Minamino et al., 2009)。
・輸送シャペロン FliT と FlgN が FliI・FliJ と相互作用すること、その相互作用領域を明らかにした(Imada
et al., 2010)。面白いことに FlgN は C 末が相互作用に必須であるが、FliT は C 末が相互作用の邪魔をし
ていることが判明した。
＜レジオネラ IV 型分泌系＞
・レジオネラ IV 型分泌系中核複合体の５つの主要コンポーネント(DotH, DotC, DotD, DotF, DotG)を同定
した。これらは大きな複合体を形成すると予想されるが、単なる混合では複合体は形成しない。しかし、
脂質等を加えると DotD, DotC, DotH が複合体を形成した。DotH はペリプラズムに存在するタンパク質
であるが、DotC および DotD 依存的に外膜にリクルートされる。限定分解により、DotH が複合体形成
時に大きく構造変化すること、このとき DotF が重要な役割を果たすことが分かった。また、DotD の
lid 領域の変異により DotH が外膜へ移行できなくなり、輸送が起きないことが判明し、lid 領域が複合
体形成に重要な働きをすることが明らかになった(Nakano et al., 2010)。
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・網羅的探索により見出した多数のエフェクター候補から、宿主のもつユビキチンリガーゼの機能を
持つレジオネラタンパク質 LubX を見出した。LubX は今まで見出された他のレジオネラエフェクタ
ーと異なり、感染後にレジオネラ中で発現し、宿主細胞内へ輸送される。宿主細胞内で LubX の標
的となってポリユビキチン化されるタンパク質を調べると、別のレジオネラエフェクターである SidH
が見つかった。LubX により SidH はプロテオソーム依存的に宿主細胞内で分解される。SidH レベル
の経時解析から、LubX が SidH の宿主細胞内での機能を時間的に制御するという、全く新しい生物学
的意義があることが判明し、メタエフェクターの概念を打ち立てた(Kubori et al., 2008; Kubori et al.,
2010)。また、ハエ感染系を用いた実験から余剰の SidH がレジオネラの宿主内増殖に不利に働くこと
が示され、SidH に対する LubX の寄与の意義が示唆された。さらに、相互作用部位の解析から、SidH
の N 末ドメインに LubX が結合することがわかった。
３．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構

7件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

17 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

7件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
順調に構造・機能解析が進み、想像もしなかった III 型と F/V 型 ATPase との類似、レジオネラ IV 型と
II 型 III 型との類似が明らかになり、III 型輸送エネルギーが ATP 加水分解エネルギーではなくプロトン
駆動力であるという原理的発見と相まって、常識を覆す全く新しい知見を得ることができている。
８．課題内の情報共有・連携体制
研究グループは、大阪大学生命機能研究科と微生物病研究所に分かれているが、同じ大阪大学吹田キャ
ンパス内にある。連携を密とするため、月に１度、生命機能研究科にてミーティングを行っている。構
造解析グループと III 型の機能解析グループとは生命機能研究科内の同一建物内にあり、毎日顔を合わ
せて研究を進めている。構造解析グループと微生物病研究所を主体とする IV 型機能解析グループは、
結晶が得られてからは週に 3 日程度、実験担当者が互いを行き来して研究を進めており、リアルタイム
で情報を共有している。10 月より研究代表者と研究員 2 名が大阪大学理学研究科へ異動したが、研究員
は両者を行き来して研究を進めており、これまでと同様に密な体制を維持している。
９．他の課題との情報共有・連携
III 型輸送装置と F/V 型 ATPase との間の類似が判明したことから、大阪大学吹田キャンパス内で研究を
行っている生命 B2 阿久津グループに膜コンポーネント FliQ の解析について共同研究を申し入れた。ま
た、V-ATPase の構造解析を行っている生命 B4 との情報交換も適宜行っている。生命 A2 田中グループ
の協力により LubX-SidH-UbcH5 複合体の作成・精製を行っている。また、本プログラム外の FoF1-ATP
合成酵素や V-ATPase の研究グループと交流を図り、ナノ計測を含む機能計測の共同研究を行っている。
１０．人材育成
学生等に対する研究教育は、今田、南野、難波、永井、久堀が現場で実地指導している。また、大阪大
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学生命機能研究科所属学生には、GCOE 制度を利用して、海外での発表や滞在実験などを進めている。
既にこの課題に関わるテーマで 4 名の博士課程大学院生が学位を取得し（1 名は早期取得）、2 名が在学
中である。尚、これらのうち 5 名が学術振興会の DC2 を取得した。学位取得者のうち 3 名は一般企業
へ就職し、1 名が大阪大学生命機能研究科にて研究継続中である（学振 PD）。現在雇用中のポスドク 2
名と研究員 2 名は本プログラム終了後に別予算にて雇用し、継続して研究を続ける予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
III 型分泌系については、プロジェクト開始時点で構造未知の細胞質コンポーネントは輸送シャペロンを
含めると 4 種類あったが、３種類（FliH, FliJ, FliT）の構造を解明し、残り 1 つ(FlgN)は解析中であり、
プロジェクト終了までに全て明らかにできると思われる。膜コンポーネントは 6 種類のうち 1 種類のド
メインの構造(FlhAc)を明らかにし、さらに１種類(FliQ)の結晶化を行っている。複合体構造は、
FliH(99-235)2/FliI-ADP 複合体の結晶構造、FliI6-FliJ 複合体の電子顕微鏡像を明らかにしている。これま
でに様々な安定複合体を見出しており、プログラム終了までに可能な限りこれらの結晶化と構造解析を
進 め る 。 輸 送 中 間 複 合 体 (FliT-FliI 等 ) 、 可 溶 性 成 分 と 膜 成 分 の 複 合 体 (FliH-FliI-FliJ-FlhAc 、
FliH-FliI-FliJ-FlhBc 等)、基質を含んだ複合体(FlgN-FlgK-FliI-FliJ、FlgN-FlgK-FliI-FliJ-FlhAc 等)の結晶化
に取組んでいる。これらの解析から、輸送基質のリクルートからゲートへの挿入までについての詳細が
明らかになると期待できる。また、各膜コンポーネントについては、脂質メソフェーズ法を応用した条
件検討を進め、FliQ については NMR による解析も視野に入れる。機能解析については、プロトン駆動
力がどのように輸送機能に関わるかを F/V1ATPase との類似性を考慮しながら解き明かすことを目指す。
特に細胞質コンポーネント（FliI, FliJ）と膜コンポーネント（FlhA, FlhB）の相互作用に注目し、残りの
期間でプロトン駆動力と輸送ゲートの開閉との関係を明らかにすることを目指す。
IV 型分泌系については、DotI、TraM、LubX の解析を進める。これらは、プログラム終了までには、構
造解析できる見通しである。大量発現に成功している個々の中核複合体構成蛋白質やそのフラグメン
ト、LubX-SidH-UbcH5 複合体等の結晶化は、できるところまで進める。機能解析では、LubX の分泌シ
グナル領域と相互作用するタンパク質を探索し、IV 型の選択分泌機構の解明へとつなげる。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究は III 型分泌装置がプロトン駆動であることや F/V 型 ATPase との関係、IV 型におけるメタエフ
ェクターの発見といった、これまでの常識を根底から覆す原理的な発見があり、科学的な観点からは、
細菌学・蛋白質科学・生化学・生物物理学に大きなインパクトを与えた。細菌の分泌・感染機構につい
て再考を迫る本プロジェクトの成果に基づいて研究を発展させることで、III 型および IV 型の分泌・感
染機構の全容が明らかになると思われる。一方、本研究は基本的な生命現象の解明が目的のため、直接
的産業応用には今のところつながっていない。しかし昨今の病原性大腸菌の内外での流行から明らかな
ように、感染症との戦いは深刻さを増している。感染分泌機構の解明は、新たな薬剤開発に向けて重要
さを増している。
１３．特記事項
・FliJ の構造解析を行った大学院生が、2008 年国際結晶学会で CrSJ Awards、平成 21 年度蛋白質科学会
年会においてポスター賞を受賞し、早期に学位取得。
・III 型輸送が ATP 加水分解ではなく、プロトン駆動であることが明らかになり、新聞報道。
・III 型輸送装置と F/V 型 ATPase との関係の論文は新聞報道され、Faculty 1000 の must read に選出。
・FliT が輸送状況をモニターしながら遺伝子発現を制御するしくみが明らかになり、新聞報道。
・IV 型エフェクターLubX が他のエフェクター制御を行う新たなタイプのエフェクターであることの発
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見は、Nature reviews microbiology に research highlights として大きく取り上げられた。見
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

12,023

0

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

11,532

22,977

24,263

24,135

旅費（千円）

業務実施費（千円）

31,830

13,946

10,352

8,480

その他（千円）

1,164

間接経費（千円）

16,615

11,077

10,385

9,785

間接経費（千円）

7,500

55,362

合計（千円）

72,000

48,000

45,000

42,400

合計（千円）

32,500

239,900

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度

計

574
23,166
96

６
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課

題

名

巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構

機

関

名

財団法人東京都医学総合研究所

代 表 研 究 者 名

田中

啓二

１．課題開始時における達成目標
20S の触媒ユニットと 19S の調節ユニットから構成された 26S プロテアソームは生命科学史上最も巨大
で複雑なタンパク分解装置であり、ユビキチンで修飾されたタンパク群を適宜かつ選択的に分解する真
核生物の ATP 依存性プロテアーゼ複合体（総サブユニット数約 100 個）である。研究代表者らは本酵
素の発見から分子・個体レベルに至る研究を包括的に推進し世界をリードしてきた。さらに最近プロテ
アソームの分子集合に関与する複数のシャペロンタンパク質や多数の相互作用分子群を発見し、プロテ
アソーム研究に新分野を開拓しつつある。研究代表者（生化学）と協同研究者たち（構造生物学）はす
でに哺乳動物 20S の立体構造の解析に成功しているが、26S の高次構造は未知である。本提案ではこの
最大の難題（立体構造解析と分子集合機構の解明）に真正面から取り組むと共に本酵素の動態や作動機
構の構造学的解明に挑む。今日、
プロテアソームの病態生理学的
重要性は拡大の一途を辿ってお
り、その破綻がガン、神経変性疾
患など様々な重篤疾患の発症原
因となることが判明しつつある。
本研究は生命の謎に迫るという
学問的重要性のみならず未来の
健康を守るという国民の福祉に
大きく貢献できるという波及効
果が期待できる。
図１．26S プロテアソームの分子構造とサブユニット構造
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．「26S プロテアソームの構造解析による作動機構の解明」
26S プロテアソームおよびそのサブ複合体を大量調製する方法を確立した。Cryo 電子顕微鏡により
約 15Åの 26S プロテアソーム像の取得に成功し、ユビキチン化基質の認識機構の解明に成功した。
さらに、プロテアソームに結合する脱ユビキチン化酵素 UCH37 の構造解析に成功した。
２．「26S プロテアソームの分子集合を支援するシャペロン群の同定と機能解析」
20S プロテアソーム構築に関与するシャペロンタンパク質 PAC3-4 複合体を同定し、構造解析より
α-Ring の形成機構を明らかにした。一方、19S 複合体の形成に関与する分子シャペロン（Nas6、
Rpn14、Nas2、Hsm3）を同定し、19S 複合体の分子集合機構を解明した。さらに、脱ユビキチン化
酵素 Ubp6 が 19S 複合体の正確な分子集合を保証するというモデルを提唱した。これらの一連の成
果により 26S プロテアソームの形成機構の全貌を明らかにした（図２）
３．「ユビキチン関連因子の構造解析・機能解析による分子機構の解明」
細胞内のユビキチン量を調節する分子機構の解明、ユビキチン鎖の溶液中におけるダイナミクスの
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解明、ユビキチン鎖伸長反応機構の解明、直鎖状ユビキチン鎖による NF-κB 活性化機構の解明に
成功した。
４．「選択的オートファジーの分子機構の解明」
LC3-p62 の相互作用について構造生物学的に解析し、選択的オートファジーの分子機構解明に成功
した。また、p62 による Nrf2 活性化機構を解明した。

図２．26S プロテアソームの分子集合機構（Saeki et al, Methods in Mol Biol, 2011 より改変）
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．「構造解析に向けた 26S プロテアソームの大量調製法の確立」
プロテアソームサブユニットに FLAG タグを融合した株を作製し、26S プロテアソームおよびその
サブ複合体を mg スケールで安定して調製する方法を確立した。26S プロテアソームは潜在的に不
安定な酵素であるが、19S－20S 接触面に位置する 2 つのサブユニット間を遺伝学的に融合した安
定化型 26S プロテアソーム発現株を作製し、物理的に安定な 26S プロテアソームを得ることに成功
した。一方で、ATP アナログや阻害剤など安定化条件の検討を行った。このような条件検討により
微小結晶が得られ、X 線回折実験より反射が確認できている。現在、条件の精密化により結晶の質
の向上を目指している。
２．「構造解析による 26S プロテアソームの作動原理の解明」
マックスプランク研究所の Wolfgang Baumeister 博士と共同研究で 26S プロテアソームの Cryo 電子
顕微鏡による単粒子解析を行ない、約 15Åの分解能の 26S プロテアソーム像を得ることに成功し
た。また、プロテアソームの 2 つのユビキチンレセプターサブユニットの位置を決定することに成
功し、ユビキチン化基質が如何にプロテアソームに捕捉されるか構造的基盤を明らかにした（投稿
準備中）。一方で、プロテアソームの脱ユビキチン化酵素の一つ UCH37 の X 線結晶構造解析を行
い 2.2 Å 分解能で立体構造を決定した。本構造はこれまでに報告された脱ユビキチン化酵素と細部
で異なる構造をとることを明かにした（Nishio et al, BBRC, 2009）。
３．「立体構造を基盤とした 26S プロテアソームの分子集合の解析」
酵母 20S プロテアソーム形成に関与するシャペロンタンパク質 Dmp1-Dmp2 複合体、Dmp1-Dmp2-α5
複合体、ヒトホモローグ PAC3 の立体構造をＸ線結晶構造解析によりそれぞれ決定した（Yashiroda
et al, NSMB, 2008）。また、Dmp1-Dmp2 とは異なる時期に 20S プロテアソーム形成に関わる 20S シ
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ャペロン Pba1-Pba2 複合体の結晶化に成功した。β-Ring の形成に関与するシャペロンである Ump1
は天然変性タンパク質であるが、NMR を用いることでβサブユニットとの結合部位を特定した。
一方、19S 制御因子複合体基底部の分子集合に関与する４種類のシャペロン Rpn14/PAAF1、
Hsm3/S5b、Nas2/p27、Nas6/Gankyrin より構造既知の Nas6 を除く Rpn14、Nas2、Hsm3 について X
線結晶構造解析を行った。これまでに Rpn14、Hsm3、Hsm3 とその結合サブユニット Rpt1 C 末端
ドメイン複合体の X 線結晶構造解析に成功した（Kim et al, JBC, 2010）
。また、Nas2 は良質な多次
元 NMR スペクトルを得ることに成功した。
４．「ユビキチン関連因子の構造解析・機能解析による分子機構の解明」
イソペプチド結合を介して環状化したユビキチン鎖を利用することにより、ユビキチン鎖の静的構
造のみならず、溶液中における立体構造のダイナミクスを明らかにした（Satoh et al, BBRC, 2010）。
ユビキチン転移酵素 E2 とユビキチン複合体の構造解析の結果、E2 分子の活性中心だけではなく活
性中心の背面にユビキチンが非共有結合することで、ユビキチン鎖の伸長反応を促進させることを
明らかにした（Sakata et al, Structure, 2010）。
５．「選択的オートファジーの分子機構の解明」
選択的オートファジーのキー分子として研究代表者のグループにより同定された p62（ポリユビキ
チン鎖とオートファジー膜の構成タンパク質 LC3/Atg8 と両者に結合する分子）と LC3 の結合ドメ
インを同定すると共に、両者の X 線結晶構造解析に成功し、選択的オートファジーの分子メカニズ
ムの解明に成功した（Ichimura et al, JBC, 2008）。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１．「26S プロテアソームの分子集合を支援するシャペロン群の同定と機能解析」
遺伝学的スクリーニングにより 20S プロテアソーム構築に関与するシャペロンタンパク質
Dmp1-Dmp2（PAC3-PAC4）複合体を同定し、Dmp1-Dmp2-α5 複合体の立体構造解析に成功するこ
とでα-Ring の形成機構を明らかにした（Yashiroda et al, NSMB, 2008）。また、β-Ring の形成機構に
ついて、複数のβサブユニットのプロペプチドや C-tail が分子内シャペロンとして作用することを
明らかにした（Hirano et al, EMBO J, 2009）。この結果、我々は 20S プロテアソームの形成について
「逐次的多段階分子集合モデル」を提唱した（Murata et al, NRMCB、2009; Tanaka, Proc. Jpn. Acad. Ser
B Phys Biol Sci., 2009）。さらに 19S 複合体基底部（base）の形成に関わる分子シャペロン（Nas6/ガ
ンキリン、Rpn14/PAAF1、Nas2/p27、Hsm3/S5b）の同定に成功し、base 複合体の形成機構の解析を
行った（Saeki et al, Cell, 2009; Kaneko et al, Cell, 2009）。19S シャペロンのうち Rpn14 と Hsm3 につ
いては構造解析・機能解析に成功した（Kim et al, JBC, 2010; 投稿準備中）。また、19S 蓋部（lid）
の分子集合機構を明らかにした（Fukunaga et al, BBRC, 2010）。一方、脱ユビキチン化酵素 Ubp6 が
分子集合の障害となるユビキチン化タンパク質を除去することで、19S 複合体の分子集合を保証す
るという新しい機構を報告した（Sakata et al, Mol Cell, 2010）。以上の一連の解析により 26S プロテ
アソームの分子集合の全貌を明らかにした（図２）。
２．「ユビキチンの恒常性を制御する機構の解明」
細胞内ユビキチンプールを調節する分子として Rfu1 を同定し、熱ショックやプロテアソーム阻害
時においてユビキチン量が増加する分子機構を解明した（Kimura et al, Cell, 2009）。
４．「外課題との共同研究による成果」
生命 B1（山本グループ）と共同研究で、p62 がユビキチンリガーゼ Keap1 と結合することで転写
因子 Nrf2 を安定化させる機構を明らかにした（Komatsu et al, NCB, 2010）。また、生命 A8（岩井グ
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ループ）との共同研究で、直鎖状ユビキチン鎖が NF-κB 経路の活性化に必須の役割を果たしてい
ることを明らかにした（Tokunaga et al, NCB, 2009; Tokunaga et al, Nature, 2011）。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

9件

PDB 登録の有無にかかわらず構

20 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

22 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

10 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
当初設定した目標（26S プロテアソームの構造解析による作動原理の解明、分子集合機構の解明）に向
かって研究が着実に進展している。特許出願はないものの、本課題は基盤的基礎研究であることが背景
にある。26S プロテアソームの立体構造解析については、安定変異型酵母酵素を作製し結晶化を試みて
いるものの高解像度での解析には至っていない。しかしながらクライオ電子顕微鏡を用いた単粒子解析
により約 15Åの解像度の 26S プロテアソーム像の取得に成功し、プロテアソームのユビキチン鎖結合部
位の決定に成功するという快挙を成し遂げた（投稿準備中）。これは、本プログラムで確立したプロテ
アソームの安定的精製法の貢献が非常に大きい。一方、26S プロテアソームの分子集合機構の解明に関
しては、機能解析・構造解析ともに世界を先導する成果を挙げており、本プログラムの遂行により 26S
プロテアソーム形成の全貌がほぼ明らかとなった。また、プロテアソームの試験管内再構築実験につい
ても、生産グループと連携することで着実に進展している。このように、当初計画は順調に達成され、
さらにそれを超えた成果も得られてきている。
８．課題内の情報共有・連携体制
プロテアソーム複合体構築機構の解析では、Dmp1/2, Rpn14, Hsm3 (田中、加藤、水島グループ)、脱ユビ
キチン化酵素(UCH37) (田中、森本、水島グループ)、LC3-p62(田中、水島グループ)の研究成果が全て課
題内の複数グループとの共同研究であり、十分な情報共有、連携が行われている。特に研究代表者グル
ープにより発見された新規シャペロンの構造解析は、研究の初期段階から構造解析を開始することによ
り、Dmp1/2 研究では発見、機能解析、構造解析を含めた一つの論文として報告した。このように研究
代表者と分担研究者の連携体制は盤石であり、効果的な共同研究を展開している。
９．他の課題との情報共有・連携
生産技術グループ(横山グループ、遠藤グループ、高木グループ)と共同研究を行っており、新規開発さ
れた大腸菌共発現系、可溶化タグ、コムギ胚芽セルフリー系によるタンパク質合成系を使用した結果、
プロテアソームの部分集合体の再構築に成功しており、試験管内完全再構築が可能となりつつある。一
方で、生命 A8 グループ（岩井グループ）生命 B1 グループ（山本雅之グループ）と積極的に共同研究を
展開し、すでに Nature、NCB といった一流誌を発表している。プログラム外ではプロテアソーム形成の
選択的阻害剤の開発を視野に入れた共同研究を、産総研の夏目徹博士、広川貴次博士、ならびに東北大
院薬・土井隆行教授らと行なっている。また、マックスプランク研究所の W. Baumeister 博士と共同研
究で 26S プロテアソームの Cryo 電子顕微鏡による単粒子解析を行ない立体構造の取得に成功している。
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１０．人材育成
学部学生、大学院生に対しては通常の教育、研究指導に加え、本研究プロジェクトにより導入した研究
設備により研究環境を充実させた。また、シンポジウム、技術開発の説明会などによる最先端の情報や
新技術を積極的に活用し、最先端の研究環境を提供した。ポスドクに対しては学会および本プロジェク
ト関係のセミナーに対して積極的に参加させることにより、研究の情報、人的交流の場を提供した。ま
た、研究成果があがるよう指導すると共に、積極的に成果発表するようにした。
進路

学部学生

大学院進学

ポスドク

研究機関就職

３人、大学院生

企業就職

３人

博士後期課程進学

１人

３人

１１．終了までの具体的な見通し
複雑な超分子複合体であるプロテアソームの形成機構が構造、機能解析により明らかになりつつある。
今後、26S プロテアソーム複合体構造解析に向け複合体の安定化条件検討、結晶化を行い解析可能な結
晶の作成を目指す。また、構造解析の完了していないプロテアソーム専用のシャペロンタンパク質の構
造、機能解析を進展させ、さらに共発現系を用いたプロテアソームの再構築実験を遂行することで、26S
プロテアソーム形成機構の詳細を明らかにする。一方、立体構造解析に成功したヒトプロテアソーム特
異的シャペロン PAC3 について、プロテアソーム形成の選択的阻害剤の開発を視野に入れた共同研究を
進展させリード化合物の取得を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
プロテアソーム阻害剤はすでに医薬品として用いられているが副作用の問題が大きく、プロテアソーム
専用シャペロンは新たな医薬品の標的として有効である。本プロジェクトがもたらす構造情報により、
PAC3 以外のヒトプロテアソーム集合シャペロンに関しても、それらを標的とするプロテアソーム形成
阻害剤の探索研究が加速されることになる。これにより、副作用の少ない抗がん剤の開発へと応用され
る途が拓ける。さらに、本プロジェクトの成果により、プロテアソームの試験管内再構成が可能となれ
ば、これまで実施することが不可能であったプロテアソーム活性部位への大胆な変異導入や、分光学的
解析あるいは１分子解析のための化学プローブの導入が可能となる。こうした研究を通じて創出される
新規機能を賦与した“人工プロテアソーム”を利用することにより、タンパク質科学、細胞生物学の新
たな進展が促され、さらにはそれらの成果を応用した産業展開が期待される。
１３．特記事項
本プロジェクトのプロテアソーム分子集合機構の解析における研究成果は Nature Struct. Mol. Biol.
(2008), Nature Rev. Mol. Cell. Biol. (2009) において掲載号の表紙を飾った。
アウトリーチ活動としては研究成果を 3 回の Cell 誌掲載を含む２２報の研究論文として報告した。さ
らに、学会における成果発表、一般公演を行い広く一般に研究成果を公開した。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

計

3,376

7,445

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

9,835

15,815

16,373

19,418

旅費（千円）

1,226

業務実施費（千円）

29,391

15,972

20,551

17,506

その他（千円）

1,303

間接経費（千円）

12,780

11,768

11,076

11,076

間接経費（千円）

7,846

54,546

合計（千円）

55,382

51,000

48,000

48,000

合計（千円）

34,000

236,382

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）
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代 表 機 関 の 課 題 名

巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構

代

財団法人東京都医学総合研究所

表

機

関

機関の代表研究者名

田中

啓二

１．課題開始時における各機関の達成目標
20S の触媒ユニットと 19S の調節ユニットから構成された 26S プロテアソームは生命科学史上最も巨大
で複雑なタンパク分解装置であり、ユビキチンで修飾されたタンパク群を適宜かつ選択的に分解する真
核生物の ATP 依存性プロテアーゼ複合体（総サブユニット数約 100 個）である。研究代表者らは本酵
素の発見から分子・個体レベルに至る研究を包括的に推進し世界をリードしてきた。さらに最近プロテ
アソームの分子集合に関与する複数のシャペロンタンパク質や多数の相互作用分子群を発見し、プロテ
アソーム研究に新分野を開拓しつつある。研究代表者（生化学）と協同研究者たち（構造生物学）はす
でに哺乳動物 20S の立体構造の解析に成功しているが、26S の高次構造は未知である。本提案ではこの
最大の難題（立体構造解析と分子集合機構の解明）に真正面から取り組むと共に本酵素の動態や作動機
構の構造学的解明に挑む。
代表機関は 26S プロテアソーム及びそのサブ複合体の大量精製法の確立と分子集合シャペロンを含む
新規相互作用分子群の同定・分離を行なう。また独マックスプランク研究所の Wolfgang Baumeister 博士
と共同研究で Cryo(極低温)電子
顕微鏡による 3 次元再構築など
最新技術をプロテアソームの形
状構造解析に導入する。このよう
に生化学（酵素学）・構造生物学
（X 線/NMR 解析）・プロテオミ
クス・電子顕微鏡等あらゆる技法
を駆使して 26S プロテアソーム
の立体構造と分子集合機構を解
明すると共に解離・会合系を確立
する。
図１．26S プロテアソームの分子構造とサブユニット構造
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．「26S プロテアソームの大量調製法の確立と電子顕微鏡解析」
26S プロテアソームおよびそのサブ複合体 Base（基底部）複合体・Lid（蓋部）複合体の大量調製
法を確立した。また、19S－20S 接触面に位置する 2 つのサブユニット間を融合した安定化型 26S
プロテアソームを発現する酵母遺伝子改変株を作製し、構造解析試料として分担機関に供した。さ
らに、Cryo 電子顕微鏡による単粒子解析により 26S プロテアソームの三次元再構築に成功し、ユ
ビキチン受容サブユニットの位置決定に成功した。
２．「26S プロテアソームの分子集合を支援するシャペロン群の同定と機能解析」
20S プロテアソーム構築に関与するシャペロンタンパク質 PAC3-4（Dmp1-Dmp2）複合体を同定し
α-Ring の形成機構を明らかにした。また、複数のβサブユニットのプロペプチドや C-tail が分子内
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シャペロンとしてβ-Ring の形成に関与することを明らかにした。一方、19S 複合体の形成に関与す
る分子シャペロン Nas6/ガンキリン、Rpn14/PAAF1、Nas2/p27、Hsm3/S5b を同定し、19S 複合体の
分子集合機構を解明した。さらに、脱ユビキチン化酵素 Ubp6 が 19S 複合体の正確な分子集合を保
証するというモデルを提唱した。これらの成果により 26S プロテアソームの形成機構の全貌を明ら
かにした（図２）
３．「ユビキチン鎖形成や選択的オートファジーの分子機構の解明」
細胞内のユビキチン量を調節する分子機構の解明、ユビキチン鎖伸長機構の解明、直鎖状ユビキチ
ン鎖による NF-κB 活性化機構の解明、オートファジー基質 p62 と LC3 の相互作用による選択的オ
ートファジーの分子機構の解明、p62 による Nrf2 活性化機構の解明など、プログラム内外の研究機
関と共同研究を実施し成果を挙げた。

図２．26S プロテアソームの分子集合機構（Saeki et al, Methods in Mol Biol, 2011 より改変）
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．「酵母 26S プロテアソームの大量調製法の確立」
プロテアソームサブユニットに FLAG タグを融合した株を作製し、26S プロテアソームおよびその
サブ複合体である base（基底部）複合体・lid（蓋部）複合体を迅速かつ高純度に大量調製方法を確
立した。これにより 10 リッターあたり 5 mg 以上の 26S プロテアソーム精製標品を得ることが可能
となり、各分担研究機関に精製標品および手法を供した。
２．「安定化型 26S プロテアソーム遺伝子改変株の作成」
26S プロテアソームは潜在的に不安定な酵素であり、ATP 欠失や高塩濃度存在下で 19S と 20S に解
離する。そこで 19S－20S 接触面に位置する 2 つのサブユニット間を遺伝学的に融合した安定化型
26S プロテアソーム発現株を作製した。さらに異なるサブユニット間を 2 か所融合した 2 重融合株
を作製し、物理的に安定な 26S プロテアソームを得ることに成功した。現在、森本グループにおい
て、本酵素サンプルを用いた条件検討により微小結晶が得られている。
３．「26S プロテアソームの電子顕微鏡解析」
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マックスプランク研究所の Wolfgang Baumeister 博士と共同研究で 26S プロテアソームの Cryo 電子
顕微鏡による単粒子解析を行ない、約 15Åの分解能の 26S プロテアソームの三次元再構築像を得
ることに成功した。また、遺伝子破壊株を用いることで、プロテアソームの 2 つのユビキチンレセ
プターサブユニットの位置を決定することに成功し、ユビキチン化された基質タンパク質が如何に
プロテアソームに認識されるか構造的基盤を明らかにした（投稿準備中）。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１．「20S プロテアソームの分子集合を支援するシャペロン群の同定と機能解析」
遺伝学的スクリーニングにより 20S プロテアソーム構築に関与するシャペロンタンパク質 PAC3-4
（Dmp1-Dmp2）複合体を同定し、分担機関と共同研究で PAC3-PAC4-α5 複合体の立体構造解析に
成功することでα-Ring の形成機構を明らかにした（Yashiroda et al, NSMB, 2008）。また、β-Ring の
形成機構について、複数のβサブユニットのプロペプチドや C-tail が分子内シャペロンとして作用
することを明らかにした（Hirano et al, EMBO J, 2009）。この結果、我々は 20S プロテアソームの形
成について「逐次的多段階分子集合モデル」を提唱した（Murata et al, NRMCB、2009; Tanaka, Proc.
Jpn. Acad. Ser B Phys Biol Sci., 2009）。
２．「19S 制御因子複合体の分子集合を支援する分子シャペロンの同定と機能解析」
19S 基底部（base）の形成に関わる分子シャペロン（Nas6/ガンキリン、Rpn14/PAAF1、Nas2/p27、
Hsm3/S5b）の同定に成功し、base 複合体の形成機構の解析を行った（Saeki et al, Cell, 2009; Kaneko et
al, Cell, 2009）。19S シャペロンのうち Rpn14 と Hsm3 については分担機関の水島グループと共同研
究で構造解析・機能解析に成功しており（Kim et al, JBC, 2010）、生産グループとの共同研究で部分
集合体の再構築に成功している（投稿準備中）
。また、19S 蓋部（lid）について特異的シャペロン
は同定されていないものの、9 つのサブユニットが逐次的に形成されることを明らかにした
（Fukunaga et al, BBRC, 2010）。
３．「脱ユビキチン化酵素 Ubp6 によるプロテアソーム形成の保証機構」
19S 複合体形成に関与する分子についてさらに詳細なスクリーニングを行なった結果、脱ユビキチ
ン化酵素 Ubp6 が新たに同定された。脱ユビキチン化酵素 Ubp6 が分子集合の初期の段階で base サ
ブユニット Rpn1 と結合し、分子集合の障害となるユビキチン化タンパク質を除去することで、19S
複合体の分子集合を保証するという新しい機構を報告した（Sakata et al, Mol Cell, 2010）。
以上の一連の解析により 26S プロテアソームの分子集合の全貌を明らかにした（図２）。
４．「ユビキチンの恒常性を制御する機構の解明」
細胞内ユビキチンプールを調節する分子として Rfu1 を同定し、熱ショックやプロテアソーム阻害
時においてユビキチン量が増加する分子機構を解明した（Kimura et al, Cell, 2009）。
５．「選択的オートファジーの分子機構の解明」
選択的オートファジー基質の p62 とオートファジーマーカーLC3 が直接相互作用することを見出
し、WXXL という小さいモチーフが LC3 認識配列であることを明らかにした（Ichimura et al, JBC,
2008）。
６．「外課題との共同研究による成果」
山本グループと共同研究で、p62 がユビキチンリガーゼ Keap1 と結合することで転写因子 Nrf2 を安
定化させる機構を明らかにした（Komatsu et al, NCB, 2010）。また、岩井グループとの共同研究で、
直鎖状ユビキチン鎖が NF-κB 経路の活性化に必須の役割を果たしていることを明らかにした
（Tokunaga et al, NCB, 2009; Tokunaga et al, Nature, 2011）。
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３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

7件

PDB 登録の有無にかかわらず構

10 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

18 件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

８件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
当初設定した目標（26S プロテアソーム及びそのサブ複合体の大量精製法の確立と分子集合シャペロン
を含む新規相互作用分子群の同定・分離）に向かって研究が着実に進展している。特許出願はないもの
の、本課題は基盤的基礎研究でありかつ世界をリードしていることが背景にある。26S プロテアソーム
の立体構造解析については、安定変異型酵母酵素を作製し結晶化を試みているものの高解像度での解析
には至っていない。しかし、マックスプランク研究所・W. Baumeister 博士との共同研究でクライオ電
子顕微鏡を用いた単粒子解析により 26S プロテアソーム三次元再構築に約 15Åの解像度で成功してお
り、プロテアソームのユビキチン鎖結合部位の決定に成功するという快挙を成し遂げた（投稿準備中）
。
これは、本プログラムで確立したプロテアソームの安定的精製法の貢献が非常に大きい。一方、26S プ
ロテアソームの試験管内再構築実験についても、プログラム内の生産グループと連携することで着実に
進展している。関連研究を含めると研究成果を数多くの論文として発表し、プロテアソーム研究として
世界を先導している立場を堅持している。
８．課題内の情報共有・連携体制
研究代表者は、提案課題について研究分担者と緊密に連携しながら、効果的な共同研究を推進してきた。
これまでに立体構造を決定した、プロテアソーム専用シャペロンタンパク質(Dmp1-Dmp2, Rpn14,
Hsm3)(田中、加藤、水島グループ)、脱ユビキチン化酵素(UCH37)の構造解析は研究代表者らにより発見
され、機能研究が行われてきたタンパク質である(田中、森本、水島グループ)。
この連携体制の下決定されたタンパク質の立体構造をもとに機能解析が行われており、20S プロテアソ
ームの分子集合を支援するα5 subunit-Dmp1(PAC4)/Dmp2(PAC3)複合体の構造情報からシャペロン分子
の作用機構の解明に成功している。また 19S RP の分子集合シャペロンとして発見した Rpn14 構造から
も、細胞内におけるプロテアソームの形成における機能研究成果が得られている。さらに Rpn13（Rpn2
と会合）を受容体とする脱ユビキチン化酵素 UCH37 の立体構造解析からは、他の脱ユビキチン化酵素と
異なる特徴も見出された。その他、選択的オートファジーのキー分子である p62（ユビキチン結合タン
パク質）と LC3 (オートファジー遺伝子)の相互作用について、X 線結晶構造解析で複合体の解明に成功
しており、両分子間の結合（相互作用）に係るアミノ酸残基の同定に成功している(田中、水島グルー
プ)。このように研究代表者と分担研究者の連携体制は盤石であり、効果的な共同研究を展開している。
９．他の課題との情報共有・連携
研究代表者グループは生産技術グループ(横山グループ、遠藤グループ、高木グループ)と共同研究を行
っており、新規開発された大腸菌共発現系、可溶化タグ、コムギ胚芽セルフリー系によるタンパク質合
成系を使用し、シャペロンを含む 26S プロテアソームのサブ複合体の発現系作製を行った。その結果、
コムギ胚芽セルフリー系（遠藤グループ）を用いた系において base、lid の部分中間体であるモジュー
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ル単位の精製に成功し、プロテアソームの試験管内再構築が可能となりつつある。また、新規開発され
た可溶化タグにより 19S 複合体のほぼ全てのサブユニットが可溶化することを見出しており（高木グル
ープ）、構造解析に向けた準備を行っている。一方で、生命 A8 グループ（岩井グループ）生命 B1 グル
ープ（山本雅之グループ）と積極的に共同研究を展開し、すでに Nature、NCB といった一流誌を発表し
ている。
１０．人材育成
本プログラムに参加している研究員、研究補助員に対しては学会および本プロジェクト関係のセミナー
に対して積極的に参加させることにより、研究の情報、人的交流の場を提供した。また、研究成果があ
がるよう指導すると共に、積極的に成果発表するようにした。（ポスドク１名はすでに当研究機関に就
職、研究補助員 3 名は内 2 名が別経費にて雇用、1 名が出産退職予定）
１１．終了までの具体的な見通し
１．19S 複合体の試験管内再構築
今後、代表機関は 19S 複合体の試験管内再構築と電子顕微鏡による分子集合の可視化を試みる。すでに
生産グループとの共同研究により部分集合体まで再構築実験に成功しており、期間内の完遂は十分可能
であり、大きな成果が期待される。
２．プロテアソーム専用シャペロンの機能解析
現在、分担機関が構造解析を試みているプロテアソーム専用シャペロン（Nas2, PAC1-PAC2, UMP1）に
ついては、各種変異体を作製しプロテアソームの分子集合における詳細な機能を解析する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
プロテアソーム阻害剤はすでに医薬品として用いられているが副作用の問題が大きく、プロテアソーム
専用シャペロンは新たな医薬品の標的として有効である。また、プロテアソーム分子集合シャペロンの
研究より蓄積した、超分子複合体の形成機構は生体内に存在する多くの複合体タンパク質の構造形成の
研究の基盤となる。さらに、分子集合シャペロンの作動機構研究で行ったプロテアソームの試験管内再
構成系は、変異導入による細胞致死性を回避でき、重要なアミノ酸残基の変異体作製を可能にすること
から、新たな研究手段としての応用が考えられる。
１３．特記事項
本プロジェクトのプロテアソーム分子集合機構の解析における研究成果は Nature Struct. Mol. Biol.
(2008), Nature Rev. Mol. Cell. Biol. (2009) において掲載号の表紙を飾った。
研究成果を 3 回の Cell 誌掲載を含む 18 報の研究論文として報告した。さらに、学会における成果発
表、一般公演を行い広く一般に研究成果を公開した。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

402

6,045

0

0

物品費（千円）

1,490

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,737

人件費（千円）

6,014

0

0

3,143

旅費（千円）

業務実施費（千円）

6,186

5,494

9,231

6,088

その他（千円）

間接経費（千円）

3,780

3,461

2,769

2,769

間接経費（千円）

1,939

16,382

15,000

12,000

12,000

合計（千円）

8,400

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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代表／分担機関の課題名

26S プロテアソームの構造解析による分子構築・機能制御に関する研究

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

森本

京都大学

原子炉実験所

幸生

１．課題開始時における各機関の達成目標

※説明図を付けてください。
26Sプ ロ テ ア ソ ー ム は 20Sの 触 媒 ユ ニ ッ ト と 19Sの 調 節 ユ ニ ッ ト か ら 構 成 さ れ た 生 命 科
学 史 上 最 も 巨 大（ 分 子 量 250万 ）で 複 雑 な（ 総 サ ブ ユ ニ ッ ト 数 約 100個 ）タ ン パ ク 分 解 装 置 で
あ り 、ユ ビ キ チ ン で 修 飾 さ れ た タ ン パ ク 群 を 適 宜 か つ 選 択 的 に 分 解 す る 真 核 生 物 の ATP依 存
性 プ ロ テ ア ー ゼ 複 合 体 で あ る 。現 在 、代 表 研 究 機 関 代 表 者 ら に よ る プ ロ テ ア ソ ー ム の 発 見 か
ら 四 半 世 紀 が 経 過 し て い る が 、本 酵 素 複 合 体 の 研 究 に 残 さ れ た 最 大 の 課 題 は 、こ の 巨 大 で 複
雑 な 酵 素 複 合 体 の 立 体 構 造 解 析 と 分 子 集 合 機 構 の 解 明 で あ る 。本 プ ロ ジ ェ ク ト で は 、こ の 最
大の難題に真正面から取り組むと共に本酵素の細胞内における動態や作動機構の構造学的
解 明 に 挑 む こ と を 目 的 と す る 。本 研 究 は 多 彩 な 役 割 を 担 っ て い る プ ロ テ ア ソ ー ム の 制 御 機 構
に 関 す る 多 面 的 な 情 報 を 得 る こ と を 目 指 す と 共 に 、生 命 活 動 に 必 須 な 他 の 多 く の 超 分 子 集 合
体 の 形 成 機 構 解 明 の ヒ ン ト を 提 供 す る こ と を 目 標 と し て 設 定 し た 。こ の た め 国 立 大 学 法 人 京
都 大 学 は 、 26Sプ ロ テ ア ソ ー ム の 構 造 解 析 に よ る 分 子 構 築 ・ 機 能 制 御 に 関 す る 研 究 を 実 施 す
る 。そ の た め 、①26Sプロテアソームおよびパーツサブユニット複合体の結晶化、②20Sプロテアソー
ムおよび調節因子の溶液中での分子様態解析、の目標を設定し、前者においては財 団 法 人 東 京 都 医 学
研究機構 東京都臨床医学総合研究
所より供与された出芽酵母からの
26S プ ロ テ ア ソ ー ム の 安 定 的 な 試 料
供給、精製方法の確立及び関連酵素
も含めた結晶化と結晶構造解析を行
い 、後 者 に お い て は 20Sプ ロ テ ア ソ ー
ムを構成するサブユニットの組み合
わ せ 、調 節 因 子 の 結 合 様 式 の 解 析 を 、
原子炉中性子線による溶液散乱実験
からモデル解析を行うことを目標と
した。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

※２．（２）、（３）の内容を簡潔に記載してください。
※説明図を付けてください。
本機関は構造解析を主たる目標にしているため以下の
（２）に関して述べる。26S 粒子の結晶構造解析において、
13Å分解能での回折データ収集を行い、空間群 C2221、格
子定数 a=212, b=365, c=469Åの結晶学的データを得た。
これによって 20S コア粒子の座標を用いた分子平均化法お
よび溶液散乱解析から得られた全体形状からの位相計算を
行っている。また 26S 基底部に結合する脱ユビキチン化酵
素(UCH37)について 2.2Å分解能での結晶構造解析を行い、
論文発表,PDB 登録を行った。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果

【評価の観点】

・研究の進捗状況・成果
財団法人東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所より供与された出芽酵母からサブユニッ
ト融合型の 26S プロテアソーム粒子について、アデニン添加量、初期培養条件の検討を行って進めた。
YYS1235 株について１回培養約 80g の酵母からの粗抽出試料を得て、精製にはアフィニティー精製お
よびグリセロール密度勾配法を用い 26S 粒子を含む精製試料を得た。結晶化には Als oil を利用した
溶液揮発方式（タンパク質溶液濃縮型）の静置バッチ方法を用いた。この結果サブユニット２重融合
株 YYS1235 株からの結晶が得られた。結晶サイズは約 0.05mm と非常に小さいため、SPring-8 大阪大
学蛋白質研究所超分子ビームラインによって回折実験を行った。分解能は 13.5Åと低いものであっ
たが、空間群 C2221、格子定数 a=212, b=365, c=469Åの結晶学的データを得て 4220 個の独立な反射
強度データを得た。コア部分である 20S 粒子の座標と 26S 全体粒子の溶液散乱からのモデルを用いて
現在位相計算を行っている。この 26S 粒子に結合して機能する脱ユビキチン化酵素活性をもつ脱ユビ
キチン化酵素(UCH37)の結晶化を行い、Se-Met 誘導型結晶から位相決定し 2.2Å分解能での構造を決
定した。他の３種の類似酵素の基質結合部位に比べ基質を結合しやすくする比較的大きな結合部位を
持つことを明らかにし論文発表、PDB 登録を行った。同様に構成サブユニット Rpn11 および脱ユビキ
チン化酵素 UCH 全長の試料を得て結晶化を進めているが良好な結晶は得られていない。
これとともに 26S 全体粒子および 20S コア粒子と蓋部、基底部との複合体形成形態を明らかにする
ため溶液散乱による解析を行った。20S コア粒子を構成するαサブユニットのうち、α６およびα７
サブユニット、両端結合型調節因子(PA28)の試料調製および重水置換試料を調製した。日本原子力研
究開発機構およびフランスラウエランジュバン研究所でデータ収集を行って形状解析を行った。α７
サブユニット単独試料では、20S 粒子を構成している時と同様リング状構造をとっていることが明ら
かとなり、α6 が混在した系での形態形成について引き続き解析を行っている。また PA28 は溶液中
では７量体リングｘ２の複合体を形成していることを明らかにし、そのリングの成分比率２：１の解
離平衡状態にあるモデルを提唱し一部は論文発表を行った。26S 全体粒子の解析では、一部試料に基
底部あるいは蓋部がはずれた粒子が存在したものの、全体粒子としての形状を解析して、電子顕微鏡
観察から得られている全体粒子モデルとの比較を行っている。

・論文発表、特許件数
Crystal structure of the deubiquitinating enzyme UCH37 (human UCH-L5) catalytic domain
K. Nishio, et.al.,

BBRC 390, 855-860 (2009)

SANS Simulation of Aggregated Protein in Aqueous Solution
M.Sugiyama, et.al.,Nuclear Inst. And Methods in Physic Research A, , 600, 272-274 (2009)

・課題公募時の目的に対し、どの程度達成されているか。
26S 全体粒子の結晶構造解析では当初設定した 4Å分解能での構造解析には達成できていないが、格
子中での分子境界の決定などを行って位相改良を進め 13Å分解能での解析の可能性は高い。また 26S
粒子を構成するサブユニット複合領域（基底部あるいは蓋部）の個別粒子での結晶構造解析では、すべ
ての試料を 26S 本体の結晶化に利用しているため、個別結晶化には利用できていない。26S 粒子の機能
を解明する上で必要であるユビキチン化システムの関連酵素（脱ユビキチン化酵素 UCH）については、
異常分散法によって 2.2Å分解能での構造解析を行い目標は達成できた。さらに発展させた UCH の全長
試料および脱ユビキチン化酵素活性をもつ構成サブユニット Rpn11 の構造解析に関しては、発現・精製
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試料を得ることができ結晶化を進めているが回折実験に至る良質な結晶は得られていない。
26S 全体粒子および周辺サブユニット、構成サブユニットの解離・会合・形態解析に関しては、それ
ぞれの試料の調製を行って、αサブユニット、調節因子については当初予定した原子炉およびパルス中
性子による散乱実験を行うことができた。26S 全体粒子については放射光による散乱実験を行って全体
粒子および解離・会合モデルの解析を行い当初の目標は達成できた。しかしながら重水置換試料による
選択的サブユニット決定などは、試料準備量、マシンタイムの関係から不十分であり、また解離・会合
過程の時間分割測定には至っていない。

・外部への研究成果等の発信 等
構造解析が完了し座標が得られた結果については、Protein Data Bnak に登録し、解析過程、機能考
察に関して論文発表を行った。解析が完了していないものについても、学会年会、海外ワークショッ
プ、本プログラム報告会などで、進捗状況も踏まえ公表できる部分については発表している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

【評価の観点】

・研究の進捗状況・成果
・論文発表、特許件数
・課題公募時の目的に対し、どの程度達成されているか。
・外部への研究成果等の発信 等
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

１件

PDB 登録の有無にかかわらず構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

４件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本機関は、分子量 250 万におよぶ 26S プロテアソームの全体粒子を壊さず、そのまま結晶構造解析を
行うことを目的とした。またこれに伴って複合体を形成するサブユニット会合過程の追跡を目的とし
た。全体構造の結晶構造解析では原子レベルでの解析に至る安定な結晶作成に達成していないが、結晶
学的データの取得、低分解能（分子境界決定、外形決定）解析へとつながる結果は得られている。会合
過程の解析では、26S 全体粒子の形状や、一部サブユニット、調節因子の会合状態を解析することがで
きたが、複合体全体形成に至る種類のサブユニット解析までは行われていない。従って本課題の達成度
は、前者において４０／１００、後者において６０／１００と考えられる。
８．課題内の情報共有・連携体制

【評価の観点】

・各機関（代表機関及び分担機関）の研究者のマネジメントは適切か。
本分担機関における研究者マネジメントとして、研究費の管理、研究環境・進捗度の管理、情報交換
など、が挙げられる。これらについて費目制限、支出に関しては、本課題、進行に合わせて実行して
いると考えている。研究環境・進捗度の管理については定期的な進捗報告を行っているが機関内研究
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参加者が少数（専属１名、院生など 0 名）のため、実験設備の整備も含め若干脆弱である。情報交換
は代表機関も含め他分担機関との試料、情報交換を行っており活発であり適切であると考えている。

・課題内において各機関（代表機関及び分担機関）間の情報共有・連携体制が効率的・効果的に
機能しているか。 等
本課題を遂行するにあたり、26S 酵母株の遺伝子操作、精製方法、試料供与、機能情報に関して、
代表および他分担機関研究者の大きな支援を受けた。また当分担機関が解析、進行した結果について
は逐次報告し機能解析、随伴する試料調製の展開に加えることができ、連携体制などは効率的かつ効
果的に行えたと考えている。
９．他の課題との情報共有・連携

【評価の観点】

・本プログラムの他の課題と、必要に応じて情報共有・連携等を実施しているか。
本プログラム内の他課題との連携に関しては、試料調製に関しては対象蛋白質も異なるため大きな連
携はないが、結晶測定など、回折・散乱実験に関しては情報共有などを行い連携できていると考えて
いる。

・本プログラム以外の研究者、企業等と連携しているか。 等
本課題で取り扱った試料について、当初から考えられていた機能改変、解釈に関して、阻害剤開発、
薬剤開発応用について他機関研究者と共同研究を展開でき、大きく展開しつつある。また解析に関わ
る試料調製の観点から、その技術開発・改良に関して企業との共同研究を進めることができた。
１０．人材育成

【評価の観点】
・人材の育成の取組は適切か。（学部生、大学院生、雇用されているポスドク等に対して実施している
研究教育について、誰がどのように実施しているか。その方法と内容。また、本プログラムの期間中・
終了後の進路（予定）。等について御記載ください。）
当機関は研究所であるため学部学生の参加者は存在しない。院生に関しても配属学生は少数であり、
本課題を直接学位テーマとできる対象は多くないが、散乱・回折データ実験、分子構造構築などの課
題に関しては院生の学位テーマとして指導した（１名）。ポスドク（１名）に関して特任助教として
任用し、専属職務であるため研究期間終了後はステップアップとして常勤研究者を目指している。ま
た非常勤研究者として雇用した者（１名）については現在一般企業に就職している。
１１．終了までの具体的な見通し

※ 終了までの具体的な見通しを記載いただくとともに、以下の内容についても、可能な範囲で記載
してください。
現在進めている 26S 全体粒子の結晶構造解析として、少なくとも安定な結晶作成の確立が求められ
る。現在の試料では 26S 粒子が構成成分に解離するところが見られるので、溶液条件の決定などが急
務である。またこれを防ぐため耐熱性酵母からの試料調製を行っているので、これの結晶化可否に少
なくとも半年近くを要する。測定方法は現在の Spring-8 施設で約４Å分解までのデータ収集が可能で
あるので、結晶が得られればデータ取得は比較的容易である。構造解析のための位相決定手段として
現在は有効な方法が存在しない。リボソーム解析の例を参考に大型クラスター重原子化合物の添加を
計画する必要がある。これとともに 20S コア粒子の座標を元に分子平均化法による位相改良計算を並
行して進める。従ってデータ取得、位相計算を含め完了までには少なくとも２年近くを要する。

・技術移転を目的とした共同研究等の状況

213

Ａ２－Ｂ（基本的な生命の解明）

・他分野の研究者に成果の活用を推進するための方策 等
超巨大分子結晶構造解析としての技術移転は、結晶成長、結晶化方法、測定手法などが想定される。
結晶作成技術について、当課題で特段目新しい技法はないが、結晶溶液作成、ドロップ作成などに
ついては分注器の開発、改良など技術供与の余地はある。また非常に大きな格子を扱うため現状の
放射光施設においても特別なセッティングが必要であり、回折装置改良という点で共同研究は可能
である。他分野の研究者への成果活用という点では、対象としている酵素分子の活性阻害が多発性
骨髄腫の特効治療薬として利用されており、薬剤との複合体解析、機能解析、薬剤改良などで活用
できる。現在医学部基礎分野の研究者と共同研究を行っている。これに伴う製薬企業との連携も行
えるが、営利民間企業への技術・情報移転であることから現状では具体的に進めていない。

【評価の観点】

・進捗状況及び今後の計画から判断して、優れた成果の創出や社会への還元、技術移転・普及に
関する取組を行っているか。等
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について

※ 終了後の戦略及び具体的な内容を記載いただくとともに、以下の内容についても、可能な範囲で
記載してください。
26S 全体粒子解析後は、本酵素複合体内で協調して起こる選別的抗原提示の蛋白分解機構と、それに
関わる複合体形成の仕組みを原子レベルで明らかにする。そのために、分解されるユビキチン化基質
分子の発現・調製を行い、26S 粒子への取込み段階での複合体調製を行って解析を進め、本粒子の活
性機構と複合体機能の相関を明らかにする。これは結晶学的にも挑戦的な課題であり、測定方法・手
段にも相応の技術向上、精度向上を求められるため、放射光利用周辺技術の革新につながるものと考
えている。

・産業界等への成果の橋渡しの可能性 等
本課題の対象複合体は、生命維持の基本動作の解明にもつながるため基礎科学の発展に大いに寄与
できる。翻って産業界への応用という点では、直結した貢献は見出しにくいが、生理学的・病理学的研
究に移行させることにより、抗がん剤開発に大きな情報を与えうるものと考えている。

【評価の観点】

・課題終了後、成果の橋渡しの可能性はあるか、優れた成果の創出や社会への還元、技術移転・
普及が期待できるか。等
１３．特記事項

※特にアピールする事項等（成果等）について、自由に記載してください。
１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,474

1,400

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

1,279

6,092

6,520

6,409

旅費（千円）

150

業務実施費（千円）

7,247

1,739

2,711

2,822

その他（千円）

320

間接経費（千円）

3,000

2,769

2,769

2,769

間接経費（千円）

2,077

合計（千円）

13,000

12,000

12,000

12,000

合計（千円）

9,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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計

62
6,391

58,000
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分 担 機 関 の 課 題 名

「巨大で複雑なタンパク質分解装置の動態と作動機構」(プロテアソームを
舞台とするタンパク間相互作用ネットワークのＮＭＲ解析)

分

担

機

関

機関の代表研究者名

公立大学法人名古屋市立大学
加藤晃一

１．課題開始時における各機関の達成目標
プロテアソームは約 100 個のサブユニットが時空間的な階層性をもって集合した超分子である。また、
プロテアソームは PIPs と総称される様々なタンパクの活動の舞台となっており、精妙な分子間相互作用
のネットワークを介してタンパク分解装置としての秩序立った機能を発揮している（図１）
。分担者は、
超高磁場ＮＭＲを駆使してプロテアソームを構成するサブユニット間の相互作用ネットワークを明らか
にするとともに、シャペロンとの相互作用を介した超分子形成機構を解明する。さらに、試験管内におけ
る再構成系の確立を視野に入れて、プロテアソームの特定サブユニットに安定同位体標識を施し、ＮＭＲ
と中性子小角散乱を利用してサブユニットの空間配置に関する情報を収集することを計画する。また、プ
ロテアソームと PIPs との相互作用様式を明らかにし、タンパク分解装置の作動メカニズムを解明するこ
とを目指す。

図１

NMR と中性子小角散乱を駆使してプロテアソームサブユニットの空間配置を明らかにする
とともに、プロテアソームと PIPs の相互作用に関する情報を収集する。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．PAC3 をはじめとするプロテアソーム特異的シャペロンの立体構造を決定するとともに、NMR 解析
により Ump1（プロテアソーム集合シャペロンとして機能する天然変性タンパク質）のプロテアソー
ムサブユニット結合領域を同定した。
２．プロテアソーム分解の目印となるユビキチン重合体の立体構造及びその動態を NMR 解析により明ら
かにした。また、ユビキチン結合酵素による効率的なユビキチン鎖形成反応の構造基盤を明らかにし
た。
３．サブユニット選択的な安定同位体標識を利用した中性子小角散乱法により、それらのプロテアソーム
構成サブユニットの空間配置を決定した。さらに中性子小角散乱法により、溶液内におけるサブユニ
ット交換反応に関する速度論情報が得られることが明らかとなった。
４．PAC3 に結合してその 2 量体形成を阻害する化合物について、NMR を利用した相互作用解析を実施し、
阻害メカニズムに関する構造情報を得ることができた。
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５．変異導入により、プロテアソームの集合中間体を安定化することができた。また、プロテアソーム活
性化因子 PA28 の柔軟なループ領域の機能に関する知見を得ることができた。

PAC3

UbcH5b~Ubiquitin conjugate

Rpn14

Wild-type K48-linked tetra-ubiquitin
Cyclic K48-linked tetra-ubiquitin

図２

本プロジェクトで決定したタンパク質の立体構造

図３

サブユニット選択的な重水素標識を利用した中性子小角散乱による PA28 の立体構造とサブユニ

ット配置の決定
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．プロテアソーム特異的シャペロンの構造解析
①Proteasome-assembling chaperone３（PAC3）の結晶化に成功し、その結晶構造を 2.0Å の分解能で決
定した。PAC3 の構造は新規フォールドであり、結晶中でホモ 2 量体を形成していた。NMR 解析の結果
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より、PAC3 はホモ２量体形成時のサブユニット界面と同様な面を用いて PAC4 とのヘテロ２量体を形成
することが明らかとなった。
②プロテアソーム集合シャペロンの 1 つである天然変性タンパク質 Ump1 について、超高磁場 NMR を利
用した解析を実施し、主鎖シグナルの大部分を帰属することに成功した。帰属の確定した NMR シグナル
をプローブとして用いることにより、Ump1 は中央部分の残基を介してプロテアソームサブユニット複合
体と相互作用をしていることが示された。
③19S複合体の分子集合に関与するシャペロンである Rpn14 とNas2について結晶構造解析とNMR解析
を行った。Rpn14に関しては立体構造を報告することができた（水島グループとの連携）。Nas2に関し
ては良質な多次元NMRスペクトルを得ることに成功し、溶液中での構造解析を現在行っている。
２．ユビキチン‐プロテアソーム系に関するタンパク質の立体構造解析
①試験管内酵素反応によって調製したユビキチン重合体の立体構造を NMR 解析と結晶構造解析を通じて
明らかにした。特に、これまで調製することが困難であった野生型のユビキチン重合体の大量調製に成功
し、複数のイソペプチド結合を介して環状化したユビキチン重合体を利用するなどの工夫によって、ユビ
キチン重合体の静的構造のみならず、溶液中における立体構造のダイナミクスを明らかにすることができ
た。
②変異導入により安定化したユビキチン結合酵素（E2）である UbcH5b とユビキチンの連結体の立体構造
を決定することに成功した。この構造は、ユビキチン転移反応における活性部位の詳細情報をもたらした
ばかりでなく、E2 とユビキチンの連結体が自己会合して集合体を形成している様子を明らかにした。本
構造に基づいて、標的上の様々な部位に効率的なユビキチン修飾が実現されているというモデルを提唱
し、さらに、分子生物学的実験により、このモデルを裏付ける結果を得ることができた。
３．プロテアソームサブユニットの空間配置の解析
①プロテアソーム活性化因子 PA28 のαサブユニットのみを重水素標識した複合体を調製し、これを用い
た中性子小角散乱実験の結果から、PA28 は溶液中で 20S プロテアソームとの結合面を介して 2 量体を形
成していることを明らかにするとともに、複合体中におけるαサブユニットとβサブユニットの配置を解
明することができた。さらに、20S プロテアソームと PA28 の複合体についても水溶液中における分子サ
イズを決定することができた。
②プロテアソームのα7 サブユニットの複合体(ホモ 14 量体)の水溶液中におけるサブユニット交換現象
を、重水素化試料を用いた時分割中性子小角散乱法により捉えることに成功した。3 次元構造モデルに基
づいたシミュレーションを利用した速度論解析の結果、ホモ 14 量体中において交換可能なサブユニット
は 2 箇所のみであることが明らかとなった。さらに、サブユニット交換反応は複数のステップからなるこ
とが示された。
以上の成果は、学術論文誌上や学術集会において公表するのみならず、マスメディア、市民公開講座、
ホームページなどを通じて積極的に外部に公開している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１．プロテアソームの集合中間体の解析
酵母 20S プロテアソームを構成する全てのサブユニットおよびその集合に関与するシャペロン分子の
大腸菌発現系を構築し、それらを用いた試験管内サブユニット会合実験を通じて、シャペロン依存的に形
成される集合中間体を捉えることができた。また、サブユニット集合が自発的に進行する古細菌 20S プロ
テアソームを題材に、種々の部位特異変異導入実験を実施して安定な集合中間体を構築することができ
た。
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２．プロテアソーム特異的シャペロンを標的とする阻害化合物の相互作用解析
PAC3 に結合してその 2 量体形成を阻害する化合物について、NMR を利用した相互作用解析を実施し、
その阻害メカニズムに関する構造情報を得ることができた。
３．プロテアソーム活性化因子 PA28 のループ領域の機能解析
PA28 のαサブユニットに存在するループ領域は複合体を形成した状態でも極めて高い運動性を有して
いる。欠失変異体を用いた活性評価の結果、本ループ領域は基質分子のサイズに依存してそれらのプロテ
アソームによる分解効率に影響を与えていることが明らかとなった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

5件

PDB 登録の有無にかかわらず構

15 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

14 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

10 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
サブユニットを選択的に安定同位体標識したプロテアソームを調製して NMR と中性子小角散乱を利用
した溶液構造解析を行うことにより、サブユニットの空間配置に関する有益な情報を得ることができてい
る。とりわけ、重水素標識を利用した中性子小角散乱は巨大タンパク質複合体のダイナミクスに関する情
報をもたらすなど、当初の予想を上回る成果を挙げた。また本プロジェクトでは、溶液中で一定の３次元
構造を形成していない天然変性タンパク質も対象に含むため、解析は困難を極めることが予想されたが、
超高磁場 NMR 装置の活用によりこの問題は克服された。シャペロンと化合物との相互作用解析にも早期
に着手することが可能となり、また、関連タンパク質の立体構造決定も進展している。このように、当初
計画は順調に達成され、さらにそれを超えた成果も得られてきている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本課題内では、各機関が緊密な連携体制の下で研究を展開している。代表機関からの発現系および機能
情報の提供に基づいて、我々が構造解析を実施し、得られた構造情報をフィードバックすることによって
新たな機能解析が行われている。構造解析を担当する分担機関の間でも、相補的な実験手法を用いること
により、理想的な連携体制が確立している。その成果として多くの共著論文が発表されている。
９．他の課題との情報共有・連携
本プログラム内では、放射光 X 線結晶構造解析技術（若槻グループ）、タンパク質可溶化タグの利用（高
木グループ）
、ユビキチン系タンパク質の構造機能解析（岩井グループ）と、情報共有および連携・共同
研究を実施している。
本プログラム以外では、大型中性子線施設を利用した溶液散乱実験（京大）
、電子顕微鏡を利用した複
合体の構造解析（生理研）、プロテアソーム特異的シャペロンを標的とする創薬研究（産総研、東北大）
などを実施している。
１０．人材育成
本プログラムは当初、学生の参加に対する規則が厳しく、本研究費を使用した学会参加やシンポジウム
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参加には特別な手続きが必要であった。また、博士研究員に対しても本研究業務以外の仕事は制限されて
いたことから、大学で経験できる教育活動などには関与することができないため、人材育成は限られた範
囲で行った。学部学生、大学院生に対しては通常の教育、研究指導に加え、本プログラムにより導入した
研究設備により研究環境を充実させた。また、シンポジウム、技術開発の説明会などによる最先端の情報
や新技術を積極的に活用し、最先端の研究環境を提供した。博士研究員に対しては学会および本プログラ
ム関連のセミナーに対して積極的に参加させることにより、研究の情報、人的交流の場を提供した。また、
研究成果があがるよう指導すると共に、積極的に成果発表するようにした。
進路

2 人、大学院生

学部学生

大学院進学

ポスドク

研究機関就職

企業就職

1人

博士後期課程進学

1 人、

1人

１１．終了までの具体的な見通し
酵母および古細菌の系を対象にして得られた構造情報を、ヒトのシステムに順次還元して研究を展開し
ていく。既に、立体構造情報が得られているヒトのプロテアソーム特異的シャペロン PAC3 については、
プロテアソーム形成の選択的阻害剤の開発を視野に入れた共同研究を、産総研の夏目徹博士、広川貴次博
士、ならびに東北大院薬・土井隆行教授らと既に開始しており、Thielavia terricola RF-143 に由来する天然
物と PAC3 の相互作用について化学合成、インシリコ解析、NMR 解析を行っている。
また、本プロジェクトを通じて確立した技術をもとに、ユビキチン‐プロテアソーム系の破綻がもたら
す神経変性疾患の構造基盤の解明を目指した共同研究を、韓国・Yonsei 大学の Weontae Lee 教授と開始
している。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プロジェクトがもたらす構造情報により、PAC3 以外のヒトプロテアソーム集合シャペロンに関して
も、それらを標的とするプロテアソーム形成阻害剤の探索研究が加速されることになる。これにより、副
作用の少ない抗がん剤の開発へと応用される途が拓ける。
さらに、本プロジェクトの成果により、プロテアソームの試験管内再構成が可能となれば、これまで実
施することが不可能であったプロテアソーム活性部位への大胆な変異導入や、分光学的解析あるいは１分
子解析のための化学プローブの導入が可能となる。こうした研究を通じて創出される新規機能を賦与した
“人工プロテアソーム”を利用することにより、タンパク質科学、細胞生物学の新たな進展が促され、さ
らにはそれらの成果を応用した産業展開が期待される。
１３．特記事項
・PAC3 の立体構造を掲載した論文の成果は、掲載号（Nature Struct. Mol. Biol. 15, 2008）の表紙を飾った。
・UbcH5b‐ユビキチン連結体の構造決定の成果は、日経産業新聞、科学新聞にとりあげられた。
・中性子小角散乱の研究成果は英国大型中性子線施設 ISIS のサイエンスハイライトにとりあげられた。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

9,723

9,853

9,866

旅費（千円）

235

業務実施費（千円）

10,000

8,739

8,609

8,596

その他（千円）

247

間接経費（千円）

3,000

5,538

5,538

5,538

間接経費（千円）

1,915

21,529

合計（千円）

13,000

24,000

24,000

24,000

合計（千円）

8,300

93,300
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計

969
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分 担 機 関 の 課 題 名

立体構造を基盤とした分子集合装置によるプロテアソーム複合体構築機構
の解析

分

担

機

関

機関の代表研究者名

兵庫県立大学
水島

恒裕

１．課題開始時における各機関の達成目標
26S プロテアソームは多数のサブユニットがそれぞれ厳密に配置されることで非常に高度な機能を獲
得し生体内で様々な役割を担っている。本研究グループでは 26S プロテアソーム分子集合における各段
階をサブユニット-シャペロンの複合体状態で立体構造を決定することにより、プロテアソームの複合
体形成機構の解明を目指す。
図 1. プロテアソームの
分子集合機構
20S プロテアソーム特異
的シャペロン(PAC1-4,
Dmp1/2, Pba1/2, Ump1:丸
印下)、19S RP 特異的シ
ャペロン(Rpn14, Hsm3,
Nas2, Nas6:丸印上)の立
体構造解析を行い、その
機能解明により、プロテ
アソーム複合体形成機
構を明らかにする。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１. 20S プロテアソーム特異的シャペロン Dmp1/2、Dmp1/2-α5 複合体の立体構造解析に成功し、構造を
もとにした機能解析により α サブユニット形成時における Dmp1/2 の作動機構を明らかにした。
２. 19S 複合体シャペロン Rpn14 の立体構造を決定し、立体構造をもとに変異体を用いた機能解析を行
い、26S プロテアソーム形成において Rpn14 の果たす役割を示した。また、Hsm3 の立体構造解析を行
った。
３. プロテアソーム結合タンパク質のひとつ、脱ユビキチン化酵素 UCH37 の立体構造解析を行った。
４. LC3（オートファジー関連遺伝子産物）と p62（ポリユビキチン結合タンパク質）の相互作用につい
て構造生物学的に解析し、選択的オートファジーの分子機構解明に成功した。
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図 2. プロテアソーム複合体形成経路と立体構造解析結果
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．「20S プロテアソーム特異的シャペロンの構造解析」
酵母プロテアソーム複合体構築に関与するシャペロンタンパク質 Dmp1/2 複合体、Dmp1/2-α5 複合体
の立体構造をＸ線結晶構造解析により決定した。決定した結晶構造の分解能は Dmp1/2 複合体 1.96Å、
Dmp1/2-α5 複合体 2.90Å であり、それぞれ Se-MAD 法、分子置換法により構造を決定した。Dmp1/2 複
合体はアミノ酸の配列相同性は低いがよく似た立体構造を取っており、それぞれの β シート間で β サン
ドイッチ構造を形成しヘテロ二量体を形成していることが明らかとなった。さらに Dmp1/2-α5 複合体構
造から Dmp1/2 複合体がプロテアソームの α5 サブユニットを二量体の境界領域で認識し、それにより
プロテアソーム複合体形成における中間体を形成し、その後 β サブユニットの結合により解離するモデ
ルが構築できた。(Nat. Struct. Mol. Biol. 15, 228-236, 2008)
哺乳類 PAC1/2 シャペロンの酵母ホモログである Pba1/2 の結晶化に成功した。本結晶は構造解析を行
うためには分解能が不十分なため、結晶化条件の検討を行っている。
２．「19S 複合体シャペロンの構造解析」
19S 複合体の分子集合に関与するシャペロンとして研究代表者のグループより Nas6、Rpn14、Nas2、
Hsm3 が同定された。これら 4 種類のタンパク質より構造既知の Nas6 以外の Rpn14、Nas2、Hsm3 につ
いて大腸菌発現系を構築し、それぞれの結晶化および構造解析により、Rpn14、Hsm3 のＸ線結晶構造
解析に成功した。決定した結晶構造の分解能は Rpn14、Hsm3 共に 2.0Å であり、それぞれ Se-MAD 法に
より構造を決定した。Rpn14 は N 末の小ドメインと β プロペラ構造から形成されており、分子表面に酸
性電荷に富んだ特徴的な領域を持つことが示された。(J. Biol. Chem. 285, 15159-15166, 2010)
Hsm3 は HEAT リピート構造が 12 個つながった、全体として C 字型の立体構造を形成していた。ま
た、Hsm3 の構造研究では複合体を形成するプロテアソーム Rpt1 サブユニットの C 末領域との複合体
との共結晶化に成功した。
３．「ユビキチン相互作用タンパク質 UCH37 の構造解析」
19S 制御因子複合体に結合する脱ユビキチン化酵素 UCH37 の立体構造をＸ線結晶構造解析により 2.2
Å 分解能で決定した。さらに、その立体構造を既知の脱ユビキチン化酵素 UCH-L3 と比較することによ
り、UCH37 は他の UCH 酵素より大きな基質の認識に適した立体構造を取っていることを明らかにした。
(BBRC. 285, 15159-15166, 2010)
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４．「選択的オートファジーの分子機構に関する構造基盤の解明」
本課題はプロテアソームの解析を主目標にしているが、オートファジーとユビキチン経路は独立では
なくお互いに関係していることから、その解析、研究を行っている。選択的オートファジーのキー分子
として研究代表者のグループにより同定された p62（ポリユビキチン鎖とオートファジー膜の構成タン
パク質 LC3/Atg8 と両者に結合する分子）と LC3 の相互作用解析を目指し、p62 の LC3 結合ドメインを
同定すると共に、両者の X 線結晶構造解析に成功し、選択的オートファジーの分子メカニズムの解明に
成功した。(J. Biol. Chem. 283, 22847-22857, 2008)
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１．「20S プロテアソーム特異的シャペロンの機能解析」
20S プロテアソーム α-Ring の分子集合特異的シャペロン Dmp1/2 と α5 の複合体構造より、プロテア
ソーム形成中間体モデルを作製し機能解析を行った。その結果、Dmp1/2 は α5 と結合し、単独で会合状
態を形成しやすい α4 を α5 の隣に配置する機能を果たすことを明らかにした。
２．「19S 複合体シャペロンの機能解析」
19S 複合体シャペロン Rpn14 の立体構造をもとに Rpt6 との相互作用部位を予想し、変異体を用いた
機能解析により、Rpn14 による Rpt6 の認識および結合阻害によるプロテアソーム形成に対する影響を
示した。
３．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構

9件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

1件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
１．「20S プロテアソーム特異的シャペロンの構造、機能解析」
20S プロテアソームのシャペロン研究では当初計画した、Dmp1/2 の構造解析、機能解析に成功し、シ
ャペロンの作動機構を明らかにするなど大きな成果を得た。PAC1/2 の構造解析に関しては予定より遅
れているが、酵母ホモログ Pba1/2 の結晶化に成功しており、研究期間内での成果が期待できる。
２．「19S 制御複合体シャペロンの構造、機能解析」
19S 制御複合体シャペロン研究では研究代表者のグループにより新たに見出されたシャペロンから
Rpn14、Hsm3 の立体構造解析に成功したことから、当初計画通りに達成できていると言える。
８．課題内の情報共有・連携体制
プロテアソーム複合体構築機構の解析では、Dmp1/2, Rpn14, Hsm3 (田中、加藤、水島グループ)、脱ユ
ビキチン化酵素(UCH37) (田中、森本、水島グループ)、LC3-p62(田中、水島グループ)の研究成果が全て
課題内の複数グループとの共同研究であり、十分な情報共有、連携が行われている。
特に研究代表者グループにより発見された新規シャペロンの構造解析は、研究の初期段階から構造解
析を開始することにより、Dmp1/2 研究では発見、機能解析、構造解析を含めた一つの論文として報告
した。また、Rpn14 の研究に関しても構造決定後、共同で機能解析を行っており、十分な連携体制であ
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る。
９．他の課題との情報共有・連携
プロテアソーム複合体構築機構の解析では、シャペロンや相互サブユニット複合体構造解析と共に、
シャペロンを含めたプロテアソームのサブ複合体の構造解析を目指している。そのため研究代表者グル
ープと共に生産技術グループ(横山グループ、遠藤グループ、高木グループ)との共同研究も行っており、
新規開発された大腸菌共発現系、コムギ胚芽セルフリー系によるタンパク質発現系を使用し、シャペロ
ンを含む 26S プロテアソームのサブ複合体の発現系作製を行っている。その結果、コムギ胚芽セルフリ
ー系（遠藤グループ）を用いた base、lid の部分中間体であるモジュール単位の精製に成功し、結晶化、
構造解析に向けた準備を行っている。
１０．人材育成
本プログラムは当初、学生の参加に対する規則が厳しく、本研究費を使用した学会参加やシンポジウ
ム参加には特別な手続きが必要であった。またポスドクに対しても本研究業務以外の仕事は制限されて
いたことから、大学で経験できる教育活動などには関与することができないため、人材育成は限られた
範囲で行った。
学部学生、大学院生に対しては通常の教育、研究指導に加え、本研究プロジェクトにより導入した研
究設備により研究環境を充実させた。また、シンポジウム、技術開発の説明会などによる最先端の情報
や新技術を積極的に活用し、最先端の研究環境を提供した。
ポスドクに対しては学会および本プロジェクト関係のセミナーに対して積極的に参加させることに
より、研究の情報、人的交流の場を提供した。また、研究成果があがるよう指導すると共に、積極的に
成果発表するようにした。
進路

1 人、大学院生

学部学生

大学院進学

ポスドク

研究機関就職

企業就職

3人

博士後期課程進学

1人

1人

１１．終了までの具体的な見通し
１．「20S プロテアソーム特異的シャペロンの構造、機能解析」
20S プロテアソーム特異的シャペロン(PAC1/2,Dmp1/2,Ump1)の解析では Ump1 は天然状態で特定の立
体構造をとらないことから、プログラム中でのＸ線結晶構造解析による構造決定は困難である。しかし、
PAC1/2 は現在、Ｘ線結晶構造解析を行っており酵母ホモログ Pba1/2 の結晶化に成功している。さらに、
PAC1/2 の古細菌ホモログ PbaA/B が報告されたことから、それらの構造解析も開始した。これらの研究
よりプログラム期間中に Ump1 を除く、20S プロテアソーム特異的シャペロンの構造決定、機能解析が
期待できる。
２．「19S 制御複合体シャペロンの構造、機能解析」
19S 制御複合体シャペロン(Rpn14,Hsm3,Nas2,Nas6)の解析では Rpn14、Hsm3 の構造解析に成功してい
る。Hsm3 は Rpt1C との複合体結晶化にも成功していることから、プロジェクト期間内に結晶の改良を
行い、複合体構造の決定および Hsm3 の機能解析を行う。Hsm3 は 19S 制御複合体 Base の分子集合にお
いて、ATPase リングに加え他のサブユニット(Rpn1)の会合にも関わるシャペロンであることから、複合
体状態の立体構造解析は、新規のシャペロン作動機構の解明に重要である。また、これら 4 分子のシャ
ペロン中、立体構造が未知である Nas2 に関しては NMR による解析、機能ドメインの探索および結晶
化を行い、構造決定を行っている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
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プロテアソームの阻害剤はこれまでに医薬品として用いられているが副作用の問題が大きく、プロテ
アソーム専用シャペロンは新たな医薬品の標的として有効である。これまでに立体構造を決定したプロ
テアソーム専用シャペロンは酵母のものが多く、医薬品開発に用いることが困難であるためヒト由来の
プロテアソーム専用シャペロン、プロテアソーム相互作用タンパク質の立体構造解析にも取り組み、知
財獲得を目指し化合物ライブラリーとの共同研究を行う。
また、プロテアソーム分子集合シャペロンの研究より蓄積した、超分子複合体の形成機構は生体内に
存在する多くの複合体タンパク質の構造形成の研究の基盤となる。さらに、分子集合シャペロンの作動
機構研究で行った複合体の試験管内再構成は、生体機能の維持に必須なタンパク質であるため機能上の
重要な部位への変異導入は致死となってしまうプロテアソームの変異体作製を可能にすることから、新
たな研究手段としての応用が考えられる。
１３．特記事項
Yashiroda, H., Mizushima, T., Okamoto, K., Kameyama, T., Hayashi, H., Kishimoto, T., Kasahara, M.,
Kurimoto, E., Sakata, E., Suzuki, A., Hirano, Y., Murata, S., Kato, K., Yamane, T., and Tanaka, K. (2008)
Crystal structure of a chaperone complex that contributes to the assembly of yeast 20S proteasomes. Nature
Struct. Mol. Biol., 15, 228 - 236
上記論文で発表した、我々の提案モデルが本誌（本論文掲載号）の表紙を飾った。
１４．研究費一覧
20-22 年度は名古屋市立大学に所属
１９年度
設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

1,500

２３年度
物品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

2,542.134

旅費（千円）

業務実施費（千円）

5,957.866

その他（千円）

間接経費（千円）

3,000

間接経費（千円）

合計（千円）

13,000

合計（千円）
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計

5,041.476
0
841.140
502
1915.384

4915.384

8,300

21,300
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課

題

名

オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤

機

関

名

国立大学法人 北海道大学

代 表 研 究 者 名

大学院先端生命科学研究院

特任教授

稲垣 冬彦

１．課題開始時における達成目標
オートファジーは、細胞内の主要な分解経路であり、近年様々な高次生理機能や病態に関わっている
ことが明らかになり、にわかに注目を集める分野となってきた。オートファジーに関与するタンパク質
群が同定されたものの、オートファジーの分子機構に関してはほとんど未解明の状態である。オートフ
ァジーの分子機構を理解する上で、それぞれの構成因子、およびその複合体の構造の解明は重要な意義
を持っている。特に、Atg タンパク質は時間的空間的に極めて密接に相互作用しながら、オートファゴ
ソーム形成という従来の機構では説明できない膜動態に関わっている。そのため、個々の因子の構造の
みならず、Atg タンパク質群の相互作用や複合体形成の分子機構を明らかにすることが必要である。そ
のために、オートファ
ゴソーム膜形成の起
点となる PAS および

Atg12 syste m

膜伸長に関与する Atg
タンパク質 (図 1) の
大量調製法を確立し、
機能解析、構造解析を
行なうとともに、Atg
タンパク質間の相互
作用を明らかにする
ため複合体について
も構造解析を進める。
以上、オートファジー
の分子機構を Atg タ
ンパク質の構造に基
づいて解明すること
を目的とする。

Atg8 system

vacuole

Atg8 R

Atg12

Atg4
Atg10

Atg12

*

Atg7

Atg12 Atg5
Atg16 Atg5 Atg12
Atg16 Atg5 Atg12

Atg1 kinase complex
Atg1
Atg17 Atg13
PAS
Atg29 Atg31
Atg6
Atg14
Vps15 Vps34

Atg8
Atg8

*
Atg3

degradation

Atg8 PE

Autophagoso me

structure determination
Atg9 Atg18
Atg2
Atg9 membrane
protein complex

crystalization
purification
expression

PI3 kinase complex

図１．オートファジーに必須な蛋白質群

２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本研究プログラムは、基礎生物学研究所、現東京工業大学大隅良典のグループと北大稲垣冬彦のグルー
プが、それぞれ機能解析、構造解析を分担して進める計画として立案された。両グループは頻繁に会合
をもち、緊密な連絡の下に情報を交換し、タンパク質の精製、プラスミド・発現株の構築、変異株の作
製を行ってきた。必要とされるオートファジーに関する生化学的な定量評価、顕微鏡観察による機能解
析を大隅グループで行い、稲垣グループでは大隅研で作製されたプラスミドを用いて Atg タンパク質の
大量発現調製を行なった。その結果稲垣グループの構造解析の成果報告に見られるように本プログラム
により Atg 結合系タンパク質のすべておよびそれらの複合体の構造（図 2）を明らかにすることが出来
た。さらに、得られた構造情報を機能解析にフィードバックすることにより、オートファジーの機構に
関し新しい知見を得た。これらの成果は国際的にも高い評価が与えられ、国際学会等でも発表をしてい
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る。
Human Atg4B

Atg3

Human Atg4B‐LC3
complex

Atg6
Atg8

LC3

Atg7
Isolation membrane

Atg19
ABD

Atg16
Plant Atg12b

CCD

Atg8‐Atg19AIM
complex

KmAtg10
Atg12‐Atg5‐Atg16N
complex

Ams1

Ape1

Selective cargo

図２

Atg12, Atg8結合系に含まれる蛋白質の立体構造

（２）構造解析に関する進捗及び成果
稲垣の成果報告書に述べているように、Atg8, Atg12 結合系に含まれるすべての Atg タンパク質の構造お
よびいくつかの複合体の構造を決定することができた。Atg 結合系は隔離膜の膜伸長の過程で重要な役
割を果たしているが、本プログラムの成果により構造を基盤としてオートファジー膜伸長の機構を解明
することが可能となった。また、膜伸長の起点となる PAS については、飢餓シグナルにより mTOR の
キナーゼ活性が抑制されると、Atg13 のリン酸化が阻害されオートファジーが進行することが知られて
いる。実際 in vitro で非リン酸化 Atg13 が Atg17-Atg29-Atg31-Atg1-Atg13 の 5 者複合体を形成することを
明らかにした。また、PAS の位置を決定する PI3K 複合体のサブユニットである Atg6 の C 末端構造を決
定した。このドメインが PI3K を PAS にリクルートするうえで必須なドメインであることを明らかにし
た。PAS 研究の構造的基盤および PI3K のオートファジーにおける役割の解明を今後も引き続いて行う。
以上構造解析の面で、本研究プログラムは大きな進展を見せた。また、その成果は国際的にも一流誌に
報告され、高い評価を受けている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
大隅グループの成果の詳細については成果報告書（各機関）ですでに述べた。ここでは箇条書きで本プ
ログラムにおける研究の進展を示す。オートファジーにおける各 Atg タンパク質の細胞内の挙動を明ら
かにすることにより、オートファジーが各 Atg タンパク質の動的な挙動の中で進行すること等、新規知
見を得ることができた。オートファジーの核心に迫る研究成果が蓄積されている点は評価すべき点と考
える。大隅グループのオートファジー研究は国際的にも高い評価を受け、国際誌への報告も多い。
①

Atg タンパク質の可視化、PAS 動態解析

②

結合反応系の機能解析

③

PAS の足場を構成する複合体の機能解析

④

PI3 キナーゼの解析

⑤

Atg2, Atg18 の機能解析

⑥

選択的オートファジーとその生理機能

⑦

オートファゴソームの分離と積荷の解析
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３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

10 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

17 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

54 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

3件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 2 件）

７．当初計画に対する達成度
本研究課題では北大稲垣グループが、構造解析、東工大の大隅グループが機能解析を進めるという明
確な役割分担のもとに本研究プログラムを計画した。お互いに相補的で、かつ得られた情報が共有され
次のステップに生かされるという意味でも極めて有効な共同研究として機能して来たと自負している。
これまで全く手がついていなかったオートファジーに必須の Atg タンパク質の構造情報が得られたこ
とは特筆すべきことであり、国際的にも他の追随を許さない確固とした基盤を確立することができた。
これらの構造情報は、オートファジーの様々な高次生理機能、病態との関わりを解明する上でも重要な
基礎を与えると考えている。
最終年度に向かってこれまでの成果に基づき、構造情報に基づいた解析が可能となり、それらの解析か
らオートファジーの分子機構の解明が可能な段階となった
８．課題内の情報共有・連携体制
稲垣グループと大隅グループは「タンパク 3000 プロジェクト」において、既に緊密な共同研究体制を
作り上げてきた。本研究ではこれまでの共同研究実績に基づき、大隅グループは機能解析を行うととも
に、種々の発現系を用いたオートファジータンパク質の発現検討を行なった。稲垣グループでは、大隅
グループにおいて作製された全長タンパク質やドメインの発現系を用いて、構造解析に必要なタンパク
質の大量調製を行ない、X 線結晶構造解析、NMR 法により Atg タンパク質単体および複合体の構造を
決定した。これらの構造情報に基づき、両グループの共同で in vivo, in vitro 機能研究を行った。Atg タ
ンパク質の構造情報、機能情報を共有化するため、しばしばグループ研究会を開いてきた。また、稲垣
グループの学生が大隅研において、酵母のオートファジーに必要な技術を習得する等、積極的に技術移
転がおこなわれた。また、電話による研究連絡は絶えず行っており、両グループ間の連携、情報の共有
化は円滑に行われている。
稲垣グループと甲斐荘グループは Atg タンパク質への SAIL 法の応用を試みている。このために稲垣グ
ループでは甲斐荘グループの指導のもとに無細胞タンパク質合成系を導入した。
９．他の課題との情報共有・連携
（１）「ガンや様々な疾病に関与するファミリータンパク質の機能構造解析から創薬まで」代表・東北
大薬・青木淳賢教授との共同研究: Atg8 による新規ホスホリパーゼ認識機構の解明
（２）「自然免疫システムにに関わる分子群の構造解析」代表・阪大微研・審良静男教授との共同研究：
自然免疫に関わる新規タンパク質群の構造生物学的解明
（３）「化合物ライブラリーの基盤構築と蛋白質制御技術の開発」代表・東大薬・長野哲雄教授および
理研グループとの共同研究：オートファジー蛋白質阻害剤、亢進剤の探索
（４）D 課題「SAIL 法によるタンパク質構造解析技術の多様化」代表・名大理・甲斐荘正恒教授との共
同研究：SAIL 法を用いた蛋白質の NMR 構造決定
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１０．人材育成
稲垣グループでは、研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識
の先鋭化を図った。構造生物学的な研究手法の習得については、学部生、院生への教育訓練を行なうと
ともに、院生、ポスドクがしばしば大隅研究室を訪れ、細胞生物学的な研究の考え方や研究手法を身に
つけた。また、オートファジーにかかわる Atg 因子の機能解析を進めるうえでも、構造情報の重要性を
学び、実際に即して考えることができるようになった点で、大隅グループの若手にとっても大きなイン
パクトがあった。双方にとって実り多い共同プロジェクトであった。プロジェクトの期間を通して多く
の人材が育った。院生、ポスドクの中から、国立大学の助教に採用されたものが 2 名、公益法人の研究
所の研究員 1 名、大手製薬会社の研究員 5 名、海外学振ポスドク 1 名（予定 1 名）
、他大学の博士課程
進学 2 名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育成の観点からも成
功したプロジェクトといえる。
１１．終了までの具体的な見通し
Atg 結合系の蛋白質複合体の構造を決定し、機能面と構造面より結合反応を明らかにする。膜新生につ
いては PAS の規定となる Atg17-Atg29-Atg31-Atg1-Atg13 複合体および PI3K 複合体の結晶構造解析に集
中する。最終目標はオートファジーin vitro 再構成系の構築であり、この目的の遂行に沿って研究を推進
する。
オートファジー阻害剤の探索を化合物ライブラリーと共同で行っているが、すでにサブマイクロモルオ
ーダーの LC3 結合阻害剤が見つかっている。今後、プロセシング酵素である Atg4 についても阻害剤を
探索する。また、オートファジ―亢進剤の開発を行い、神経変性疾患等の有効な治療薬の開発を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
オートファジーは我が国発のオリジナルな細胞生物学研究であり、機能から構造まで我が国が国際的に
リードしている研究分野である。また、オートファジー阻害剤、亢進剤の開発は神経変性疾患に有効と
考えられ、医学的にも大きなインパクトを持つ。既に有望な阻害剤が見出されているのも心強い。
当研究室で開発し、当プロジェクトで使用している NMR 解析ソフト Olivia について Agilent 社(米国)
よりライセンス供与の依頼を受けている。今後 Agilent 社 NMR 装置のバンドルソフトとしていくとの
ことである。Agilent 社 NMR への Olivia のバンドル化が実現すれば、本プロジェクトのもう一つの大
きな成果となる。
１３．特記事項
残された１年足らずの間にインパクトの高い構造情報と機能解析が相互に関わった論文が少なくとも
数報公表することができるところまで来ている。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

20,761

2,400

4,550

9,114

0

0

0

0

人件費（千円）

19,401

33,636

33,090

業務実施費（千円）

15,223

21,656

間接経費（千円）

16,615

合計（千円）

72,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

4,870

人件費・謝金（千円）

28,202

29,871

旅費（千円）

1,262

14,668

13,323

その他（千円）

1,897

17,308

15,692

15,692

間接経費（千円）

10,869

76,177

75,000

68,000

68,000

合計（千円）

47,100

330,100
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代表／分担機関の課題名
代 表 ／ 分 担 機 関
機関の代表研究者名

オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤
国立大学法人 北海道大学
大学院先端生命科学研究院 特任教授 稲垣 冬彦

１．課題開始時における各機関の達成目標
オートファジーは、細胞内の主要な分解経路であり、近年様々な高次生理機能や病態に関わっている
ことが明らかになり、にわかに注目を集める分野となってきた。オートファジーに関与するタンパク質
群が同定されたものの、オートファジーの分子機構に関してはほとんど未解明の状態である。オートフ
ァジーの分子機構を理解する上で、それぞれの構成因子、およびその複合体の構造の解明は重要な意義
を持っている。特に、Atg タンパク質は時間的空間的に極めて密接に相互作用しながら、オートファゴ
ソーム形成という従来の機構では説明できない膜動態に関わっている。そのため、個々の因子の構造の
みならず、Atg タンパク質群の相
Atg12 system
Atg8 system
vacuole
互作用や複合体形成の分子機構
Atg8 R
Atg12
を明らかにすることが必要であ
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Atg16
立し、機能解析、構造解析を行な
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うとともに、Atg タンパク質間の
structure determination
Atg1 kinase complex
相互作用を明らかにするため複
Atg1
crystalization
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合体についても構造解析を進め
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Atg2
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る。以上、本研究はオートファジ
Atg6
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expression
Atg14
protein complex
ーの分子機構を Atg タンパク質
Vps15 Vps34
の構造に基づいて解明すること
PI3 kinase complex
を目的とする。

図１．オートファジーに必須な蛋白質群
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１） 成果概要
Ⅰ． Atg 結合系タンパク質の試
料調製、結晶化および X 線結
Human Atg4B
Atg3
晶構造解析（図 2）
① Atg8 プ ロ セ シ ン グ 酵 素
Atg4 と LC3 の複合体の構造と
活性化機構を解明した。
② オートファジーにおける
E1 様 酵 素 Atg7 お よ び
Atg8
LC3
Atg7-Atg8 複合体の構造を決
Atg7
定し、チオエステル中間体の
形成機構を解明した。
Atg16
③ Atg12-Atg5 結合体および
Atg16 の構造を決定した。構
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KmAtg10
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complex
複合体のモデルを作製し、
Atg8-PE 結合体形成において
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complex
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Atg8‐Atg19AIM
complex
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Selective cargo

Atg12, Atg8結合系に含まれる蛋白質の立体構造
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複合体が果たす E3 機能について考察した。
④ Atg12-Atg5 結合体形成の E2 として働く Atg10 の構造を明かにした。
Ⅱ．オートファゴソーム膜伸張の基点(PAS)形成に関わるタンパク質の試料調製、結晶化および X 線結
晶構造解析(図 1, 図 2)
① Atg17-Atg29-Atg31 複合体は、Atg1-Atg13 kinase 複合体と 5 者複合体を形成することを明らかにした。
5 者複合体の構造を明らかにするため、結晶化を進めている
② PI3 kinase 複合体の subunit である Atg6 の C 末端領域の構造を明らかにし BARA ドメインと名付け
た。BARA ドメインが PI3K を PAS にリクルートするために必須であることを明らかにした。
Ⅲ． NMR 法による Atg 結合系タンパク質の相互作用解析の検討(図 2)
① 選択的オートファジーは蛋白質凝集体や細胞内に侵入した細菌の除去に重要な役割を果たしてい
る。選択的オートファジーにおいて WXXL モチーフが Atg8 ファミリー蛋白質をリクルートし、選択的
オートファジーに重要な役割を果たしていることを明らかにした。
② Atg3 に含まれる WXXL モチーフと Atg8 の相互作用を解明し、この相互作用が選択的オートファジ
ーにおいて重要な役割を果たしていることを明らかにした。
（２） 構造解析に関する進捗及び成果
Ⅰ．Atg 結合系タンパク質の試料調製、結晶化および X 線結晶構造解析
① Atg4-LC3 複合体の構造解析(図 2)
Atg4 は LC3（ヒト Atg8 ホモログ)の C 末領域を切断することにより C 末端に Gly を露出させ、PE 結
合反応を誘導するとともに、脱 PE 化反応を行う事によりオートファゴソーム成熟後の LC3 のリサイク
ルを行なう分解酵素である。我々は、フリーの Atg4 および Atg4-LC3 複合体について結晶構造解析を行
った。Atg4 はパパイン様のコア構造の他に制御領域を含むこと、制御領域に LC3 が結合することによ
りフリーの Atg4 では閉じていた活性部位が開構造をとる事を明らかにした。その結果 LC3 のＣ末端領
域は活性部位に入りこみ、活性 Cys により切断され Gly が露出される機構が示された。オートファジー
は飢餓により誘導された LC3 の発現を契機として始まる。LC3 が Atg4 に結合して初めて Atg4 が活性
化される機構は、オートファジー誘導を厳密に制御出来る点で合目的である。
② Atg7 の結晶構造解析(図 2)
オートファジー結合系の E1 酵素である Atg7 の X 線結晶構造解析を行った。Atg7 はホモ二量体を形
成し、大きく N 末端ドメイン(NTD)と C 末端ドメイン(CTD)の 2 つのドメインから構成されており、そ
の間はリンカーでつながっているのみで、ドメイン間の相互作用は観察されなかった。CTD に含まれる
adenylation domain(AD)を介して Atg7 は二量体化していた。一方、NTD は既知の構造ドメインとは高い
相同性をもたない新規ドメインであった。これらのドメインの機能を調べるため、in vitro pull-down assay
を行ったところ、NTD は E2 分子である Atg3 との結合能を有していること、CTD の C 末端領域を介し
て Atg8 と相互作用していることがわかった。さらに in vitro conjugation assay によって、Atg7 は CTD の
みで Atg7~Atg8 チオエステル結合中間体形成まで反応を進めることができた。これらの結果から、Atg7
は CTD の C 末端領域によって Atg8 と相互作用し、自身の AD へと Atg8 を近づけることで Atg7~Atg8
チオエステル結合中間体を形成し、さらに NTD に結合した Atg3 に Atg8 をトランス機構で受け渡すこ
とで反応を触媒していると考えられる。得られた構造情報をもとに、各種点変異体を作製し、Atg8、Atg3
との結合実験を行い、Atg7~Atg8, Atg3~Atg8 チオエステル中間体生成の分子機構を解明した。
③ Atg12-Atg5-Atg16N 末端領域および Atg16 全長の結晶構造と Atg12-Atg5-Atg16 複合体モデル
Atg5, Atg7, Atg10 および Atg12 の 4 種類の蛋白質を大腸菌内で共発現させ、菌体内で Atg12 結合系を
再構成し、Atg12-Atg5 結合体を大量調製することに成功した。精製した Atg12-Atg5 結合体に Atg16 の N
末端領域（Atg16N; Atg5 結合領域）を混合することで、Atg12-Atg5-Atg16N 複合体を調製し結晶を得る
ことに成功した。得られた結晶から分解能 2.6 Å の回折データを収集し、分子置換法により構造決定し
た。ついで、Atg16 全長の結晶構造解析を行った。Atg16 は長い一本のへリックスからなり、二分子が
平行に向かい合って coiled-coil を形成し、二量体構造を取っていた。Atg16 の構造と Atg12-Atg5-Atg16N
末端複合体の構造を考慮してモデルを構築すると、Atg16 の coiled-coil ダイマー構造の N 末端側に、可
動性の Atg12-Atg5 結合体が 2 つ付くような構造となった(図 3)。Atg12-Atg5-Atg16 複合体は隔離膜の外
側の膜に存在し、完成したオートファゴソームから遊離することが知られており、オートファゴソーム
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形成における足場タンパク質と考えられる。Atg16 を介して隔離膜に結合した複合体の Atg12 に
Atg3-Atg8 中間体をリクルートすることにより、隔離膜に存在する PE との結合体形成を効率的に行なっ
ていると考えられる。
④ Atg12-Atg5 結合体形成の E2 として働く Atg10 の構造決定と結合体形成機構の構造的基盤
タンパク質の熱安定性が優れていることが期待される耐熱性酵母(Kluyveromyces marxianus)由来
Atg10(以下 KmAtg10)の立体構造解析を NMR により行った。KmAtg10 は良く収束したコンパクトな構
造をとり、4 つの α へリックスと 6 つの β シートから構成さ
れていることが明らかとなった(図 2)。 Dali database にて構
造比較を行った結果、KmAtg10 の立体構造は同じ Atg8 結合
系の E2 様タンパク質 Atg3 と最も類似しており、ユビキチン
系の E2 様タンパク質とは異なる構造をとることが分かっ
た。オートファジー独自の E2 ファミリーに分類されること
が示唆された。次いで、Atg12 結合系の唯一の基質タンパク
質 Atg5 との相互作用解析を、2H, 15N-KmAtg10 と KmAtg5 を
用いた転移交差飽和法により行い、KmAtg5 との相互作用面
の同定に成功した。相互作用面の構造情報を基に作製した点
変 異 体 を 用 い て in vitro hetero-conjugation assay を 行 い
AtAtg12-KmAtg5 結合体形成能への影響を評価した結果、
KmAtg10 の Y56, T99, N114, T118 が AtAtg12-KmAtg5 結合体
形成に重要な役割を果たしていることを明らかにした。これ
らに相当するアミノ酸残基は in vivo における Atg12-Atg5 結
図 3 Atg12-Atg5-Atg16 のモデル構造
合体形成においても重要であることがわかった。
Ⅱ．オートファゴソーム膜伸張の基点(PAS)形成に関わるタンパク質の試料調製、結晶化および X 線結
晶構造解析
① Atg17-Atg29-Atg31-Atg1-Atg13 の 5 者複合体の調製
細胞が飢餓になると，通常高度にリン酸化されている Atg13 が脱リン酸化され，Atg1 と結合する。
そ の 結 果 形 成 さ れ た Atg1-Atg13 複 合 体 は Atg17-Atg29-Atg31 複 合 体 と さ ら に 結 合 し て
Atg1-Atg13-Atg17-Atg29-Atg31 の 5 者複合体を形成する。この 5 者複合体がオートファゴソーム膜形
成の起点である PAS を形成し，オートファジーが進行する。今回、Atg1 と Atg13 の大量調製を進め、
両者が複合体を形成すること、更に Atg1-Atg13-Atg17-Atg29-Atg31 の 5 者が in vitro において分子
量 100 万 Da 程度の安定な複合体を形成することを明らかにした。アフィニティークロマトグラフィー
およびゲルろ過クロマトグラフィーによる精製を行うことで，結晶化サンプルを得，結晶化スクリーニ
ングを進めた。現在単結晶の作製には成功していない。
② PI3 kinase 複合体の subunit である Atg6 の C 末端領域の構造解析(図 2)
オートファジー に特異的な PI3 キナーゼとして Vps15-Vps34-Atg6-Atg14 複合体が知られている。
Vps34 はキナーゼの活性本体であり，Vps15 はその活性化因子として機能することがわかっている。ま
た Atg14 はこの複合体が PAS に局在するために必須な役割を担う。しかしながら Atg6 はこれまで具
体的な機能がわかっていなかった。今回 Atg6 の C 末端ドメインの構造を始めて明らかにした。C 末端
ドメインは 3 本のβストランドからなるβシート１つとαへリックス１つからなる構造を単位として，そ
れが 3 回繰り返された構造を取っていた。Dali データベースを用いた構造比較を行った結果，このドメ
インは新規フォールドであることが明らかとなった。そこでこのドメインを，β/α repeated，autophagy
specific domain (BARA)と命名した。BARA の機能を明らかにするため，酵母を用いた機能解析を行っ
た。その結果，BARA は Atg14 が PAS 局在するために必須であることがわかった。今回の結果から
Atg6 は Atg14 と協力して PI3 キナーゼが PAS 局在するために重要な役割を果たしていることが明ら
かとなった。
Ⅲ.

NMR 法による Atg 結合系タンパク質の相互作用解析の検討
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① 選択的オートファジー
飢餓状態でなくとも低レベルのオートファジーが哺乳細胞では観察される事が報告されている。これ
らは、凝集したタンパク質を積極的に取り除くための機構と考えられている。神経変性疾患ではこれら
の細胞内浄化機構が低下するために凝集体の蓄積がみられるが、これらの凝集体には、p62, LC3, ユビ
キチンが含まれている事が報告されている。今回、我々は、p62 に含まれる WL モチーフ（WTHL）と
LC3 が結合することを見出し、この複合体の構造を決定した。LC3 上の二つの疎水性ポケットに Trp と
Leu の側鎖がはまりこんでいた。一方、酵母においては、液胞酵素を液胞に運び込む機構としてオート
ファジーと機構的によく似た Cvt 経路の存在が知られている。この場合には、アダプタータンパク質で
ある Atg19 が液胞酵素と Atg8 に結合し巨大なタンパク質複合体を形成し、その周りを Atg8-PE を含む
隔離膜が包み込んで Cvt 小胞を形成する。この場合にも Atg8 は Atg19 の WL モチーフ（WEEL）を含
む配列を認識することが報告されている。我々は WL モチーフと Atg8 の複合体の構造を解析した結果、
LC3 同様の機構により WL モチーフを認識していることを明らかにした。WL モチーフは選択的オート
ファジーに必須なモチーフと考えられる。
③
Atg3 に含まれる WL モチーフと Atg8 の相互作用
Atg3 に含まれる WEDL 配列は Atg8 と相互作用することを NMR による化学シフト摂動法および転移
飽和移動実験により確認し、相互作用面を同定した。in vitro conjugation assay と各種 in vivo assay を行っ
た結果、WEDL を介した Atg3-Atg8 相互作用は Cvt 経路、すなわち選択的オートファジーにとって重要
であること、選択的オートファジーのレセプタータンパク質 Atg19 が持つ WL モチーフと Atg3 の持つ
WL モチーフが Atg8 との結合で競合していることを明らかにした。
３. タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

10 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

17 件

造解析したタンパク質数

４. 各機関の論文発表件数

15 件

５. 各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６. 各機関における成果を活用した共同研究数
（プログラム内外含む）

3件
（うち産業界との共同研究数 2 件）

７. 当初計画に対する各機関の達成度
Atg12, Atg8 結合系に含まれる蛋白質の構造をすべて決定したことにより、結合系相互の関係等、構造と
機能面からの研究を発展させる基盤ができた。PAS 関連蛋白質発現系の構築と PI3K 系の蛋白質の構造
を決定することにより、これまで未解明であった PAS に関し構造的な観点より議論することができるよ
うになった。当初の目標はほぼ達成することができたと考えている。オートファジー機能および構造研
究は我が国発のオリジナルな細胞生物学的研究として国際的にも高く評価されている。
８. 課題内の情報共有・連携体制
稲垣グループと大隅グループは「タンパク 3000 プロジェクト」において、既に緊密な共同研究体制を
作り上げてきた。本研究ではこれまでの共同研究実績に基づき、大隅グループは機能解析を行うととも
に、種々の発現系を用いたオートファジータンパク質の発現検討を行なっている。稲垣グループでは、
大隅グループにおいて作製された全長タンパク質やドメインの発現系を用いて、構造解析に必要なタン
パク質の大量調製を行ない、X 線結晶構造解析、NMR 法により Atg タンパク質単体および複合体の構
造を決定している。これらの構造情報に基づき、両グループの共同で in vivo, in vitro 機能研究を行って
いる。Atg タンパク質の構造情報、機能情報を共有化するため、しばしばグループ研究会を開いてきた。
また、稲垣グループの学生が大隅研において、酵母のオートファジーに必要な技術を習得する等、積極
的に技術移転がおこなわれた。また、電話による研究連絡は絶えず行っており、両グループ間の連携、
情報の共有化は円滑に行われている。
９. 他の課題との情報共有・連携
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（１）「ガンや様々な疾病に関与するファミリータンパク質の機能構造解析から創薬まで」代表・東北
大薬・青木淳賢教授との共同研究: Atg8 によるホスホリパーゼ認識機構の解明
（２）「自然免疫システムにに関わる分子群の構造解析」代表・阪大微研・審良静男教授との共同研究：
自然免疫に関わる新規タンパク質群の構造生物学的解明
（３）「化合物ライブラリーの基盤構築と蛋白質制御技術の開発」代表・東大薬・長野哲雄教授および
理研グループとの共同研究：オートファジー蛋白質阻害剤、亢進剤の探索
（４）「SAIL 法によるタンパク質構造解析技術の多様化」代表・名大理・甲斐荘正恒教授との共同研
究：SAIL 法を用いた蛋白質の NMR 構造決定
１０. 人材育成
研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識の先鋭化を図った。
構造生物学的な研究手法の習得については、学部生、院生への教育訓練を行なうとともに、院生、ポス
ドクがしばしば大隅研究室を訪れ、細胞生物学的な研究の考え方や研究手法を身につけた。プロジェク
トの期間を通して多くの人材が育った。院生、ポスドクの中から、国立大学の助教に採用されたものが
2 名、公益法人の研究所の研究員 1 名、大手製薬会社の研究員 5 名、海外学振ポスドク 1 名（予定 1 名）、
他大学の博士課程進学 2 名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育
成の観点からも成功したプロジェクトといえる。
１１. 終了までの具体的な見通し
Atg 結合系の蛋白質複合体の構造を決定し、機能面と構造面より結合反応を明らかにする。膜新生につ
いては PAS の規定となる Atg17-Atg29-Atg31-Atg1-Atg13 複合体および PI3K 複合体の結晶構造解析に集
中する。最終目標はオートファジーin vitro 再構成系の構築であり、この目的の遂行に沿って研究を推進
する。
オートファジー阻害剤の探索を化合物ライブラリーと共同で行っているが、すでにサブマイクロモルオ
ーダーの LC3 結合阻害剤が見つかっている。今後、プロセシング酵素である Atg4 についても阻害剤を
探索する。また、オートファジ―亢進剤の開発を行い、神経変性疾患等の有効な治療薬の開発を目指す。
１２. 本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
オートファジーは我が国発のオリジナルな細胞生物学研究であり、機能から構造まで我が国が国際的に
リードしている研究分野である。また、オートファジー阻害剤、亢進剤の開発は神経変性疾患様に有効
と考えられ、医学的にも大きなインパクトを持つ。既に有望な阻害剤が見出されているのも心強い。
当研究室で開発している NMR 解析ソフト Olivia について Agilent 社(米国)よりライセンス供与の依頼を
受けている。今後 Agilent 社 NMR 装置のバンドルソフトとしていくとのことである。Agilent 社 NMR
への Olivia のバンドル化が実現すれば、本プロジェクトのもう一つの大きな成果となる。
１３. 特記事項
Atg 結合系の蛋白質すべての構造を決定したことの意義は大きい。ユビキチン系との差異等、分子機構
の解明を推進する。PAS 形成に関わる蛋白質研究は難航を極めたが、発現系が構築できたこと、複合体
の構成がわかったことにより、今後の研究の目途がついた。PI3K についてはサブユニットの構造を解
くことができた。今後複合体の構造解析を目指す。
１４. 研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

19,921

0

0

0

物品費（千円）

1,075

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

23,488

人件費（千円）

13,465

26,476

23,648

25,225

旅費（千円）

1,161

業務実施費（千円）

7,999

12,447

12,506

10,929

その他（千円）

1,661

間接経費（千円）

12,415

11,677

10,846

10,846

間接経費（千円）

8,215

54,000

合計（千円）

53,800

50,600

47,000

47,000

合計（千円）

35,600

234,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代

表

／

分

担

機

関

の

課

題

「オートファジーに必須な Atg タンパク質群の

名

構造的基盤」
（Atg タンパク質の発現と機能解析）
代
機

表
関

／
の

代

分
表

担
研

機
究

者

関

東京工業大学

名

大隅良典

１．課題開始時における各機関の達成目標
オートファジーは、細胞内の主要な分解経路であり、近年様々な高次生理機能や病態に関わっている
ことが明らかになり、にわかに注目を集める分野となってきた。オートファジーに関与するタンパク
質群が同定されたものの、オートファジーの分子機構に関してはほとんど未解明の状態である。オー
トファジーの分子機構を理解する上で、それぞれの構成因子、およびその複合体の構造の解明は重要
な意義を持っている。特に、Atg タンパク質は時間的空間的に極めて密接に相互作用しながら、オー
トファゴソーム形成という従来の機構では説明できない膜動態に関わっている。そのため、個々の因
子の構造のみならず、Atg タンパク質群の相互作用や複合体形成の分子機構を明らかにすることが必
要である。そのために、オート
ファゴソーム膜形成の起点と

Atg12 system

大量調製法を確立し、機能解
析、構造解析を行なうととも
に、Atg タンパク質間の相互作
用を明らかにするため複合体
についても構造解析を進める。
以上、本研究はオートファジー
の分子機構を Atg タンパク質の
構造に基づいて解明すること
を目的とする。

vacuole

Atg8 R
Atg4

なる PAS および膜伸長に関与
する Atg タンパク質 (図１) の

Atg8 system

Atg12

Atg10

Atg12

*

Atg7

Atg12 Atg5

Atg16 Atg5 Atg12
Atg16
Atg5 Atg12

Atg1 kinase complex
Atg1
Atg17 Atg13
PAS
Atg29 Atg31
Atg6
Atg14
Vps15 Vps34

Atg8
Atg8

*
Atg3

degradation

Atg8 PE

Autophagosome

structure determination
Atg9 Atg18
Atg2
Atg9 membrane
protein complex

crystalization
purification
expression

PI3 kinase complex

図１．オートファジーに必須な蛋白質群

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

本研究プログラムは、基礎生物学研究所、現在東京工業大学大隅良典のグループと北大稲垣冬彦
のグループが、機能解析、構造解析を分担して進める計画として立案された。両グループは頻繁
に会合をもち、緊密な連絡の下に情報を交換し、タンパク質の精製、プラスミド・発現株の構築、
変異株の作成を行ってきた。必要とされるオートファジーに関する生化学的な定量的な評価、顕
微鏡観察による機能解析を当該研究室で行った。その結果稲垣の構造解析の成果報告に見られる
ように本プログラムにより Atg タンパク質、それらの複合体の構造を明らかにすることが出来た。
これらの成果は国際的にも高い評価が与えられ、国際学会等でも発表をしている。
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Human Atg4B

Atg3

Human Atg4B‐LC3
complex

Atg6
LC3

Atg8
Atg7
Isolation membrane

Atg19
ABD

Atg16
Plant Atg12b

CCD

Atg8‐Atg19AIM
complex

KmAtg10
Atg12‐Atg5‐Atg16N
complex

Ams1

Ape1

Selective cargo

図２

Atg12, Atg8結合系に含まれる蛋白質の立体構造

（２）構造解析に関する進捗及び成果
本プログラムにより、図に示したように、オートファゴソーム形成に必須なユビキチン様の結合反応
系に関わる因子の全てを明らかにすることに成功した。さらにそれらの複合体も明らかになったこと
で、反応機構の理解が進んだ。現在、 PI3 キナーゼの複合体、 PAS の根幹をなす Atg17-Atg29-Atg31
複合体、 Atg1-Atg13、さらにそれらが結合した５者複合体の解析が進行している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
① Atg タンパク質の可視化、PAS 動態解析
高感度カメラシステム及び顕微鏡の改良により、オートファゴソームに関わる各 Atg タンパク質の細
胞内動態の解析を進めた。従来観察不能であった細胞質に存在する個々の Atg タンパク質の挙動を解
析することが可能となり、ごく少数の各 Atg タンパク質が PAS で機能していることが明らかとなっ
た。 PAS は栄養源に応答して形成され、栄養源の添加によって速やかに分散する動的な構造であるこ
とが分った。飢餓誘導のオートファゴソーム形成の基部をなす Atg17-Atg29-Atg31 が安定な２量体と
して 6 個のタンパク質複合体として細胞質中に存在する。さらに Atg1-Atg13 複合体が結合した５者複
合体が重要であることを示した。Atg9 の可視化により、細胞質中を激しく動き回る均一なゴルジ体由
来の膜小胞上に大半が局在していることが明らかとなった。飢餓により Atg9 がオートファゴソーム
外膜に移行することが分った。
② 結合反応系の機能解析
オートファゴソーム形成に必須な機能をもつ Atg8 のユビキチン様の結合反応による PE 化に関して
は in vitro 再構成系に基づく解析から多くの情報が得られた。Atg12 系、 Atg8 系の反応中間体を検
出する方法を確立し、部分反応の理解が進んだ。in vitro の Atg8 の PE 化の再構成系を用いて、精製
した Atg12-Atg5 の有する Atg8 の PE 化の促進作用、即ち E3 様機能を持つことを明らかにした。２
つの結合反応に関わる因子多数の点変異を導入することで相互作用部位を同定した。その結果 Atg3
の活性化のメカニズムの分子基盤が明らかとなった。Atg16 の相互作用因子に関しては継続中である。
Atg8-PE が膜の会合と融合活性を有すること、この活性が in vitro においても重要であることを見出
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した。Atg8 の PE 化が起こる細胞内構造を同定することを目的として、細胞分画法を検討した。その
結果、 PAS 形成の階層性から最も下流に位置する atg2 変異株において、新規に Atg8-PE が蓄積する
膜構造体を同定した。その構造には Atg9、 Atg12-Atg5-Atg16 が局在していることが分った。現在そ
の生化学的、及び形態学的解析を進めている。
③ PAS の足場を構成する複合体の機能解析
飢餓誘導オートファジーの理解に必須な Atg13-Atg1, Atg17-Atg29-Atg31 複合体に関しては S.

cerevisae では不安定であるため、耐熱性酵母を用いることを開始した。その結果耐熱性酵母の各遺
伝子が S.cerevisae の遺伝子変異を相補することが明らかとなった。現在、耐熱性酵母の複合体の解
析を進めている。Atg13 が TOR によって複数のリン酸化を受ける機能に重要な残基を同定した。
④

PI3 キナーゼの解析
オートファジーに必須な４者のタンパク質複合体の機能解析が進み、 Atg14,Atg6 の役割が明らかと

なった。また産物である PI3P の局在に関しても知見が得られた。
⑤

Atg2, Atg18 の機能解析
Atg2 は分子量が大きく、既知の機能ドメインも存在しないため、その機能解析は困難であったが、

Atg18 のない状態で Atg2 のみを PAS に局在させると、弱いもののオートファゴソーム形成が進むこと
を見いだし、 Atg2 が必須の機能を持っていることが示された。 Atg2 の PAS 局在に N-末端 100 残基
が必要であることが明らかとなった。さらに機能に必須な部位の解析が進んだ。Atg18 の PIP3 結合ド
メインの PAS 局在化に対する役割の再検証を進めた。またβバレル内のループが機能には必須でない
ことがわかった。
⑥

選択的オートファジーとその生理機能
Lap3 が新規の選択的カーゴであることを示し、α- mannosidase のレセプターとして Atg34 を同定

した。呼吸依存に生育する酵母が増殖停止期にミトコンドリアを選択的にオートファジーで分解する
ことを見出し、そのミトコンドリア外膜タンパク質 Atg32 がレセプターとして機能することを明らか
にした。Atg32 の機能ドメイン解析を進め、細胞質ドメインが必須の機能を有すること、Atg32 がオー
トファゴソーム形成膜における Atg タンパク質の集合の核となることが明らかとなった。Ty のウィル
ス様粒子が Atg19 依存にオートファゴソームに取込まれることを明らかにし、その相互作用の基盤を
明らかにした。カーゴの認識は Atg8 と AIM モチーフを介した相互作用が必須であることを示した。
⑦

オートファゴソームの分離と積荷の解析
選択的基質の解析が進み、平成２２年度は飢餓によって形成されるオートファゴソームにより濃縮

される細胞質成分の解析は現在論文にまとめ中である。オートファジーの選択的カーゴである Ape1
の過剰発現株を利用して、オートファゴソームの単離に成功しつつある。
以上のように Atg タンパク質の機能解析は、公募時に目標に対して十二分な達成度である。構造を
基盤として機能を理解するまさしく基盤が確立され、今後さらに国際的にも高い評価が得られる成果
が期待される。 酵母のオートファジー研究は現在極めて急速に進展しているオートファジー研究を先
導するものであり、この間も GRV, Keystone, EMBO meeting などの主要な国際会議で多数の plenary
lecture を行っている。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件
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PDB 登録の有無にかかわらず構造解析したタンパク質数

0件

４．各機関の論文発表件数

39 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数（プロ

0件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題では北大稲垣研が、構造解析、東工大の大隅のグループが機能解析を進めるという明確な
役割分担のもとに本研究プログラムを計画した。お互いに相補的で、かつ得られた情報が共有され次
のステップに生かされるという意味でも極めて有効な共同研究として機能して来たと自負している。
これまで全く手がついていなかったオートファジーに必須の Atg タンパク質の構造情報が得られた
ことは特筆すべきことであり、国際的にも他の追随を許さない確固とした基盤を確立することができ
た。これらの構造情報は、オートファジーの様々な高次生理機能、病態との関わりを解明する上でも
重要な基礎を与えるに違いない。
最終年度に向かってこれまでの成果に基づき、構造情報に基づいた解析が可能となり、それらの解析
から新たな提言が可能になったと言える段階となった。

８．課題内の情報共有・連携体制
この間、折に触れて、北大、基礎生物学研究所、東工大で研究に関する打ち合わせを行って来た。ま
たメール等で必要な情報のやり取りを行い、情報の共有、連携体制に関しては、最も緊密な組織形態
が構築されたと考えられる。
９．他の課題との情報共有・連携
オートファジーの構造生物学に関しては我々のグループが先導的な役割を演じており、それほどこれ
まで連携が必要とされなかったが、最近全世界で多数のグループが参入を初めており、それらの情報
もかなり的確に把握できている。
１０．人材育成
本研究プログラムは主として、ポスドクと技術員によって担われてきた。オートファジーに関わる
Atg 因子の機能解析を進める上で、構造情報の重要性を学び実際に即して考えることができるように
なった点で、研究室の若手には大きなインパクトがあったに相違ない。

１１．終了までの具体的な見通し
オートファジーの制御は現在国際的にも大変多くの研究者グループが参入し最もホットな領域とな
っている。発表される関連論文の数も幾何級数的に増大している。我々の得た成果及び情報の公表は
極めて重要であると思われる。国立遺伝研究所との連携で、日本の海岸域の情報を機関部門による広
報が東北自身のオートファジーのデータベースの構築を進め、現在長野県では高い評価を得ているが、
より横断的な方法論の導入がもはや必需であること再認識させられた。
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１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
我々が ATG 遺伝子を発表して既に２０年近くの年月が経った。この間筆者は民間企業を含めオート
ファジーの研究の広がりと重要性を訴えて来たが、現実には実らなかった。国際的に激烈な競争にな
っている側面もあるが、基礎的な構造情報に基づく解析は今後益々重要性が高まるに違いない。現在、
東工大、北大と理化学研究所、田中昭子グループとの低分子阻害剤、促進剤の開発研究は今後更なる
インパクトを発揮すると思われる。

１３．特記事項
残された１年足らずの間にインパクトの高い構造情報と機能解析は相互に関わった論文が少なくと
も数報公表することができるところまで来ている。

１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

840

2,400

4,550

9,114

0

0

0

0

人件費（千円）

5,936

7,160

9,442

4,646

旅費（千円）

101

業務実施費（千円）

7,224

9,209

2162

2,394

その他（千円）
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間接経費（千円）

4,200

5,631

4,846

4,846

間接経費（千円）

2,654

22,177

合計（千円）

18,200

24,400

21,000

21,000

合計（千円）

11,500

96,100

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）

3,795

人件費・謝金（千円）

4,714

計
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代表／分担機関の課題名

オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤/
多様な SAIL 関連 NMR 技術の移転促進のための基盤整備

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

甲斐荘

北海道大学 /国立大学法人

名古屋大学

正恒

１．課題開始時における各機関の達成目標
国立大学法人北海道大学においては、平成 21 年度までに、オートファゴソーム膜形成の起点となる PAS
および膜伸長に関与する Atg ンパク質の大量調製法を確立し、機能解析、構造解析を行ってきた。また、Atg
タンパク質間の相互作用を明らかにするため複合体についても構造解析を進めるとともに、SAIL タンパク質
の調製を検討してきた。今後も引き続き、Atg タンパク質の構造に基づいて、オートファジーの分子機構を解
明することを最終目的とする。このため、国立大学法人北海道大学、国立大学法人東京工業大学及び国立大学
法人名古屋大学は共同で業務を行う。
一方、国立大学法人名古屋大学では、平成 21 年度に終了した技術開発研究課題 D2「SAIL 法を用いた構造
解析技術の多様化」
（研究代表・甲斐荘）を実施し、多様な SAIL 関連基盤技術を開発するとともに、本プロ
グラム内における SAIL 法の技術移転の促進にも努めてきた。この間に開発に着手した特定のアミノ酸残基の
みを SAIL アミノ酸等により選択標識し、重要な構造情報を取得する様々な手法は、ターゲットタンパク研究
（個別課題）におけるタンパク質の立体構造と生物機能の関連を解明するために重要な技術となる。今後は、
これらの新規技術を含め SAIL 関連技術の開発を進め、オートファジーに関わるタンパク質群の構造研究に適
用し、国立大学法人北海道大学における研究業務を支援する。また、SAIL 法の個別課題への技術移転を促進
するための研究協力の強化に努める。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
Atg 結合系のタンパク質の NMR 解析への SAIL 法の応用
国立大学法人北海道大学においては、Atg 結合系のタンパク質の溶液内立体構造決定、及びタンパク
質間相互作用に関する NMR 研究を行っている。平成 21 年度に終了した技術開発課題 D2 においても、
SAIL 法の応用に関して共同して研究を行ってきたが、これまでのところ無細胞系での SAIL 標識した
Atg タンパク質試料溶液を得ることが困難であったために十分な成果は上がっていない。平成 22 年度か
らは、本分担機関においてはより一般的に適用可能な特定アミノ酸残基のみを SAIL アミノ酸に置換し
た試料を用いる手法（選択的 SAIL 法）等、多様な SAIL 関連技術の開発にも取り組んでおり、それら
の成果を基に密接に協議しつつ協力体制の強化に努めている。
ターゲットタンパク質研究に応用可能な SAIL 法、及び多様な SAIL 関連手法の技術の開発と技術移転
課題 D2 において開発してきた多様な SAIL 関連技術には、従来の NMR 手法では入手が不可能であっ
た様々な構造情報の入手を可能とする新技術が含まれている。平成 22 年度における国立大学法人名古
屋大学の事業として、他課題への積極的な支援に並行して、多様な SAIL 関連技術の開発を一層加速し、
SAIL 法の応用範囲の拡大を進める。特に重要な進展は分子量 80kDa を超える大きな蛋白質に関する
SAIL 法の適用であり、大きな成果が生まれつつある。近い将来に分子量 100kDa を超えるような巨大蛋
白質の精密な立体構造情報・構造動態の画期的な研究手法の開発が報告できるであろう。
プログラム内における SAIＬ-NMR 技術の移転促進
課題 D2 において、平成 20-21 年度の 2 年間にわたり、NMR 構造解析手法を主たる技術基盤する 3
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課題生命[A3-A （代表：稲垣）、生命 A4-A（代表：西村）、生命 B2-A（代表：阿久津）]を選定し SAIL
アミノ酸を購入するための追加予算措置を講じ、SAIL 法のプログラム内での技術移転の促進を図った。
平成 22 年度から生命 A3 課題の分担機関となり、このような特別な予算措置は無くなったものの、上記
3 課題での SAIL 法の応用に関しては協力関係を継続した。阿久津等はコムギ胚芽無細胞発現系を用い
て H+-ATPase サブユニットの選択 SAIL 標識試料の調製に成功し、SAIL 法の固体 NMR スペクトルへの
応用に成果をあげた。西村等は、ターゲットとする基本転写因子の大腸菌無細胞発現系を用いた調製に
一定の目途がついたことから、SAIL 標識を試みている。一方、本課題の代表機関で実施されている稲
垣等は、Atg 関連タンパク質の無細胞系 SAIL 標識試料の調製に取り組んできたが、これまで大きな進
展が得られていない。平成 22 年度から国立大学法人名古屋大学が分担機関として加わったために、通
常の大腸菌発現が利用できる新たな選択 SAIL 技術の利用を含めて今後の取り組みを協議している。
その他、プログラム内個別課題への NMR 技術移転を積極的にはかり、食環 A4-A（代表:松岡; 分担:
加藤）と協力して DELLA タンパク質の GRAS ドメインの立体構造解析を実施している。この蛋白質も
無細胞系での発現は困難であるために、SAIL 法の応用に拘らず、通常の
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いた一連の 3D-NMR スペクトルを分担機関の持つ 900MHzNMR 装置を用いて測定中である。
（２） 構造解析に関する進捗及び成果
Atg 結合系のタンパク質の NMR 解析への SAIL 法の応用
国立大学法人北海道大学においては、Atg 結合系のタンパク質の溶液内立体構造決定、及びタンパク
質間相互作用に関する NMR 研究を行っている。これまでも、SAIL 法の応用に関して共同して研究を
行ってきたが、無細胞系でのタンパク質試料調製、及び NMR 解析に適した試料溶液を得ることが困難
であったために十分な成果が得られなかった。平成 22 年度からは、名古屋大学が分担機関となったこ
とを受けて、より広範な共同研究を行える体制ができた。無細胞系タンパク質発現の効率向上は容易で
はないため、大腸菌を用いた通常のタンパク質発現系を用いても調製可能な、特定アミノ酸残基のみを
SAIL アミノ酸により標識した選択 SAIL タンパク質試料を用い構造解析技術を開発し、Atg 結合系タ
ンパク質等の難易度の高いタンパク質への適用を国立大学法人北海道大学と協力して行う。しかしなが
ら、構造解析に関して特記すべき具体的な成果は現在迄得られていない。
ターゲットタンパク研究に応用可能な SAIL 法、及び多様な SAIL 関連手法の技術の開発と技術移転
SAIL 法はタンパク質中の炭素原子に結合した水素（プロトン）のもたらす構造情報を迅速、且つ高
精度に入手するための独創的技術として高い評価を得ている。平成 21 年度まで実施した「SAIL 法を用
いた構造解析技術の多様化」
（研究代表・甲斐荘）においては、SAIL 法の持つ更なる可能性を追求し、芳
香族アミノ酸の芳香環の回転やジスルフィド結合の異性化等、広範囲な構造変化を伴う比較的遅い揺ら
ぎ、或いは水酸基(OH)やスルフヒドリル基(SH)等の交換性水素等、従来の NMR 手法では困難とされ
てきた構造情報を入手する様々な独創的新技術が誕生しつつある。これらの新技術を用いてプロテアー
ゼトリプシンとの複合体形成による阻害タンパク質 BPTI の動態変化、或いは EPPIb に含まれ遅い水
素交換速度を持つ OH, SH 基 (Ser, Thr, Cys, Tyr)の関与する水素結合を含めた立体構造決定等を実施
した(一部は既に論文発表済)。平成 22 年度から 2 ヶ年間の国立大学法人名古屋大学の事業としては、
このような多様な SAIL 関連技術の開発に重点をおいており、詳細は省くが分子量 80-100kDa に達す
るような巨大タンパク質の新規立体構造解析技術の開発に画期的な成果が得られつつある。
プログラム内における SAIL -NMR 技術の移転促進
平成 22 年度から、SAIL 法の技術移転に関する特別な予算措置が取られなかったことから、事実上
SAIL 法の NMR 構造解析への応用を実施できるのは、課題 D2 において SAIL 法の技術移転促進への特
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別措置がとられた三グループに限られている。これは SAIL アミノ酸が現時点では極めて高価なことと、
無細胞系タンパク質調製が必須となっていることによる。幸い、これらのグループは継続して SAIL 法
の利用に取り組んでおり、阿久津等はコムギ胚芽無細胞発現系を用いて H+-ATPase サブユニットの選択
SAIL 標識試料の調製に成功し、SAIL 法の固体 NMR スペクトルへの有効性を確認し、更なる研究を行
っている。西村等は、ターゲットとする基本転写因子の大腸菌無細胞発現系を用いた調製に一定の目途
がついたことから、SAIL 標識を試みている。一方、本課題の代表機関で実施されている稲垣等は、Atg
関連タンパク質の無細胞系 SAIL 標識試料の調製に取り組んできたが、これまで大きな進展が得られて
いない。平成 22 年度から国立大学法人名古屋大学が分担機関として加わったために、通常の大腸菌発
現が利用できる新たな選択 SAIL 技術の利用を含めて今後の取り組みを協議している。
その他、プログラム内個別課題への NMR 技術移転を積極的にはかり、食環 A4-A（代表:松岡; 分担:
加藤）と協力して DELLA タンパク質の GRAS ドメインの立体構造解析を実施している。この蛋白質も
無細胞系での発現は困難であるために、SAIL 法の応用に拘らず、通常の
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いた一連の 3D-NMR スペクトルを分担機関の持つ 900MHzNMR 装置を測定している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

本分担課題は構造解析のための基盤技術開発を行い、代表機関の遂行する Atg タンパク質の構
造・機能解析をサポートすることが求められている。従って、Atg タンパク質に関する立体構造解
析・機能解析は直接には直接には関与していない。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数○件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
A3C 課題として与えられた 2 ヶ年間の目標、Atg タンパク質群の構造生物学的研究は、基本的には代
表機関が策定した 5 ヶ年間の研究の流れの中でその程度 SAIL 法が貢献できるかが問われている。現時
点では本分担課題内で Atg タンパク質の発現を試みたことはないために、SAIL 法の有効性を検証する
段階に至っていない。他の個別課題への技術移転に関しては、SAIL 法の技術移転促進に向けた特別な
予算措置が本課題では中断したために、予算上の制約が大きく D2 課題期間内の平成 20-21 年度に SAIL
アミノ酸を供給できた機関に限定されている。
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。
８．課題内の情報共有・連携体制
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本分担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。しかしながら、安定同位体標識アミノ酸の合成は本課題のコアになる重要な技術基盤であるが、研
究体制には組み込むことが予算規模、施設・設備から不可能であった。このために、代表者の兼務先で
ある首都大学東京の戦略研究センター内で SAIL アミノ酸の開発研究と安定供給を目的に設立したベン
チャー企業 SAIL テクノロジーズ社との密接な連携の下に、必要な SAIL アミノ酸類は委託合成により
滞りなく供給される体制が確立している。但し、甲斐荘が任期を終える平成 24 年 3 月末には SAIL 社も
移転しなくてはならない。本プログラムで開発した技術の世界に向けた発信と持続的な開発体制の維持
は今後の最重要課題である。
９．他の課題との情報共有・連携
SAIL プロジェクトは課題 D2 として発足し、本来プログラム内外との共有性・汎用性の高い基盤 NMR
解析技術の開発課題として位置づけられている。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が、予算規模は課題 C とは比較にならないほど小
さいために、幅広い共同研究を行う上で経費負担が大きな障害となっている。しかしながら、本プログ
ラム唯一の溶液 NMR 基盤技術開発機関としての責任から、可能な限り積極的に情報交換、技術協力を
行い、必要に応じて分担機関の持つ高度な NMR 測定装置(500,600, 900MHz)を無償で利用している。
１０．人材育成
本課題は研究代表者甲斐荘が次世代の世界標準 NMR 解析技術として長年に渡り開発に取り組んで来
た SAIL (Stereo-Array Isotope Labeling; 立体整列同位体標識)法の多様化を図り、開発される独創的新技
術を本プログラム内外の蛋白質科学研究者へと技術移転を目指すものである。このように高い目標を掲
げていることから、課題の達成には優れた能力を持つ人材が必要であり、少数精鋭を貫き優秀な博士研
究員 2 名が主な構成員である。両名とも蛋白質 NMR 研究で博士号を取得しており、海外の学会での報
告、海外の研究室への短期共同研究に送り出し国際的に活躍できる能力を身につけさせている。両名と
も平成 23 年 8 月より、名古屋大学構造生物学研究センターの特任助教に就任することが確定しており、
蛋白質 NMR 研究の将来を担う人材として育成を心がけている。
１１．終了までの具体的な見通し
分担課題代表者が主体的に実施する課題は”ターゲットタンパク研究に応用可能な SAIL 法、及び多
様な SAIL 関連手法の技術の開発と技術移転”であるが、D2 課題で大きな進捗が得られた選択 SAIL
法を用いた芳香環の flipping 運動、ジスルフィド結合の異性化、水溶液中では従来研究が困難であった
アミノ酸側鎖の OH, SH 基の水素交換速度等、によりタンパク質の構造動態と生物機能の関連について
新たな視点が得られた。分子量 80kDa を超える巨大タンパク質の構造情報の取得手法の開発はタンパ
ク質 NMR に革命を起こす新技術であるが、その技術の全貌を明らかにするには今後 2-3 年の研究期間
が必要であろう。しかしながら、高分子量タンパク質の NMR 観測・帰属手法としては平成 23 年度内
で完成すること見込まれ、随時論文発表する予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
NMR 法は溶液内の蛋白質の立体構造と相互作用を原子レベルでの分解能で研究するための唯一の技
術であるために、これまで大きな期待が寄せられてきた。しかしながら、NMR 法の持つ幾つかの問題
点、特に構造解析の対象となる分子量が低分子(>20-30kda)に限られること、及び構造解析には高度な専
門知識と技術を持つ研究者が必要なこと等が障害となり、最近は製薬業界等では NMR 法への期待が大
きく低下してきたのが実情である。SAIL 法は高分子量蛋白質の NMR 解析を困難ならしめる 1H-NMR
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シグナル数の増大と線幅の増加を、位置・立体選択的に 13C, 15N, 2H-三重標識したアミノ酸(SAIL アミノ
酸)のみから構成される蛋白質(SAIL 蛋白質)を利用することにより一挙に解決するいわば夢の新技術で
ある。SAIL 法は 2006 年に Nature 誌にその全容が掲載されてから、大きな反響を呼び既に引用数も 100
を遥かに超えているものの、世界標準化は一向に進んでいない。この原因は明らかであり、SAIL アミ
ノ酸の高価格、及び SAIL 標識試料の調製には無細胞蛋白質発現法という一般の NMR 研究室では馴染
みの薄い手法を必要とする二点に集約される。このことは、SAIL 法の開発当初より我々も認識してお
り、文科省の大学等発ベンチャー創出支援事業により 2005 年に SAIL アミノ酸の供給を目的とした
「SAIL テクノノロジーズ社」を立ち上げ、その供給に努力してきた。しかしながら、様々な SAIL アミ
ノ酸の高コストに災いされ、存続が困難なほど市場が拡大しない。我々は本プログラムにおいては、SAIL
法の適用限界を 80-100kDa 超に拡張し、更に蛋白質の動態を原子レベルで解明するために SAIL 法の多
様化にも取り組んでいる。しかしながら、従来法を遥かに凌ぐ独創的新技術であれば、自ずと普及する
というのは大きな間違いであることは既に SAIL 法の開発で学んだことである。今後は、我々の技術を
世界に広めるための持続可能な支援体制を国内外の協力を得て進める必要がある。
１３．特記事項
本課題の最近における最大の成果は、分子量 82kDa(723 a.a.)のリンゴ酸合成酵素をモデルとして現在開
発しつつある SAIL 関連技術による NMR 測定・帰属、構造決定技術の開発である。従来はこの分子量
領域のタンパク質で測定可能な構造決定には不可欠な情報を与える 1H-NMR シグナルは主鎖アミド
(1H15N)の TROSY (Kurt Wuethrich 等)とメチル基(13CH3)の TROSY (Lewis Kay 等に限られ、他の 1H-NMR
シグナルは線幅が広く観測は不可能と思われてきた。この結果、この程度の分子量のタンパク質の溶液
内立体構造を実験的に得られる NOE 距離情報のみから決定することはできず、得られる構造は構造モ
デル(structure model)として扱われてきた。本課題内では、高分子量タンパク質の NMR シグナルの線幅
を広げる要因を徹底的に取り除くように再設計した改良版 SAIL アミノ酸を用いて選択的に標識したタ
ンパク質を調製することにより、タンパク質を構成する全ての 13C1Hn (CH3, CH2, aliphatic and aromatic
CH)が感度良く測定できること、それらのシグナルの配列上の帰属が可能であること、さらには prochiral
CH2 の立体帰属等を含めた NOE 情報が全ての CH, NH 間で観測できる手法を見出した。この結果、近
い将来に分子量 80-100kDa のタンパク質の溶液内立体構造を精密に決定できることはほぼ間違いない。
この改良 SAIL 法の研究が成功すれば、タンパク質 NMR にとって間違いなく革命をもたらすであろう。
このように、タンパク質 NMR は SAIL 法の更なる改良により新しい時代を迎えることが明らかとなれ
ば、我が国発の独創基盤技術 SAIL 法の世界標準化は自ずと達成される。我が国にとって更に重要なこ
とは、このような同窓的 NMR 技術を生み出すだけでなく、それを持続可能なシステムとして世界に向
けて発信することであろう。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

14,986

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

15,925

人件費（千円）

17,729

旅費（千円）

193

業務実施費（千円）

28,425

その他（千円）

896

間接経費（千円）

13,846

間接経費（千円）

合計（千円）

60,000

合計（千円）
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計

9,600
41,600

111,600
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課

題

名

クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子の構造生物学

機

関

名

横浜市立大学

代 表 研 究 者 名

西村

善文

１．課題開始時における達成目標
真核生物の基本転写因子（TFIIE）、転写制御因子（ATF2 と REST）、ヒストン修飾因子（PAD4 と NML）
の相互作用構造を解析し、クロマチン上での遺伝子発現制御機構を構造的に解明する。
１．基本転写因子 TFIIE とそれと相互作用するタンパク質群としてヒト基本転写因子 TFIIEα サブユニ
ットの C 末酸性領域と TFIIH の p62 サブユニットの N 末の PH ドメインとの複合体構造を決定する。
２．転写制御因子として転写活性化因子 ATF-2 の分子内と分子間相互作用構造および転写抑制因子
REST について分子間の相互作用構造を解析する。
３．ヒストン修飾因子としてペプチジルアルギニンデイミナーゼ 4（PAD4）とヒストンＮ末端のメチル
化アルギニンを含むペプチドとの複合体のＸ線結晶構造解析を行う。またメチル化酵素（ヌクレオメリ
ン：NML）の触媒ドメインのＸ線結晶構造解析を行う。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質：基本転写因子 TFIIE のαサブユニットの酸性ドメ
インが TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインと相互作用することを見出し、酸性ドメインのフリー
の構造と PH ドメインとの複合体構造を決定した。また TFIIE の全長の構造を NMR で解析し TFIIEβの
コアドメインと C 末塩基性ドメイン、TFIIEαのコアドメインと C 末酸性ドメイン等のシグナルを同定
し TFIIE 全長中で各ドメインは単離した時と同じ構造を取っていることを確認し、TFIIEαの酸性ドメ
インに関しては全長中での立体構造を決定した。一方、TFIIEβサブユニットがその C 末端塩基性−ヘリ
ックス・ループ領域（bHL 領域）で、転写伸長因子 TFIIS の N 末ドメインと結合することを見いだした。
２転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質：神経特異的転写抑制因子 REST とコリプレッサー
Sin3 の複合体構造に基づいて結合阻害化合物のスクリーニングを NMR で行い複数の化合物を同定し、
それの化合物について神経疾病関連細胞での細胞増殖阻害効果と神経疼痛モデルマウスでの効果を見
出した。また REST の C 末抑制ドメインと DNA やコリプレッサーCoREST との相互作用を見出した。
３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質：ヒストンシトルリン化酵素 PAD4 の活性残基
変異体 PAD4(C645S)とメチル化ヒストンペプチドとの複合体結晶で今までの変異体 PAD4(C645A)より
高分解能の構造を得た。PAD4 によりヒストン H2A/H2B をシトルリン化し H2A/H2B が安定化すること
を見出した。ヒストン H3 に特異的に結合するメチル化酵素（ヌクレオメチリン：NML）の C 末端ドメ
インのＸ線結晶構造解析を行いメチル基転移機能を有するドメインであることを明らかにした。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質群：TFIIEαの C 末酸性ドメイン(AC-D)のフリーの
構造と TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメイン（PH-D）との複合体構造を決定した。AC-D のフリー
の構造は酸性領域に富んだ N 末が天然変性状態でコア領域は 2 本のβ鎖からなるβシートに 3 本のαへ
リックスからなる構造をとっていた。PH-D は 7 本のβ鎖のサンドイッチ構造とαへリックスから構成
されていた。複合体中で AC-D のコア構造はフリーのときと同じ構造であった。しかしフリーのときに
天然変性状態であった N 末酸性領域は PH-D の塩基性アミノ酸に富んだ領域と相互作用をして伸びた構
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造をとり、さらに一部がβ鎖を形成し PH-D と分子間でβシートを形成した。両者間の静電的相互作用
に加えて AC-D のフェニルアラニン 387 とバリン 390 が各々PH-D の疎水性ポケットに特異的に結合し
ていた。AC-D と PH-D 相互作用面の一部はがん抑制遺伝子産物 p53 の転写活性化ドメインと PH-D と
の相互作用部位と重なっていた。AC-D は PH-D 上で p53 の相互作用領域より広く結合し AC-D のコア
構造の領域も PH-D との相互作用に必要であった。

さらに基本転写因子 TFIIEαβの全長構造（分子量 84kDa）を NMR で解析した。TFIIEαのコアドメイ
ン、TFIIEαの C 末酸性ドメイン、および TFIIEβのコアドメインは TFIIEαβ全長中でも同一の構造を
保持し独立して存在していることが示された。TFIIEαの C 末酸性ドメインについては全長中で立体構
造を決定し単離したドメイン構造と同じであった。C 末端の酸性ドメインのコア構造を除く TFIIEαの
C 末側約半分もの領域が天然変性状態で転写開始前複合体形成時に TFIIE がこの長く伸びたフレキシブ
ルな領域で TFIIH を広範囲に渡って探索しリクルートする事が示された。
２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質：転写活性化因子 ATF-2 の転写活性化ドメインと
DNA 結合ドメインとの相互作用を NMR により解析した。フリーの転写活性化ドメインは Zn フィンガ
ーの N 末サブドメインと天然変性状態の C 末サブドメインから成るが DNA 結合ドメインとの結合によ
り天然変性状態の C 末サブドメインのアミノ酸 83 から 90 番目の領域でαへリックスの形成が認められ
た。またリン酸化酵素 p38 との相互作用を NMR で調べたところ転写活性化ドメインの N 末サブドメイ
ンが相互作用した。転写抑制因子 REST の N 末ドメインはすでに構造を解析したコリプレッサーSin3
との結合とは違って基本転写因子 TBP とは安定な複合体を形成しないことを見出した。REST の C 末転
写抑制ドメインに関しては単体での構造解析に加えて DNA とも相互作用することを見出し DNA との
複合体の構造解析を進めている。また REST は C 末抑制ドメインでコリプレッサーCoREST と相互作用
して転写抑制をすることが知られているが相互作用部位を同定し CoREST の構造解析も進めている。
３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質：PAD4 はアルギニン残基及びモノメチル化さ
れたアルギニン残基をシトルリン化して転写を調節する。PAD4 とベンゾイルグリシルモノメチルアル
ギニン及びベンゾイルグリシル（非対称＆対称）ジメチルアルギニンとの複合体のＸ線結晶構造解析の
結果 PAD4 はモノメチル化アルギニンを特異的に認識することが示された。次に、モノメチル化アルギ
ニンを含むヒストン N 末端ペプチド（10 残基）を化学合成し PAD4 との複合体のＸ線結晶構造解析を
行った結果、活性部位近傍にモノメチル化アルギニン残基を含むヒストン N 末端ペプチドの電子密度が
確認されたが、末端のメチル基に相当する電子密度は確認できなかった。MS でメチル基の有無を調べ
たところメチル基の存在が確認されたことより、末端のメチル基は変性した状態で認識されることが明
らかとなった。また、PAD4 は p21 プロモーター領域で p53 と相互作用することによって p21 遺伝子の
転写調節を行っている。AD4 と相互作用する p53 の最小領域を同定し、PAD4-p53 複合体の結晶を得た。
ヒストン H3 に特異的に結合する NML の C 末端ドメインのＸ線結晶構造解析を 2.0Å分解能で行いメチ
ル基転移機能を有するドメインあることを明らかにした。さらに、NML の N 末端ドメインがジメチル
化された H3K9 を特異的に認識することを明らかにした。また、Ｘ線小角散乱法によって NML の N 末
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端ドメインが高次構造が形成されていない天然変性状態であることを明らかにした。

NML の C 末端ドメイン：NML（242-456）の構造
左：全体図、右：活性部位近傍の構造
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質群：ESI-MS を用いて、ヒト TFIIF はそれまで言わ
れていたα2β2 ヘテロテトラマーではなくαβヘテロダイマーであること、またプルダウン等で示唆さ
れていた TFIIF と TFIIE の間の相互作用はないことを確認した。また TFIIEβの C 末 bHL 領域と転写伸
長因子 TFIIS の N 末ドメインが相互作用することを明らかにし、複合体構造解析を開始している。TFIIE
と結合するメディエーター複合体の方は、活性サブユニット CDK8 と CDK19 が転写開始装置と相互作
用する際に、協調的に機能する相互作用タンパクの同定を行った。マススペクトルと酵母 2 ハイブリッ
ド解析の結果、クロマチンリモデラーSWI/SNF とヒストン修飾因子が同定された。MED15 サブユニッ
トが TFIIE と結合することを見いだし生化学的解析および分裂酵母を用いた遺伝学的解析を行った。
２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質：神経選択的抑制因子 REST の N 末ドメインとコリ
プレッサーSin3 の複合体構造に基づいて Sin3 に結合し REST との相互作用を阻害する化合物を NMR に
より同定した。REST が関連する髄芽腫細胞株と神経疼痛モデルマウスで共同実験を行ったところ 2 つ
の化合物で効果が認められ髄芽腫や神経疼痛の治療候補化合物として PCT 出願を行った。また REST
の C 末ドメインとコリプレッサーCoREST の相互作用部位を同定した。また REST の C 末ドメインが
DNA に結合することも新たに見出した。
３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質：PAD4 は p21 プロモーター領域で p53 と相互
作用し p21 遺伝子の転写調節を行っている。PAD4 と p53 の解離定数を測定した。質量分析を用いて
H2AH2B の PAD４によるシトルリン化部位を同定した。H2AH2B 二量体はシトルリン化により安定化
した。またメチル化ヒストン H3 に結合する NML と H3K9me2 との解離定数を測定し 0.1μM であった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

５件

PDB 登録の有無にかかわらず構

８件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

１７件

５．課題全体の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

７件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する達成度
以下に示すように順調に実験は進行しほぼ満足すべき結果が出ている。
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質としてヒト基本転写因子 TFIIEα サブユニットの C
末酸性ドメインと TFIIH の p62 サブユニットの N 末の PH ドメインとの複合体構造を NMR を用いて決
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定し初期の目標を達成した。TFIIEβサブユニットはまた、転写伸長因子 TFIIS と結合することを見い
だし、この結合領域が TFIIEβの C 末 bHL 領域と TFIIS の N 末ドメイン１であることを明らかにした。
２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質として転写活性化因子 ATF-2 の転写活性化ドメイン
の天然変性状態である C 末サブドメインが DNA 結合ドメインと相互作用をして一部の領域が両親媒性
のαへリックスを形成することを見出した。また転写抑制因子 REST の N 末ドメインに関しては既に構
造を決定した Sin3 との相互作用に比べて基本転写因子 TBP とは安定な複合体を形成しなかった。
３．ヒストンシトルリン化酵素 PAD4 がモノメチル化アルギニンを特異的に認識することを明らかにし
た。PAD4 と p53 の相互作用の最小領域の同定と結晶化に成功した。また、メチル化ヒストン結合タンパ
ク質 NML の C 末端ドメインのＸ線結晶構造解析を行い、メチル基転移機能を有するドメインあることを
明らかにした。全長 NML のバキュロウイルスの発現系をもちいて大量調製に成功した。
８．課題内の情報共有・連携体制
情報共有化や連携体制を強化するためにグループ参加研究者が集まって全員が研究報告を行う班会議
を毎年開催し、お互いの研究進捗状況を確認し研究手法の妥当性や今後の計画に関して長時間かけて議
論している。また基本転写因子 TFIIE に関しては富山大学の大熊が機能解析を担当し横浜市大の西村の
グループが構造解析を担当しているが電話および電子メールにて互いの進捗状況やコンストラクト作
成の打ち合わせを月に数回行っている。その結果 TFIIE 及び TFIIF がそれまで言われていたαβのヘテ
ロテトラマーでは無くヘテロダイマーであることを MS で解析し、αとβの各々のコアドメインの構造、
αの C 末酸性ドメインのフリーの構造及び TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインとの複合体構造を
NMR により解析し世界に先駆けて報告してきた。また TFIIE は佐藤グループの X 線小角散乱の実験か
ら非常に細長い分子であることがわかり、西村のグループで TFIIEαβ全長の NMR 解析を行っている。
西村グループと佐藤グループは連携して PAD4 によるメチル化アルギニン残基の脱メチル化について質
量分析法による解析を行い、メチル化アルギニン残基のメチル基はディスオーダーした状態で認識され
ることを明らかにした。さらに、西村グループではヒトヒストンの組換え体を発現し NMR 構造解析を
開始し、山田や佐藤らと相談して明石が組換え体ヒストン H2AH2B のヘテロ 2 量体で PAD4 による修飾
部位を MS で同定し、シトルリン化がヘテロダイマーを安定化することを見出した。
９．他の課題との情報共有・連携
基本転写因子 TFIIEαβ全長の無細胞発現系に関しては理研に依頼したが発現は困難でむしろβの発現
が確認されたので、当研究室で TFIIEαβの無細胞共発現系を立ち上げ全長を得た。転写抑制因子 REST
が関連する髄芽腫の細胞増殖阻害実験に関しては熊ノ郷グループの分担者の横浜市大五嶋教授と共同
研究を行った。技術開発研究「解析」領域の SAIL 法に関しては名古屋大学の甲斐荘教授と意見交換を
行ない SAIL 法を用いて TFIIE の全長解析を行なっている。佐藤グループは脂質メソフェーズ法による
結晶化技術開発を生産 C１の横山グループと連携している。大熊グループはメチル化 DNA 結合タンパ
ク MBD1 とそのコファクターMCAF1 を解析している熊本大学発生医学研究所の中尾光善教授と、
SWI/SNF 複合体のファミリーの同定を群馬大学医学研究科北川浩史教授と、また B 細胞の成熟に関わ
る BCL6 のメディエーターとの相互作用を東北大学医学研究科五十嵐和彦教授と開始している。
１０．人材育成
参加した研究者は 3 名おり、その現在の所属は大学２名（国内２名）
、企業 1 名である。1 名は研究成
果を生かし企業に就職した。博士課程学生１名は、学会に積極的に参加させ、毎週のセミナーで研究発
表等の指導を行なっている。ポスドク 1 名は国内外の学会等で発信させ、毎週のセミナーで研究発表や
原著論文の紹介を行ない、大学院生の教育・研究にも参加して、修士論文の作成等の指導も行っている。

247

Ａ４（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
１１．終了までの具体的な見通し
基本転写因子 TFIIE 全長において SAIL アミノ酸でラベルした TFIIE を大量調製したので全長 TFIIE で
TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインとの複合体構造を決定することが可能となった。また TFIIE
βと TFIIS の相互作用部位を同定したので複合体構造の解析が可能となった。PAD4 と p53 の最小相互作
用領域の同定と結晶化に成功したので複合体の結晶構造を解析する。また全長 NML に関して Sf9 細胞
を用いたバキュロウイルスの発現系により精製タンパク質を得ることに成功したので全長 NML で結晶
化に取り組む。転写抑制因子 REST は髄芽腫や神経疼痛の標的タンパク質で REST と Sin3 の複合体構造
に基づいて NMR 法で結合阻害化合物を同定し、横浜市大医学部、名古屋市大薬学部、長崎大学医学部
と共同研究を行い髄芽腫細胞増殖阻害効果や神経疼痛モデルマウスに効果がある化合物を見出し PCT
出願を行なったのでさらに有効な化合物のデザインと同定を行う。また関節リュウマチの標的タンパク
質の PAD４の抗体を開発し名古屋市大医学部との共同研究で関節リューマチモデルマウスで効果を確
認し特許を出願したので抗体医薬としての開発先を検討する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
転写抑制因子 REST は NMR 法で結合阻害化合物を同定し髄芽腫細胞増殖阻害効果や神経疼痛モデルマ
ウスに効果がある化合物を見出したので現在ベンチャー企業と共同研究を開始しさらに有効な化合物
の同定を行なっている。また NMR 法が標的タンパク質に結合する化合物の同定等に有効であることか
ら製薬協の蛋白コンソーシアムをはじめ幾つかの製薬企業が当研究室の NMR を使用し成果占有で研究
を行ない、タンパク質の NMR や LC-NMR の指導も行なっている。個別には大きな成果が上がっている
と評価されている。また関節リュウマチ標的タンパク質 PAD４の抗体の効果があった事から知財担当コ
ーデイネータが製薬企業との共同研究を検討している。大熊グループは企業と共同研究契約を締結して
メディエーター機能の阻害薬剤が、病気の改善に役立つ分子機構の解析を連携している。
１３．特記事項
基本転写因子 TFIIE と基本転写因子 TFIIH との複合体の構造として世界初の報告である。また、遺伝子
修復時にはリン酸化されたｐ53 が TFIIH をリクルートするのに転写活性化時には TFIIE が同じ相互作用
部位を使用して TFIIH を転写開始前複合体にリクルートすることを示し、転写と遺伝子修復のスウィチ
の分子機構を明らかにすることができた。またこれまで転写活性化ドメインなどが相互作用するときに
天然変性状態部位が両親媒性へリックスなどを形成し相手と相互作用する例が非常に多かったが、
TFIIE の酸性ドメインの場合は非常に伸びた構造で広く TFIIH と相互作用をし、しかも天然変性領域だ
けではなくコア領域を使用して相手と相互作用しているユニークな複合体であることを明らかにした。
転写因子 p53 との相互作用様式との違いがあることが基本転写因子同士の相互作用様式と転写因子と基
本転写因子の相互作用様式の違いによる可能性もある。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

計

7,310

0

0

0

物品費（千円）

9,679

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

20,919

591

13,178

13,731

13,864

旅費（千円）

1,545

業務実施費（千円）

38,253

36,822

30,884

25,059

その他（千円）

1,319

間接経費（千円）

13,846

15,000

13,385

11,677

間接経費（千円）

10,038

63,946

合計（千円）

60,000

65,000

58,000

50,600

合計（千円）

43,500

277,100

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）
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代表／分担機関の課題名

クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子の構造
生物学

代 表 ／ 分 担 機 関

横浜市立大学

機関の代表研究者名

西村善文

１．課題開始時における各機関の達成目標
真核生物の基本転写因子（TFIIE）、転写制御因子（ATF2 と REST）、ヒストン修飾因子（PAD4 と NML）
の相互作用構造を解析し、クロマチン上での遺伝子発現制御機構を構造的に解明する。
１．基本転写因子 TFIIE とそれと相互作用するタンパク質群としてヒト基本転写因子 TFIIEα サブユニ
ットの C 末酸性領域と TFIIH の p62 サブユニットの N 末の PH ドメインとの複合体構造を決定する。
２．転写制御因子として転写活性化因子 ATF-2 の分子内と分子間相互作用構造および転写抑制因子
REST について分子間の相互作用構造を解析する。
３．ヒストン修飾因子としてペプチジルアルギニンデイミナーゼ 4（PAD4）とヒストンＮ末端のメチル
化アルギニンを含むペプチドとの複合体のＸ線結晶構造解析を行う。またメチル化酵素（ヌクレオメリ
ン：NML）の触媒ドメインのＸ線結晶構造解析を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質：基本転写因子 TFIIE のαサブユニットの酸性ドメ
インが TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインと相互作用することを見出し、酸性ドメインのフリー
の構造と PH ドメインとの複合体構造を決定した。また TFIIE の全長の構造を NMR で解析し TFIIEβの
コアドメインと C 末塩基性ドメイン、TFIIEαのコアドメインと C 末酸性ドメイン等のシグナルを同定
し TFIIE 全長中で各ドメインは単離した時と同じ構造を取っていることを確認した。また TFIIEαの酸
性ドメインに関しては全長中での立体構造を決定し、単離した時と同じ構造であることを確認した。
２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質：神経特異的転写抑制因子 REST とコリプレッサー
Sin3 の複合体構造に基づいて結合阻害化合物のスクリーニングを NMR で行い複数の化合物を同定し、
それの化合物について神経疾病関連細胞での細胞増殖阻害効果と神経疼痛モデルマウスでの効果を見
出した。また REST の C 末抑制ドメインと DNA やコリプレッサーCoREST との相互作用を見出した。
３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質：ヒストンシトルリン化酵素 PAD4 の活性残基
変異体 PAD4(C645S)とメチル化ヒストンペプチドとの複合体結晶で今までの変異体 PAD4(C645A)より
高分解能の構造を得た。PAD4 によりヒストン H2A/H2B をシトルリン化し H2A/H2B が安定化すること
を見出した。ヒストン H3 に特異的に結合するメチル化酵素（ヌクレオメチリン：NML）の C 末端ドメ
インのＸ線結晶構造解析を行いメチル基転移機能を有するドメインであることを明らかにした。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質群：TFIIEαの C 末酸性ドメイン(AC-D)のフリーの
構造と TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメイン（PH-D）との複合体構造を決定した。AC-D のフリー
の構造は酸性領域に富んだ N 末が天然変性状態でコア領域は 2 本のβ鎖からなるβシートに 3 本のαへ
リックスからなる構造をとっていた。PH-D は 7 本のβ鎖のサンドイッチ構造とαへリックスから構成
されていた。複合体中で AC-D のコア構造はフリーのときと同じ構造であった。しかしフリーのときに
天然変性状態であった N 末酸性領域は PH-D の塩基性アミノ酸に富んだ領域と相互作用をして伸びた構
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造をとり、さらに一部がβ鎖を形成し PH-D と分子間でβシートを形成した。両者間の静電的相互作用
に加えて AC-D のフェニルアラニン 387 とバリン 390 が各々PH-D の疎水性ポケットに特異的に結合し
ていた。AC-D と PH-D 相互作用面の一部はがん抑制遺伝子産物 p53 の転写活性化ドメインと PH-D と
の相互作用部位と重なっていた。AC-D は PH-D 上で p53 の相互作用領域より広く結合し AC-D のコア
構造の領域も PH-D との相互作用に必要であった。

さらに基本転写因子 TFIIEαβの全長構造（分子量 84kDa）を NMR で解析した。TFIIEαのコアドメイ
ン、TFIIEαの C 末酸性ドメイン、および TFIIEβのコアドメインに対し、全長構造と各ドメイン単独
の化学シフト値を比較した結果、3 つのドメインは TFIIEαβ全長中でも同一の構造を保持し独立して
存在していることが示された。TFIIEαの C 末酸性ドメインについては全長中で立体構造を決定し単離
したドメイン構造と同じであった。C 末端の酸性ドメインのコア構造を除く TFIIEαの C 末側約半分も
の領域が天然変性状態で転写開始前複合体形成時に TFIIE がこの長く伸びたフレキシブルな領域で
TFIIH を広範囲に渡って探索しリクルートする事が示された。
２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質：転写活性化因子 ATF-2 の転写活性化ドメインと
DNA 結合ドメインとの相互作用を NMR により解析した。フリーの転写活性化ドメインは Zn フィンガ
ーの N 末サブドメインと天然変性状態の C 末サブドメインから成るが DNA 結合ドメインとの結合によ
り天然変性状態の C 末サブドメインのアミノ酸 83 から 90 番目の領域でαへリックスの形成が認められ
た。またリン酸化酵素 p38 との相互作用を NMR で調べたところ転写活性化ドメインの N 末サブドメイ
ンが相互作用した。転写抑制因子 REST の N 末ドメインはすでに構造を解析したコリプレッサーSin3
との結合とは違って基本転写因子 TBP とは安定な複合体を形成しないことを見出した。REST の C 末転
写抑制ドメインに関しては単体での構造解析に加えて DNA とも相互作用することを見出し DNA との
複合体の構造解析を進めている。また REST は C 末抑制ドメインでコリプレッサーCoREST と相互作用
して転写抑制をすることが知られているが相互作用部位を同定し CoREST の構造解析も進めている。
３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質：PAD4 はアルギニン残基及びモノメチル化さ
れたアルギニン残基をシトルリン化して転写を調節する。PAD4 とベンゾイルグリシルモノメチルアル
ギニン及びベンゾイルグリシル（非対称＆対称）ジメチルアルギニンとの複合体のＸ線結晶構造解析の
結果 PAD4 はモノメチル化アルギニンを特異的に認識することが示された。次に、モノメチル化アルギ
ニンを含むヒストン N 末端ペプチド（10 残基）を化学合成し PAD4 との複合体のＸ線結晶構造解析を
行った結果、活性部位近傍にモノメチル化アルギニン残基を含むヒストン N 末端ペプチドの電子密度が
確認されたが、末端のメチル基に相当する電子密度は確認できなかった。MS でメチル基の有無を調べ
たところメチル基の存在が確認されたことより、末端のメチル基は変性した状態で認識されることが明
らかとなった。また、PAD4 は p21 プロモーター領域で p53 と相互作用することによって p21 遺伝子の
転写調節を行っている。AD4 と相互作用する p53 の最小領域を同定し、PAD4-p53 複合体の結晶を得た。
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ヒストン H3 に特異的に結合する NML の C 末端ドメインのＸ線結晶構造解析を 2.0Å分解能で行いメチ
ル基転移機能を有するドメインあることを明らかにした。さらに、NML の N 末端ドメインがジメチル
化された H3K9 を特異的に認識することを明らかにした。また、Ｘ線小角散乱法によって NML の N 末
端ドメインが高次構造が形成されていない天然変性状態であることを明らかにした。

NML の C 末端ドメイン：NML（242-456）の構造
左：全体図、右：活性部位近傍の構造
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質群：エレクトロスプレーイオン化質量分析（ESI-MS）
を用いて、ヒト TFIIF はそれまで言われていたα2β2 ヘテロテトラマーではなくαβヘテロダイマーで
あること、またプルダウン等で示唆されていた TFIIF と TFIIE の間の相互作用はないことを確認した。
２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質：神経選択的抑制因子 REST の N 末ドメインとコリ
プレッサーSin3 の複合体構造に基づいて Sin3 に結合し REST との相互作用を阻害する化合物を NMR に
より同定した。REST が関連する髄芽腫細胞株と神経疼痛モデルマウスで共同実験を行ったところ 2 つ
の化合物で効果が認められ髄芽腫や神経疼痛の治療候補化合物として PCT 出願を行った。また REST
の C 末ドメインとコリプレッサーCoREST の相互作用部位を同定した。また REST の C 末ドメインが
DNA に結合することも新たに見出した。
３．ヒストン修飾因子とそれと相互作用するタンパク質：PAD4 は p21 プロモーター領域で p53 と相互
作用することによって p21 遺伝子の転写調節を行っている。PAD4 と p53 の解離定数を測定し 5 μM だ
った。質量分析を用いて H2AH2B 二量体および H2A、H2B 単量体の PAD４によるシトルリン化部位を
同定した。H2AH2B 二量体はシトルリン化により安定化した。またメチル化ヒストン H3 に結合する
NML と H3K9me2 との解離定数を測定し 0.1μM であった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

５件

PDB 登録の有無にかかわらず構

８件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１１件

５．各機関の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

７件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
以下に示すように順調に実験は進行しほぼ満足すべき結果が出ている。
１．基本転写因子とそれと相互作用するタンパク質としてヒト基本転写因子 TFIIEα サブユニットの C
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末酸性ドメインと TFIIH の p62 サブユニットの N 末の PH ドメインとの複合体構造を NMR を用いて決
定しその相互作用の分子機構を原子レベルで明らかにすることができ、初期の目標を達成した。
２．転写制御因子とそれと相互作用するタンパク質として転写活性化因子 ATF-2 の転写活性化ドメイン
の天然変性状態である C 末サブドメインが DNA 結合ドメインと相互作用をして一部の領域が両親媒性
のαへリックスを形成することを見出した。また転写抑制因子 REST の N 末ドメインに関しては既に構
造を決定した Sin3 との相互作用に比べて基本転写因子 TBP とは安定な複合体を形成しなかった。
３．ヒストンシトルリン化酵素 PAD4 がモノメチル化アルギニンを特異的に認識することを明らかにし
た。また、PAD4 と p53 との相互作用を系統的に解析するとともに、p53 の最小領域の同定と結晶化に成
功した。また、メチル化ヒストン結合タンパク質 NML の C 末端ドメインのＸ線結晶構造解析を行い、メ
チル基転移機能を有するドメインあることを明らかにした。さらに、全長 NML に関して Sf9 細胞を用
いたバキュロウイルスの発現系をもちいて 1L あたり 2-3mg の精製タンパク質を得ることに成功した。
８．課題内の情報共有・連携体制
情報共有化や連携体制を強化するためにグループ参加研究者が集まって全員が研究報告を行う班会議
を毎年開催し、お互いの研究進捗状況を確認し研究手法の妥当性や今後の計画に関して長時間かけて議
論している。また基本転写因子 TFIIE に関しては富山大学の大熊が機能解析を担当し横浜市大の西村の
グループが構造解析を担当しているが電話および電子メールにて互いの進捗状況やコンストラクト作
成の打ち合わせを月に数回行っている。その結果 TFIIE 及び TFIIF がそれまで言われていたαβのヘテ
ロテトラマーでは無くヘテロダイマーであることを MS で解析し、αとβの各々のコアドメインの構造、
αの C 末酸性ドメインのフリーの構造及び TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインとの複合体構造を
NMR により解析し世界に先駆けて報告してきた。また TFIIE は佐藤グループの X 線小角散乱の実験か
ら非常に細長い分子であることがわかり、西村のグループで TFIIEαβ全長の NMR 解析を行っている。
また PAD4 に関しては山田と佐藤がそれぞれ機能解析と構造解析を行い、密接な意見交換を行なって新
しいヒストン修飾の機能構造を見出した。また、西村グループと佐藤グループは連携して PAD4 による
メチル化アルギニン残基の脱メチル化について質量分析法による解析を行い、メチル化アルギニン残基
のメチル基はディスオーダーした状態で認識されることを明らかにした。西村は組換え体ヒストン
H2AH2B のヘテロ 2 量体の NMR 構造を解析し、山田や佐藤らと相談して明石が H2AH2B のヘテロ 2
量体で PAD4 による修飾部位を MS で同定しシトルリン化により 2 量体が安定化することを見出した。
９．他の課題との情報共有・連携
基本転写因子 TFIIEαβ全長の無細胞発現系に関しては理研に依頼したがαβ全長共発現系ではαβ複
合体としての発現は困難でむしろβの発現が確認されたので、当研究室で新たに TFIIEαβの無細胞共
発現系を立ち上げ全長を得ることができた。転写抑制因子 REST が関連する髄芽腫の細胞増殖阻害実験
に関しては熊ノ郷グループの分担者の横浜市大五嶋教授と共同研究を行った。また技術開発研究「解析」
領域の SAIL 法に関しては名古屋大学の甲斐荘教授と転写活性化因子 c-Myb の DNA 結合ドメインで共
同研究を行ない意見交換を行っている。また SAIL 法を用いて TFIIE の全長解析を行なっている。また、
佐藤グループは脂質メソフェーズ法による結晶化技術開発を生産 C１の横山グループと連携している。
１０．人材育成
参加した研究者は 3 名おり、その現在の所属は大学２名（国内２名）
、企業 1 名である。1 名は研究成
果を生かし企業に就職した。博士課程学生１名は、学会に積極的に参加させ、毎週のセミナーで研究発
表等の指導を行なっている。ポスドク 1 名は国内外の学会等で発信させ、毎週のセミナーで研究発表や
原著論文の紹介を行ない、大学院生の教育・研究にも参加して、修士論文の作成等の指導も行っている。

252

Ａ４－Ａ（基本的な生命の解明）
１１．終了までの具体的な見通し
基本転写因子 TFIIE 全長において SAIL アミノ酸でラベルした TFIIE を大量調製したので全長 TFIIE で
TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインとの複合体構造を決定することが可能となった。また TFIIE
βと TFIIS の相互作用部位を同定したので複合体構造の解析が可能となった。PAD4 と p53 の最小相互作
用領域の同定と結晶化に成功したので複合体の結晶構造を解析する。また全長 NML に関して Sf9 細胞
を用いたバキュロウイルスの発現系により精製タンパク質を得ることに成功したので全長 NML で結晶
化に取り組む。転写抑制因子 REST は髄芽腫や神経疼痛の標的タンパク質で REST と Sin3 の複合体構造
に基づいて NMR 法で結合阻害化合物を同定し、横浜市大医学部、名古屋市大薬学部、長崎大学医学部
と共同研究を行い髄芽腫細胞増殖阻害効果や神経疼痛モデルマウスに効果がある化合物を見出し PCT
出願を行なったのでさらに有効な化合物のデザインと同定を行う。また関節リュウマチの標的タンパク
質の PAD４の抗体を開発し名古屋市大医学部との共同研究で関節リューマチモデルマウスで効果を確
認し特許を出願したので抗体医薬としての開発先を検討する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
転写抑制因子 REST はエピゲノムに関連する新しいタイプの標的タンパク質と考えられ NMR 法で結合
阻害化合物を同定し髄芽腫細胞増殖阻害効果や神経疼痛モデルマウスに効果がある化合物を見出した
ので現在ベンチャー企業と共同研究を開始しさらに有効な化合物の同定を行なっている。また NMR 法
が標的タンパク質に結合する化合物の同定等に有効であることから製薬協の蛋白コンソーシアムをは
じめ幾つかの製薬企業が当研究室の NMR を使用し成果占有で研究を行なっている。またそのために個
別にタンパク質の NMR や LC-NMR の指導も行なっている。内容は非公開だが個別には大きな成果が上
がっていると評価され持続的に研究が行われている。また関節リュウマチ標的タンパク質 PAD４の抗体
の効果があった事から知財担当コーデイネータが製薬企業との共同研究を検討している。
１３．特記事項
基本転写因子 TFIIE と基本転写因子 TFIIH との複合体の構造として世界初の報告である。また、遺伝子
修復時にはリン酸化されたｐ53 が TFIIH をリクルートするのに転写活性化時には TFIIE が同じ相互作用
部位を使用して TFIIH を転写開始前複合体にリクルートすることを示し、転写と遺伝子修復のスウィチ
の分子機構を明らかにすることができた。またこれまで転写活性化ドメインなどが相互作用するときに
天然変性状態部位が両親媒性へリックスなどを形成し相手と相互作用する例が非常に多かったが、
TFIIE の酸性ドメインの場合は非常に伸びた構造で広く TFIIH と相互作用をし、しかも天然変性領域だ
けではなくコア領域を使用して相手と相互作用しているユニークな複合体であることを明らかにした。
転写因子 p53 との相互作用様式との違いがあることが基本転写因子同士の相互作用様式と転写因子と基
本転写因子の相互作用様式の違いによる可能性もある。
１４．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

0

0

0

物品費（千円）

7,688

0

0

0

人件費・謝金（千円）

19,136

5,183
0

試作品費（千円）

２３年度

計

591

13,178

13,731

12,412

旅費（千円）

業務実施費（千円）

30,880

27,976

22,423

19,280

その他（千円）

1,196

間接経費（千円）

10,996

12,346

10,846

9,508

間接経費（千円）

8,677

52,373

合計（千円）

47,650

53,500

47,000

41,200

合計（千円）

37,600

226,950

人件費（千円）
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分 担 機 関 の 課 題 名

基本転写因子 TFIIE とそれと相互作用するタンパク質群

分

富山大学

担

機

関

機関の代表研究者名

大熊

芳明

１．課題開始時における各機関の達成目標
真核生物での重要な核内イベントは、クロマチン上で起こり、クロマチンリモデリング因子やヒス
トン修飾因子が複製や転写の制御に密接に関与している。特に日本の研究者が発見同定し、機能を引き
続き解析しているタンパク質で、しかもその構造解析が日本の研究者により精力的に行われているタン
パク質をハブとして基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子のネットワークの構造生物学的研
究を行う。これらは全てクロマチン構造の再構成の一環として捉えるべき現象であり、遺伝子発現の活
性化や抑制化やヘテロクロマチン化やさらには複製修復にも関与する。これらのネットワークの各接点
における複合体構造を NMR や X 線で解析し、高次構造に基づいて真核生物の核内現象の基本原理を解
明する。
このため、公立大学法人横浜市立大学と国立大学法人富山大学は共同で業務を行う。
国立大学法人富山大学は、基本転写因子 TFIIE とそれと相互作用するタンパク質群の機能解析を行い、
核内シグナル機構を解明する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①ヒト TFIIE とその相互作用するタンパク質の機能解析
基本転写因子 TFIIE のαサブユニットの酸性ドメインが TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメイン
と相互作用することを見出し、酸性ドメインのフリーの構造と PH ドメインとの複合体構造を決定し
た。また TFIIE の全長の構造を NMR で解析し TFIIEβのコアドメインと C 末塩基性ドメイン、TFIIE
αのコアドメインと C 末酸性ドメイン等のシグナルを同定し TFIIE 全長中で各ドメインは単離した時
と同じ構造を取っていることを確認した。また TFIIEαの酸性ドメインに関しては全長中での立体構造
を決定した。一方、TFIIEβサブユニットがその C 末端 bHL(塩基性−ヘリックス・ループ)領域で、転写
伸長因子 TFIIS の N 末側のドメイン１と結合しうることを見いだした。
②分裂酵母での TFIIE と TFIIH、そしてそれらの相互作用するタンパク質の解析
分裂酵母の Pol IIRpb5 サブユニットの遺伝子をノックアウトした。TFIIEα の欠失変異体を作製して、
Rpb5 とのプルダウンアッセイを開始し、生化学的にどの領域で結合しているかの同定を進めた。さら
に TFIIE と TFIIH に相互作用するヒストンシャペロン HIRA 複合体の Hip3 サブユニットが体細胞分裂
期の遺伝子の転写抑制に関わることを明らかにし、この成果は論文として PLoS ONE に発表した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
横浜市立大と共同して研究を進め、実際の構造解析に関しては横浜市立大が行った。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①ヒトTFIIEとその相互作用するタンパク質の機能解析
TFIIEは、転写開始の際にRNAポリメラーゼII (Pol II)の活性化に伴う構造変化を引き起こす。その際に
引金となる相互作用をする分裂酵母TFIIEαサブユニットによるPol II Rpb5サブユニット上の結合部位の
同定を進めた。TFIIEαは、ヒトの場合Pol IIのサブユニットに非特異的に結合が見られてしまっていたた
め、分裂酵母において解析を進めていたが、これまでの解析の結果、このヒトの場合の非特異的な結合
は6Hisタグを用いていたからで、HAタグを用いると分裂酵母と同じようにRpb5サブユニットとの結合が
見られることが明らかになった。また分裂酵母TFIIEαN末のおよそ100残基からなるフォークヘッドドメ
インの領域がRpb5と結合していることを、欠失変異体で確認した。これまでにTFIIEαフォークヘッドド
メイン領域だけでRpb5に結合できることを確認した。一方の分裂酵母Rpb5側も欠失変異体を作製し、大
腸菌にて発現精製し、TFIIEαと結合している領域を同定した。
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次にTFIIEβとPol IIのサブユニットとの結合であるが、Rpb12サブユニットとの結合は、TFIIEβのbHLH
領域欠失変異体で結合できなくなるので、反対にbHLHとRpb12の結合をみると上手く結合できなかった
ので、おそらくTFIIEβの他の領域もRpb12との結合に関わっていると考えられ、現時点で構造解析へ進
むことはできないと判断した。今後は、TFIIEβがより強固に結合するRpb2サブユニットとの結合を検討
することとした。TFIIEβ サ ブ ユ ニ ッ ト は ま た 、転 写 伸 長 因 子 TFIISと 結 合 す る こ と を 見 い だ し 、
こ の 結 合 領 域 が TFIIEβ の C末 bHL領 域 と TFIISの N末 ド メ イ ン １ で あ る こ と を 明 ら か に し た
(下 図 1)。 こ れ ま で 、 Pol IIが ど の よ う に し て 転 写 活 性 化 型 に 変 換 さ れ る か 不 明 で あ っ た が 、
こ れ に よ り TFIIEβとTFIISが 相 互 作 用 し て Pol IIを 活 性 化 型 に 変 換 す る 機 構 が 明 ら か に な る こ
とが期待される。
TFIIEと 結 合 す る メ デ ィ エ ー タ ー 複 合 体 の 方 は 、活 性 サ ブ ユ ニ ッ ト CDK8と CDK19が 転 写 開
始 装 置 と 相 互 作 用 す る 際 に 、協 調 的 に 機 能 す る 相 互 作 用 タ ン パ ク 同 定 を 行 っ た 。マ ス ス ペ ク
ト ル と 酵 母 ２ ハ イ ブ リ ッ ド 解 析 の 結 果 、 ク ロ マ チ ン リ モ デ ラ ー SWI/SNFと ヒ ス ト ン 修 飾 因 子
が同定された。現在、その相互作用の特異性確認を行っている。また、本プロジェクトによ
り MED15サ ブ ユ ニ ッ ト が TFIIE両 サ ブ ユ ニ ッ ト と 結 合 す る こ と を 見 い だ し た の で 、 結 合 の ヒ
トと分裂酵母による生化学的解析、および分裂酵母を用いた遺伝学的解析を行っている。
図 1.TFIIEβは C 末で TFIIS ドメイン 1 に結合
する
左図：ヒト TFIIS の欠失変異体。TFIIS は大き
く３つのドメインが報告されており、N 末から
ドメイン I、ドメイン II、ドメイン III である。
右図：これらの欠失変異体への TFIIEβの野生型
と C 末領域 211-283 の結合の解析。その結果、
ドメイン I に結合することが明らかになった。
結合領域を左図に水色ボックスで囲んで示す。

②分裂酵母での TFIIE と TFIIH、そしてそれらの相互作用するタンパク質の解析
分 裂 酵 母 の Pol IIRpb5サ ブ ユ ニ ッ ト の 遺 伝 子 を ノ ッ ク ア ウ ト し た 。TFIIEαの 欠 失 変 異 体 を 作
製 し て 、Rpb5と の プ ル ダ ウ ン ア ッ セ イ を 開 始 し 、生 化 学 的 に ど の 領 域 で 結 合 し て い る か の 同
定 を 進 め て い る 。さ ら に TFIIEと TFIIHに 相 互 作 用 す る ヒ ス ト ン シ ャ ペ ロ ン HIRA複 合 体 の Hip3
サ ブ ユ ニ ッ ト が 体 細 胞 分 裂 期 の 遺 伝 子 の 転 写 抑 制 に 関 わ る こ と を 明 ら か に し 、こ の 成 果 は 論
文 と し て PLoS ONEに 発 表 し た (Mizuki et al., PLoS ONE, 6, e19442, 2011)。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

○件

PDB 登録の有無にかかわらず構

○件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

９件（うち総説１件）

５．各機関の特許出願件数

○件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

３件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
当初の目的１に挙げた、TFIIEα サブユニット C 末酸性領域と TFIIH の p62 サブユニットの N 末 PH
ドメインとの複合体構造は、横浜市立大西村教授との共同研究により大変上手く達成された。そこで、
さらなる研究計画として TFIIE の Pol II とメディエーター複合体との相互作用の機能と構造の解析を設
け、その達成に向けて努力しているところである。これが達成されたあかつきには、Pol II の転写開始
の際の活性化機構とメディエーターの基本転写装置との活性化シグナルのやり取りの機構が明らかに
なる。基本転写因子とクロマチン制御因子との相互作用に関しても、大きな進展が見られた。一つはヒ
ストンシャペロンの HIRA 複合体が基本転写装置と相互作用しつつ、ヒストン修飾を制御している結果
を得た。またメディエーターがクロマチン制御因子と相互作用して Pol II の活性を制御していることを
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示唆する結果を得たことは達成度としては 80%以上であると判断する。
８．課題内の情報共有・連携体制
情報共有化や連携体制を強化するためにグループ参加研究者が集まって全員が研究報告を行う班会
議を毎年開催し、お互いの研究進捗状況を確認し研究手法の妥当性や今後の計画に関して長時間かけて
議論している。また基本転写因子 TFIIE に関しては富山大学の大熊が機能解析を担当し横浜市大の西村
のグループが構造解析を担当しているが、電話および電子メールにて互いの進捗状況やコンストラクト
作成の打ち合わせを月に数回行っている。その結果 TFIIE 及び TFIIF がそれまで言われていたαβのヘ
テロテトラマーでは無くヘテロダイマーであることを MS で解析し、αとβの各々のコアドメインの構
造、αの C 末酸性ドメインのフリーの構造及び TFIIH の p62 サブユニットの PH ドメインとの複合体構
造を NMR により解析し世界に先駆けて報告してきている。
９．他の課題との情報共有・連携
メディエーター複合体が転写制御において、正と負の両機能を果たすことは知られているがメカニズ
ムが良くわかっていない。富山大学のこの研究の学会で発表するのを聞き、製薬会社が自分たちが薬に
しようとしている候補化合物の生体、細胞内での標的が大熊の研究しているタンパクであることが明ら
かになった時点で共同研究を申し出てきて、契約の上プロジェクトが１年前から始まっている。年に２
〜３回東京、あるいは富山で数名同士で打ち合わせつつ連携して進めている。また、DNA のメチル化
とヒストンメチル化の相互作用で転写がいかに制御されるかの解析を、メチル化 DNA 結合タンパク
MBD1 とそのコファクターMCAF1 を解析している熊本大学発生医学研究所の中尾光善教授と、
SWI/SNF 複合体のファミリーの同定を群馬大学医学研究科北川浩史教授と、また B 細胞の成熟に関わ
る BCL6 のメディエーターとの相互作用を東北大学医学研究科五十嵐和彦教授と開始している。
１０．人材育成
本研究課題の遂行に当り、若手の育成のため研究支援員として博士課程に進学予定の大学院修士学生
１名にプロジェクトに加わってもらい、タンパクの構造と機能の解明を実践することで研究者としての
基本を学ばせている。また、本課題の遂行の期間にもう一名の学生が博士課程に進学し、日本学術振興
会特別研究員として研究に邁進している。その他、現在薬学科の６年生の学生が、研究に興味を持ち、
卒業後は博士課程に進学する意思を示している。これら学生には、本プロジェクトの他のグループの成
果等を研究室の研究報告会、勉強会、学会参加を通じて積極的に触れさせ、刺激を与えている成果が出
ていると考えている。
１１．終了までの具体的な見通し
本研究課題の遂行に当り、若手の育成のため研究支援員として博士課程に進学予定の大学院修士学生
１名にプロジェクトに加わってもらい、タンパクの構造と機能の解明を実践することで研究者としての
基本を学ばせている
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
企業との共同研究の欄に記したが、企業が老化と癌の薬として開発を進めている化合物が、富山大学
大熊の研究しているタンパク質を標的としていることから、本プログラムの成果が今後の人々の老化へ
の対策、癌の防止により健康と幸福に貢献できると考えている。
１３．特記事項
本研究課題成果を挙げていることが世界で認知された結果、平成 22 年度にはフランスのストラスブ
ルグの医学研究所の研究者の採用の外部評価委員、シンガポール大学の准教授の教授への昇進の審査
員、ハンガリーの国立研究費とインドのピュートラストの研究費の審査員、依頼され、平成 23 年度も
インディアナ大学のテニュア審査と助教授から准教授への昇進の外国審査委員を依頼されている。ま
た、2007 年に J. Biochem に書いた、成果のまとめの総説が、雑誌の論文アクセス数とダウンロード数で
5 年間の間ずっとトップ 10 にランクされていたことの通知が来ている。またこの期間、Molecular Cell
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誌、EMBO Journal 誌、Naure Structure & Molecular Biology 誌の論文の審査員を依頼されてきている。
また、挙げた成果は 2008 年には２つの国際学会(EMBL 転写学会、Naito 国際シンポジウム)で招待講
演し、2010 年に米国ロックフェラー大学での講演会に招待され発表している。
１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,127 千円

0円

0円

0円

物品費（千円）

試作品費（千円）

0円

0円

0円

0円

人件費・謝金（千円） 1,783 千円

人件費（千円）

0円

0円

0円

1,452 千円

旅費（千円）

642 千円

業務実施費（千円）

7,373 千円

8,846 千円

8,462 千円

5,779 千円

その他（千円）

122 千円

間接経費（千円）

2,850 千円

2,654 千円

2,538 千円

2,169 千円

間接経費（千円）

1,362 千円

11,573 千円

合計（千円）

12,350 千円

11,500 千円

11,000 千円

9,400 千円

合計（千円）

5,900 千円

50,150 千円

設備備品費（千円）

257

２３年度

計
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人大阪大学

機関の代表研究者名

岡村康司

１．課題開始時における各機関の達成目標
電位センサードメイン蛋白は、幅広く菌類からヒトに到るまで広く存
在し膜電位シグナル伝達と活性酸素産生に関わる膜蛋白である。日本で
独自に発見された電位依存性ホスファターゼ VSP と電位依存性プロト
ンチャネル VSOP を大量精製し X 線結晶化による構造解析を行い、生
体がもつ膜電位シグナルの基本原理と生理的意義を明らかにする。更に
立体構造に基づき、既存のホスファターゼに膜電位感知機能を付加さ
せ、糖尿病やがんの発症にも関連するホスファターゼの動作原理解明の
ための新たな実験ツールを得る。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
電位依存性ホスファターゼ VSP について細胞内領域の X 線結晶構造を明らかにし、イノシトールリン
脂質の基質特異性の分子基盤を明らかにした。更に機能解析結果と併せ、電位依存的な酵素活性の制御
機構のモデルを提唱した。電位依存性プロトンチャネルの全長蛋白について、発現条件、精製条件を確
立し、結晶化スクリーニングから微結晶を得た。電位依存性プロトンチャネルの細胞内ドメインの X 線
結晶構造を明らかにし、チャネル電流の定量的解析からゲーティングの新たな制御機構を発見した。




 
 


立体構造



















VSP 細胞質領域ドメインの

 
 








VSOP 細胞内ドメインの立体構造（左）と
機能発現機構のモデル（右）
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
Ci-VSP の細胞内領域の X 線結晶構造：VSP は膜貫通領域としての電位センサードメインと PTEN 様細
胞内領域とから成り、後者はホスファターゼドメインと膜と相互作用する C2 ドメインとから成る。大
腸菌発現系を用いて長さの異なる２種類のコンストラクトと活性中心部位 G365 をアラニンに変異させ
た計３種類の細胞内領域を発現させ、結晶化を行い、2.8 〜2.0 の分解能の構造を得た。VSP の構造を
ヒト由来 PTEN の構造と比較し以下の知見を得た（JBC, 2011）。
（１）細胞内のドメイン間の相互作用：
C2 ドメインは PTEN において細胞膜内側との相互作用に重要であり、癌形成の変異のホットスポット
が集積する領域であるが、この一部の CBR3 loop が、VSP では細胞質側へ飛び出していた。更に C2 ド
メインとホスファターゼドメインの間の水素結合ネットワークの様式が PTEN と異なることを明らかに
した。
（２）Redox 制御の構造基盤：活性中心の 363 番目のシステインが 310 番目のシステインと disulfide
bond を形成しており、酸化還元による酵素活性の調節が示唆された。
（３）基質特異性の構造基盤： PTEN
と同様に PIP2 を脱リン酸化しない G365A 変異体の立体構造は、全体の構造も基質認識に関わる P-loop
の構造も wild type と相違は見られず、365 の部位がグリシンであることによって構造の柔軟性が生じ
PIP2 を認識するメカニズムが考えられた（PTEN ではアラニン）。一方、活性ポケットを構成する T1-loop
は構造の相違が見られ、VSP では 411 番目のグルタミン酸がポケットの内側を向いているのに対し
PTEN ではスレオニンがポケットの外側へ向いていた。また表面電荷では E411 により負の電荷を示し、
基質の選別に関わる可能性が考えられた。
Ci-VSP の全長の結晶化：初年度に自然科学研究機構でゼブラフィッシュ VSP の全長 cDNA をクローニ
ングし、大阪大学側で GFP 融合蛋白として酵母に発現させ、FSEC により細胞膜への安定した発現を確
認した。Ci-VSP と EGFP の融合分子及び電位センサードメイン部分のみの分子を Sf9 細胞に発現させ、
単一のバンドとして確認した。
mVSOP のストイキオメトリーと膜トポロジーの解析：生細胞での FRET 計測、免疫沈降実験、クロス
リンカー実験から VSOP がダイマーである事を明らかにした（PNAS, 2008）。プロトン透過経路と、膜
電位感知に関わる部位の同定のため、全長蛋白の膜貫通領域の各アミノ酸をシステインに変異させ、
PEGylation アッセイを培養細胞に適用する方法を確立して、疎水環境にある部位の同定を行った。S4
領域のＣ末端側半分は水環境にあり、実際 S4 の途中の 205 番目のアミノ酸までの欠失蛋白にしても、
プロトンチャネル機能は保存されていた。S1 や S2 においても水環境の部位が膜貫通領域内に存在する
ことから、へリックス間の連携によってプロトン透過経路を形成していることが推定された。また、膜
電位感知には S4 の後半半分は寄与していないことが明らかになった。
VSOP の結晶化の現状：これまで GFP レポーター遺伝子を用いたシステム（FSEC）により７生物種の
VSOP の発現スクリーニングを行い、マウスとゼッブラフィッシュ VSOP の発現が良好で、DDM、DM
や CYMAL-7 といった界面活性剤で良好に可溶化できることから、大量発現系、精製条件の検討を進め
た。その後哺乳類由来 VSOP のキメラ蛋白の発現が良好であり、ゲルろ過クロマトグラフにおいて鋭利
なピークを示し、結晶化サンプルとして優れている事が判明した。10L 培養分の膜画分から精製を行い、
ゲル濾過精製の際の pH 条件を確定した後、純度高いサンプルとして 1.25 mg を得ている。Fab 抗体との
共結晶化を試みるため、マウス由来細胞株 Neuro2A に上記キメラ分子を強制発現させた安定細胞株を
VSOP ノックアウトマウスに免疫しハイブリドーマを作製後培養上清に含まれる抗体を FACS によりス
クリーニングし複数のクローンを得た。岩田想教授のグループとの共同研究で精製した VSOP をリポソ
ームに組み込んだサンプルを免役する方法により、mVSOP の立体構造を認識する単クローン抗体の作
製に成功した。
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膜再構成による精製蛋白の機能の確認：AMCA 蛍光を用いたリポソーム再構成を立ち上げ、精製した
VSOP 蛋白がプロトン輸送能をもつことを見出した。「生産」領域の横山茂之博士のグループとの共同
利用で脂質メソフェーズを利用した結晶化の試みを行っている。
mVSOP の細胞内ドメインの結晶化：プロトンチャネルではモノマー状態でイオン通過路が存在してお
り、ダイマー化の機能的意義を明らかにする事はイオンチャネルのゲーティング機構の原理解明に繋が
る。そこで C 末端側細胞内領域について X 線結晶解析を行った。構造決定に難航したが、コイルドコ
イルの解析では一般に困難とされてきた分子置換法での解析が成功し 1.45Å の高分解能で構造を得た。
細胞内領域は順方向で並行したダイマー・コイルドコイル構造を示し、３つの特徴が明らかになった。
（１）コイルドコイルのほぼ中央で 231 番目のアスパラギンが非対称なコアパッキングを起こし、全体
が非対称な 2 量体コイルドコイル構造を呈した。
（２）２量体化に有利なモチーフ配列である I/L パター
ンが３回繰り返され外壁部には親水性の塩橋や水素結合を欠いていた。（３）コイルドコイル中には珍
しいシステインが存在し CD スペクトル解析により H2O2 存在下で熱安定性のシフトが観察された。H2O2
存在下での蛋白、および Cys245 を Ser に変化させた変異体蛋白の結晶構造解析に成功し、H2O2 存在下
で Cys245 がサブユニット間に S-S bond を形成することから redox 状態に依存して二量体が安定化され
ると考えられた。（論文投稿中）
（３）機能解析に関する進捗及び成果
発現系細胞において合成した電位センサー蛋白の機能：VSOPについて、結晶化のために合成した哺乳
類由来VSOPを人工二重膜に再構成しpH変化の計測を蛍光試薬であるAMCAを用いて行い、バリノマイ
シン存在下でのプロトン輸送活性を検出した。定量的な評価を更に行うため現在pHメーターを用いた活
性測定を行っている。
電位依存性プロトンチャネルVSOPのダイマー形成の分子基盤の解明：C末端側を欠失させるとダイマ
ーの会合が抑制され、コイルドコイル領域が会合に重要である事を明らかにした。また、モノマーで
プロトンチャネル活性があり、イオン透過にはオリゴマー化は必要でないことを明らかにした。結晶
化により得られた細胞内領域の蛋白構造の特徴とプロトンチャネルのゲーティング機構との関係を明
らかにするため、種々の変異体を作製し、CDスペクトラム、分析超遠心・ゲル濾過クロマトグラフィ
ーによる解析を行い、会合状態の熱安定性を解析した。また温度依存的チャネルゲーティングとの相関
を電気生理学的に解析した。2量体会合を減弱させる変異は活性化の温度閾値を下げキネティクスを促
進させ、一方会合強度を増強させる変異は逆の効果を呈した。コイルドコイルとS4をつなぐリンカーの
柔軟性を増す変異を導入すると、2量体会合を保っているにも関わらずコイルドコイルによるゲーティ
ング修飾は生じなかった。これらから細胞内2量体コイルドコイルが膜貫通ドメインS4と一体となって
ゲーティングの修飾に寄与していることが示された（論文投稿中）。
PTENとの比較によるVSPの電位依存的ホスファターゼ活性の動作原理：前述したCi-VSPの細胞内領域
の構造から、PTENで明らかにされていたredoxによる酵素活性の制御と同様の制御が見られる可能性が
示唆された。そこで、redox状態の変化で酵素活性が制御されるかをマラカイトグリーンアッセイによ
り計測したところ、VSPの酵素活性がH2O2投与により消失することが確認された（JBC, 2011）。これま
での構造解析の結果PTENと構造が異なることが判明していたCi-VSPのCBR3領域と酵素ドメイン間の
水素結合に注目し、電位センサー領域と酵素領域の共役機構を解析した。CBR3領域の酸性アミノ酸の
変異では電位依存的酵素活性は減弱しなかった。またCBR3領域の２つのアミノ酸を変異させた変異体
では電位依存的酵素活性が増強された。これらから、CBR3領域は酵素ドメインと水素結合を介して結
合するものの、水素結合は電位センサーと酵素領域の共役に必要ではなく、今後膜との相互作用を含め
て考える必要があると考えられた。特に、酵素ドメインの電荷の分布様式がPTENと異なっていること
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から、膜への相互作用の様式が、電位依存的な構造変化に重要であると考えられた。また、複数のPIP2
のセンサー蛋白をツメガエル卵母細胞に発現させ、各膜電位でのVSPのホスファターゼ活性を比較し、
これにより得られた結果をシュミレーションソフトVirtual Cellを用いて解析したところ、電位センサー
の動く程度と定量的に良く一致した（J. Physiol. 2011）。このことから電位センサーと酵素領域はすべ
ての膜電位範囲で強く共役していることが明らかになった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

７件

PDB 登録の有無にかかわらず構

７件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

19 件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数

5件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
VSOP の細胞内ドメインの構造解析の結果、ゲーティングの制御におけるコイルドコイル構造の重要性
が浮き彫りになり電位センサー蛋白の研究分野全般へ大きなインパクトを与えつつある（投稿中）。VSP
の細胞内領域の解析から浮き彫りになった動作原理とホスファターゼとしてのメカニズムは、電位依存
的に酵素活性が変化するメカニズムへの切り口になるとともに、癌や代謝の分子機構の解明する上での
貴重な基盤を与える。VSP の細胞内領域に関する成果は J. Biol. Chem.誌に発表され、VSOP のコイルド
コイルのゲーティングにおける役割に関する論文は現在審査中である。VSOP の全長蛋白の結晶化はま
だ実現できていないが、発現条件、可溶化条件、精製条件が明確になり、立体構造を認識する抗体も作
製されており、脂質メソフェーズの利用、などを含めチーム総動員体制で構造決定を目指している。
８．課題内の情報共有・連携体制
同じキャンパス内にある地の利を生かし、常に両研究室から研究者が相互乗り入れして研究を行ってお
り、恒常的に実験手技の連携やサンプルの共有がなされている。１ヶ月から２ヶ月に一度の定例ミーテ
ィングで、データの整理と実験計画の打ち合わせや論文内容の検討を密に行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
VSOP と NADPH オキシダーゼの相互作用と血球での生理機能について、NADPH オキシダーゼ研究の
パイオニアで医学薬学 A3 の住本教授と連携している。抗体との膜蛋白共結晶について、生産 D3 の岩
田教授に指導を仰いでいる。脂質メソフェーズを利用した結晶化について、生産 C1 の横山茂之博士に
指導を仰いでいる。生命 B2 の相本教授らと連携し、リポソーム再構成実験で情報交換を行い、また人
工的に合成した膜貫通ドメインペプチドにより最小機能ユニットを同定する試みを行っている。
１０．人材育成
本プログラムに参画した大学院生は、大阪大学内の二つの研究グループの密な連携の下で実験を行い、
構造生物学と生物物理測定の両方をマスターすることとなり、本研究成果により学位を取得した。本学
生とポスドクの指導は、医学系研究科、蛋白質研究所のスタッフが共同でおこない、合同セミナーや打
ち合わせ、論文作成などにより、日常的に研究者としての質の向上がはかられた。本プログラムに参加
したポスドクは、プログラム終了後も研究を更に発展させる予定であるが、既に研究内容が注目され他
機関から異動の打診も来ており本研究プログラムで培われたノウハウを日本全体へ広げていく。
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１１．終了までの具体的な見通し
膜貫通領域部分を含む全長蛋白の構造決定が急務であるが、VSOP については結晶化スクリーニングに
入っており既に微結晶を確認しており、現在、サンプル精製の条件を更に検討し、安定に結晶を得る努
力を行っている。岩田想教授のグループとの共同実験により、立体構造を認識する Fab 抗体の作製も順
調に進んでおり VSOP と安定した結合を起こす抗体の選別を行った後、共結晶化に用いる計画である。
横山茂之博士との脂質メソフェーズを利用した結晶化とも併せ、期間内に構造解析へとこぎつけたい。
VSP 全長の構造解析も VSOP と同様の戦略で構造解析に向けての研究を進めていく。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
結晶化を目的として得られた抗 VSOP 抗体は蛋白機能を修飾する機能性抗体となる可能性があり、免疫
活性を向上させるなどの効果を期待できる。また、ヒト VSOP 細胞外領域に対する抗体は血球細胞の cell
sorting などに利用できるため、今後医薬品への応用も視野に入れ検討したい。また VSP の PTEN 様細
胞内領域の結晶化によりホスホイノシチドホスファターゼの活性制御機構を解析できるようになった
ため、今後、分子構造を元にしたドラッグデザインを進めることにより、PTEN 活性の修飾薬など、癌
や代謝疾患などの治療薬の開発に繋がる可能性がある。
１３．特記事項
電位依存性ホスファターゼ VSP は、電気信号を化学信号に変換できる点でユニークであり、その動作
原理が多くの研究者が参入する形で研究されている。また、PTEN との相同性が高いことから、様々な
生理現象に重要な信号分子であるホスホイノシチドの制御機構を理解するためのターゲットとしても
注目が高まっており、従来の研究領域の枠を超えて研究が行われつつある。そのような競合の中で、世
界に先駆けて VSP の細胞内領域の構造を明らかに出来たことの意味は大きく、今後詳細な動作原理の
理解が大きく進むと考えられる。また、これらの知見は多くの疾患の治療薬のターゲットとなっている
ホスファターゼや電位依存性イオンチャネルの研究全般に波及効果がある。
１４．研究費一覧

設備備品費（千円）

試作品費（千円）

１９年度

２０年度

13,078

5,612

0

２１年度

0

２２年度

２３年度

0

0 物品費（千円）

0

0 人件費・謝金（千

計

745

10,506

円）
人件費（千円）

旅費（千円）

528

7,711

その他（千円）

526

6,461

5,330

間接経費（千円）

3,692

28,000

23,100

10,661

5,854

8,991

10,058

業務実施費（千円）

7,029

10,364

12,546

間接経費（千円）

9,230

6,549

40,000

28,380

合計（千円）
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16,000

135,480
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課

題

名

小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析

機

関

名

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所

代 表 研 究 者 名

若槻壮市

１．課題開始時における達成目標
細胞内において生体分子の輸送を担う小胞輸送は最も重要な生命現象の一つであり、供与オルガネラ
膜からの小胞の出芽から標的オルガネラ膜との融合に至る複雑なプロセスである。その諸過程を理解す
るためには、これらに関わる多様で複雑なタンパク質－タンパク質のネットワークを明らかにしそれが
細胞内でどのように制御されているかを解明すると共に、ネットワークを形成するタンパク質複合体の
立体構造を解明することが必須である。小胞輸送に関与するタンパク質は、ほとんどの場合、細胞内の
オルガネラ膜と直接あるいは間接的に相互作用して機能している。本研究では、可溶性タンパク質だけ
でなく、結晶化の難しいタンパク質複合体、
小胞輸送を制御するタンパク質複合体の結晶構造解析 （若槻）

膜結合タンパク質、膜貫通タンパク質へとタ
ーゲットを拡大し、小胞輸送の詳細を分子レ

酵母と高等植物におけるゴル
ジ体形成ならびにポストゴル
ジ交通・エンドサイトーシスの
分子機構解析 （中野）

ベルで解明する事を目的とする。特に、酵母
と高等植物におけるゴルジ体形成ならびに
ポストゴルジ交通・エンドサイトーシス、動
物細胞の細胞質分裂や細胞運動、酵母におけ

酵母における
小胞体からの
輸送小胞形成
機構の解析
（佐藤）

初期エンドソーム
ゴルジ体

TGN
MVB/後期エンドソーム

小胞体
リソソーム

る小胞体からの輸送小胞形成などの機能を
制御する分子スイッチ GTPase とその制御
核

タンパク質との複合体を中心に、立体構造解
析と細胞内機能解析を組み合わせ、その作用

分泌経路

細胞機能の調節におけ
る小胞輸送の役割の分
子基盤解析 （中山）

細胞膜

機構を理解することを目指す。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
植物のエンドサイトーシスを制御する ARA6 と ARA7 の 2 種類
の GTPase について、それらの共通の活性化因子である VPS9a
との複合体の立体構造を決定した。種々のヌクレオチドおよび金
属イオンを含む条件で構造解析を行い、機能解析とあわせてヌク
レオチド交換による小胞輸送制御機構を明らかにした。ARA7 が
単量体と二量体の平衡状態にあり、特に二量体が Vps9a によるヌ
クレオチド交換を受けず GDI（GDP dissociation inhibitor）としての機能を持つことを発見した（上図）。
植物に特異的な ARA6 と真核生物に保存されている ARA7 のエフェクターの解析をそれぞれ行い、植物
特異的な ARA6 のエフェクターPUF2、PUF3 を単離した。
ARA7 エフェクターとして PX ドメインを有する EREX1 を単
離した。特筆すべきこととして、ARA6 の関与する輸送経路
が植物の塩耐性機構に関与していることを示し、作物の耐塩
性を向上させる技術開発の新たな可能性を与えた。
細胞質分裂を制御するキネシンファミリータンパク質
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MKLP1 について、ARF6 GTPase との複合体の結晶構造解析を行い、MKLP1-ARF6 複合体が細胞分
裂時にミッドボディーに集積して分裂を調節する分子基盤を明らかにした。また、ゴルジ体膜を変形し
管状化するタンパク質 Arfaptin と ARL1 GTPase の複合体の立体構造を決定し、その三日月状の構造
（前ページ図）から膜の管状構造が形成されるモデルを提案した。siRNA によるノックダウン解析や、
複合体の X 線結晶構造をもとにして作製した種々の変異体を細胞に発現させる実験によって、ARL1 へ
の結合によって Arfaptin のゴルジ体への局在が決定されるとともに、このことがゴルジ体から細胞膜に
向けた管状構造の形成に必須であることを明らかにした。同様の実験によって、MKLP1 が ARF6 のミ
ッドボディーへの局在を決定するとともに、この相互作用が正常な細胞質分裂の進行に必須であること
を明らかにした。
人工脂質平面膜上で COPII 小胞形成のダイナミクスを 1 分子レベルで可視化する実験系を構築し、こ
の独自の実験系を用いることにより輸送小胞形成過程における低分子量 GTPase Sar1p の GTP 加水分解
の役割を明らかにした。Sar1p と複合体を形成する因子群について精製系を確立し、Sar1p との複合体に
ついて一部微結晶を得ることが出来た。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
植物のエンドサイトーシスを制御する GTPase ARA6 および ARA7 について、それらを活性化する
グアニンヌクレオチド交換因子 VPS9a との複合体の結晶構
造解析に成功した（右図）。種々のヌクレオチドと金属イオン
を結合した様々な状態の複合体の立体構造を決定することに
より、VPS9a が GDP とマグネシウムイオンを配位した不活
性型の ARA6/ARA7 に結合し、Asp 残基を巧みに使って金属
イオンを排除し、GDP を解離させて GTP と交換するまでの
各反応過程のスナップショットを捉えることに成功した。
ARA7 二量体の結晶構造を解明し（成果概要の図）、二量体が
Vps9a によるヌクレオチド交換を受けず GDI（GDP dissociation
inhibitor）としての機能を持つことを発見した。
細胞質分裂を制御するキネシンファミリータンパク質
MKLP1 の尾部ドメインと ARF6 GTPase との複合体の結晶構
造解析の結果、MKLP1 の尾部は分子間βシートを形成し二量
体を形成し、2 分子の Arf6 が結合していた（右図）。この複合体
の形状から、凸型の分子表面がミッドボディーの膜に結合することによって、細胞質分裂時の膜の変形
を媒介するというモデルを提唱した（6 月中に Cell 誌投稿予定）。
膜を変形し管状化する機能を持つ Arfaptin については ARF ファミリーの ARL1 GTPase との複合体
の結晶を得ることに成功し、その立体構造を明らかにした（成果概要の図）。その構造中では、Arfaptin
の BAR ドメイン二量体に 2 分子の ARL1 が対称的に結合していた。得られた複合体の三日月状の構造
から、Arfaptin と ARL1 は複合体としてゴルジ体膜に結合し、その曲面に沿って膜が湾曲し管状構造
が形成されるというモデルを提唱した。
Sar1p GTPase に結合し、その機能を制御すると思われるタンパク質群、Bet1p、Bos1p、Sed4p に
ついて、Sar1p との複合体の結晶化を試みたところ、Sar1p-Bos1p 複合体について微結晶を得ることが
出来た。さらに、Sar1p とそのグアニンヌクレオチド交換因子 Sec12p との複合体についても結晶化を
進めている。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
①酵母と高等植物におけるゴルジ体形成ならびにポストゴルジ交通・エンドサイトーシスの分子機構解
析（東大・中野）
シロイヌナズナのエンドサイトーシス経路では，動物や酵母の Rab5 GTPase オルソログである ARA7
に加えて，植物特異的な Rab5 である ARA6 が機能している。両者が見かけ上拮抗的に働くにもかかわ
らず，共通のグアニンヌクレオチド交換因子(VPS9a)によって活性化されることを明らかにし，それぞ
れについて， VPS9a との相互作用に必須なアミノ酸残基を決定し，詳細な相互作用の解析を行った。
また，ARA6 が制御する新規の輸送経路を発見し、その輸送経路が植物の塩耐性機構に関与することを
明らかにした（Ebine et al., Nat. Cell Biol. in press、2011 年 6 月 12 日オンライン掲載）
。ARA7 に特異的な
エフェクターとして PX ドメインを有する EREX1 を，ARA6 に特異的なエフェクターとして PUF2 と
PUF3 を単離した。更に、PUF2 は VPS9a や PUF3 とも相互作用することも明らかにした。
②細胞機能の調節における小胞輸送の役割の分子基盤解析（京大・中山）
siRNA によって ARL1 の発現をノックダウンすると、Arfaptin-1 や Arfaptin-2 はゴルジ体に局在できな
くなることから、ARL1 への結合が Arfaptin のゴルジ体への局在を決定することが明らかになった
（Nishimoto-Morita et al. (2009) J. Biol. Chem.; Man et al. (2011) J. Biol. Chem.）。EGFP や mCherry 標識の
Arfaptin-1 や Arfaptin-2 を単独で発現させてタイムラプス顕微鏡法で観察することによって、ゴルジ
体からの管状構造の形成が促進されることが示された。ARL1 を共発現させると管状構造の形成はさら
に促進されるとともに、単独では管状構造を形成できない ARL1 も管状構造に局在できるようになった
（Man et al. (2011) J. Biol. Chem.）。これらの結果と、X 線結晶構造のデータを考え合わせると、ARL1
によってゴルジ体膜上にリクルートされた Arfaptin が BAR ドメインを介して膜に結合し、膜の管状化
を促してゴルジ体から細胞膜への輸送に寄与すると考えられる（投稿準備中）。
一方、ARF6-EGFP と mRFP-MKLP1 を発現させた細胞をタイムラプス顕微鏡法によって観察すると、
MKLP1 は直接ミッドボディーにリクルートされるが、ARF6 は細胞質分裂時にまず収縮環近傍に集積し
てそこで活性化され、その後に MKLP1 によってミッドボディーへとリクルートされ、細胞質分裂の最
終段階である細胞の切断の過程を調節することが示唆された。（6 月中に Cell 誌投稿予定）。
③酵母における小胞体からの輸送小胞形成機構の解析（東大・佐藤）
1 分子観察用の顕微鏡下に形成させた人工脂質平面膜上に COPII 小胞形成反応を再現し、蛍光標識し
た因子についての反応過程におけるダイナミクスをリアルタイムでイメージングする手法を開発した。
この実験系を用いて反応の解析を行ったところ、COPII 小胞形成過程において形成される出芽前駆複合
体が二量体を形成することが明らかとなった。この二量体形成により、積み荷タンパク質の COPII 小胞
への効率的な取り込みが実現されているというモデルを提唱した。さらに、COPII 小胞形成過程で COPII
コートの集合と解離を調節している低分子量 GTPase Sar1p について、この因子の GTP 加水分解サイク
ルによって、適切な積み荷タンパク質の選別や COPII 小胞への積み荷の濃縮が行われていることを明ら
かにした（Tabata et al, EMBO J., 2009）。また COPII 小胞の形成に関与することが遺伝学的に示唆されて
いた Sed4p について生化学的解析を行い、Sed4p は積み荷と結合していない Sar1p のみの GTPase 活性を
調節することにより、COPII 小胞形成過程において、積み荷の濃縮を促進していることを明らかにした
（Kodera et al, Traffic, 2011）。小胞体出口部位の形成に関わることが示唆されている Sec16p について、
COPII コートのサブユニットである Sec23/24p と C 末端ドメインを介して結合することを明らかにし、
この結合によって COPII コートの膜上での集合が調節されていることを明らかにした。さらに、カルシ
ウム結合タンパク質 Pef1p が、COPII コートのサブユニットである Sec13/31p とカルシウム非存在下に
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おいて特異的に結合することにより、COPII コートの膜上への結合を負に制御していることを見出し、
細胞内のカルシウム濃度依存的な COPII 小胞形成の調節機構が存在することを明らかにした。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

１８件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４６件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

４２件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

１１件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する達成度
構造解析に関しては、小胞輸送を制御する様々な GTPase とその制御因子との相互作用について、当
初計画した複数の複合体の構造解析に成功している。特に Vps9a による ARA6/ARA7 GTPase の活性化
機構、GDP 型 ARA7 の二量体による新規な GDI 機能については、様々な条件での構造解析に基づきグ
アニンヌクレオチド交換反応に関する詳細な議論が可能になった。MKLP-ARF6 GTPase 複合体、
Arfaptin-ARL1 GTPase 複合体については、得られた立体構造からこれらのタンパク質複合体による膜構
造の制御に関するそれまでにない重要な知見が得られており、当初計画はかなりのレベルまで達成でき
たといえる。
機能解析に関しても順調に進んでおり、特に植物固有の ARA6 が制御する輸送経路とその高次機能を
明 ら か に し た こ と は 非 常 に イ ン パ ク ト が あ る 研 究 成 果 で あ る 。 MKLP-ARF6 GTPase 複 合 体 、
Arfaptin-ARL1 GTPase 複合体については機能解析により構造解析結果が確実に裏付けられた。COPII 小
胞形成過程の 1 分子レベルでの可視化の実験系を構築し、この実験系を用いることにより長年不明であ
った低分子量 GTPase Sar1p の GTP 加水分解の機能を明らかにした。また、Sed4p、および Sec16p とい
う因子について試験管内再構成系を用いた生化学的な解析を行うことにより、COPII 小胞形成反応のネ
ットワークを明らかにするという目標を達成できた。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究課題においては、代表機関・分担機関における研究テーマは互いに非常に密接しており、研究
成果を得るためには、互いに協力して研究を進めることが必須である。そのような理解の元、全員が会
する班会議を１年に１回程度開催していることに加え、より実務的な研究打合せについては、メール電
話等で頻繁に行うと共に、直接互いの研究室を訪問、分子生物学会、日本生化学学会、細胞生物学会、
日本蛋白質科学会などの会場で別途議論するなどして、研究の進捗のための情報共有に努めている。
９．他の課題との情報共有・連携
東京大学の長野グループと Rab タンパク質の機能を制御する低分子化合物の探索についての共同研
究を行い、約 4 万の化合物から 28 の候補を得て、さらに絞り込んだ化合物についてより詳しい解析を
進めている。ARL1 と Arfaptin による管状構造の形成については、本プログラム外の研究者と共同して
物理化学的解析を進めている。
１０．人材育成
本研究プログラムで雇用したポスドクについて、3 名が常勤の研究者として着任した。本研究プログ
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ラムに携わった大学院生のうちの１人は、現在、日本学術振興会の特別研究員（PD）として研究を続
けている。4 名の大学院生が今年度中に博士号取得予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
ARA7 と ARA6 の機能分化の分子基盤を明らかにするために、それぞれに特異的に結合するエフェク
ターの構造機能解析を進める。特に、ARA6 に特異的に結合する相互作用分子 PUF2 と PUF3 が互いに
相互作用するとともに、VPS9a にも結合するという結果から、植物における RAb5 活性化からその下流
現象まので一連の現象を明らかにする。植物特異的な ARA6 が進化的に獲得した塩耐性機構にかかわる
新規輸送経路の分子メカニズム解明に向けて、N 末端を含む ARA6 全長、PUF3 との結合が示唆された
VPS9 の C 末端側を含めた構造解析を行う。
ARF6 と MKLP1 が関与する細胞質分裂の調節に関して、ARF6 がどのようにしてミッドボディー近傍
で活性化（GDP 結合型から GTP 結合型への変換）を受けるのかに関連して、ARF6 のグアニンヌクレ
オチド交換因子 EFA6 の局在と機能の解析を行なう。さらに、ARF6 が仲介するミッドボディー局所で
のリサイクリングエンドソーム膜と細胞膜の融合過程に関して、本プロジェクト中に新たに同定した膜
融合に関与する Exocyst 複合体のサブユニット（Sec10 および Sec15）と、Rab11、ARF6、および、これ
ら 2 つの共通のエフェクターFIP3/4 の相互作用の構造機能解析を行なう。
Sar1p GTPase との相互作用因子について、複合体の結晶構造解析を進める。以上の立体構造情報と試
験管内再構成実験を結び付けることにより、GTPase による小胞輸送の制御機構を総合的に理解する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムで得られた成果は、真核細胞における膜交通システムを担う分子の構造から、その分子
が担う高次機能までを明らかにしたものである。特に、植物特異的な ARA6 が進化的に獲得した輸送経
路が、植物の塩耐性機構に関与するという発見は、この新規の輸送経路の詳細な分子機構の解明という
新しい研究テーマをもたらした。植物が獲得した輸送経路の分子レベルでの解析を行うことで、作物の
耐塩性を向上させる技術の開発にも繋がるものと期待される。本プログラムの研究を遂行する過程で、
細胞質分裂過程の調節と細胞のがん化が密接に関連する可能性が示唆された。さらに研究を進めること
によって、細胞周期の最終過程である細胞質分裂の調節の解明が進み、抗がん剤のターゲットの候補を
発見できる可能性がある。本プログラムで示した小胞形成可視化の実験系は、生体膜機能の素過程を解
析する上で有用な技術であり、これまで主として可溶性酵素の解析に限られていた「1 分子計測」の手
法を使った研究対象の幅を生体膜機能の研究にも広げることにつながる。
１３．特記事項
代表研究者は「X 線結晶構造解析高度化による蛋白質輸送と翻訳後修飾の研究」の業績により、平成
23 年度文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞した。
１４．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

計

9,593

1,270

1,260

0

物品費（千円）

7,490

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

16,368

人件費（千円）

17,460

20,112

15,870

16,329

旅費（千円）

業務実施費（千円）

19,100

21,693

23,638

19,824

その他（千円）

1,083

間接経費（千円）

13,846

12,923

12,230

10,845

間接経費（千円）

7,637

57,480

合計（千円）

60,000

56,000

53,000

47,000

合計（千円）

33,100

249,100

試作品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

小胞輸送を制御するタンパク質複合体の結晶構造解析

代 表 ／ 分 担 機 関

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所

機関の代表研究者名

若槻壮市

１．課題開始時における各機関の達成目標
細胞内において生体分子の輸送を担う小胞輸送は最も重要な生命現象の一つであり、供与オルガネラ
膜からの小胞の出芽から標的オルガネラ膜との融合に至る複雑なプロセスである。その諸過程を理解す
るためには、これらに関わる多様で複雑なタンパク質－タンパク質のネットワークを明らかにしそれが
細胞内でどのように制御されているかを解明すると共に、ネットワークを形成するタンパク質複合体の
立体構造を解明することが必須である。小胞輸送に関与するタンパク質は、ほとんどの場合、細胞内の
オルガネラ膜と直接あるいは間接的に相互作用して機能している。本研究では、可溶性タンパク質だけ
でなく、結晶化の難しいタンパク質複合体、膜結合タンパク質、膜貫通タンパク質へとターゲットを拡
大し、小胞輸送の詳細を分子レベルで解明す
る事を目的としてする。特に、酵母と高等植

小胞輸送を制御するタンパク質複合体の結晶構造解析 （若槻）

物におけるゴルジ体形成ならびにポストゴ

酵母と高等植物におけるゴル
ジ体形成ならびにポストゴル
ジ交通・エンドサイトーシスの
分子機構解析 （中野）

ルジ交通・エンドサイトーシス、動物細胞の
細胞質分裂や細胞運動、酵母における小胞体
からの輸送小胞形成などの機能を制御する
分子スイッチ GTPase とその制御タンパク

酵母における
小胞体からの
輸送小胞形成
機構の解析
（佐藤）

初期エンドソーム
ゴルジ体

TGN
MVB/後期エンドソーム

小胞体
リソソーム

質との複合体を中心に、立体構造解析と細胞
内機能解析を組み合わせ、その作用機構を理
核

解することを目指す。

分泌経路

細胞膜

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
分子スイッチとして植物のエンドサイトーシスを制御する
ARA6 と ARA7 の 2 種類の GTPase について、それらの共通の
活性化因子である VPS9a との複合体の立体構造を決定し、機能
解析とあわせてヌクレオチド交換による小胞輸送制御機構を明
らかにした。種々のヌクレオチドおよび金属イオンを含む条件
で構造解析を行い、Vps9a が ARA6/ARA7 のヌクレオチドを交
換し活性化に導く一連の反応過程の分子基盤を明らかにした。
ARA7 が単量体と二量体の平衡状態にあり、特に二量体が
Vps9a に よ る ヌ ク レ オ チ ド 交 換 を 受 け ず GDI （ GDP
dissociation inhibitor）としての機能を持つことを発見した（右
上図）。
細胞質分裂を制御するキネシンファミリータンパク質
MKLP1 について、ARF6 GTPase との複合体の結晶構造解
析を行い、MKLP1-ARF6 複合体が細胞分裂時にミッドボデ
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ィーに集積して分裂を調節する分子基盤を明らかにした。ゴルジ体膜を変形し管状化するタンパク質
Arfaptin と ARL1 GTPase の複合体の立体構造を決定し、その三日月状の構造（前ページ図）から膜の
管状構造が形成されるモデルを提案し、人工脂質膜による試験管内再構成系を用いた観察を行った。
また、輸送小胞の形成過程で中心的な役割を担う低分子量 GTPase Sar1p について、これと複合体を形
成する因子群について精製系を確立し、Sar1p との複合体について一部微結晶を得ることが出来た。
（２）構造解析に関する進捗及び成
植物のエンドサイトーシスを制御する GTPase ARA6 およ
び ARA7 について、それらを活性化するグアニンヌクレオチ
ド交換因子 VPS9a との複合体の結晶構造解析に成功した（右
図）。種々のヌクレオチドと金属イオンを結合した様々な状態
の複合体の立体構造を決定することにより、VPS9a が GDP
とマグネシウムイオンを配位した不活性型の ARA6/ARA7 に
結合し、Asp 残基を巧みに使って金属イオンを排除し、GDP
を解離させて GTP と交換するまでの各反応過程のスナップシ
ョットを捉えることに成功した。
GDP 型 ARA7 が単量体と二量体の平衡状態にあり、X 線小角散乱実験により単量体がオープンフォ
ームとクローズドフォームを取っていることを示した（右図）。二量
体の結晶構造解析からオープンフォーム単量体がドメインスワップ
したタイトな二量体（成果概要の図）を形成することで Vps9a によ
るヌクレオチド交換を阻害していることを明らかにした。これらの
こ と か ら 低 分 子 量 GTPase の GDP 型 二 量 体 が GDI （ GDP
dissociation inhibitor）という全く新しい機能を持っていることを
示した（6 月中に PNAS に投稿予定）
。さらに、真核生物で保存され
ている ARA7 と植物特異的な ARA6 の違いを明らかにするため、
ARA6 のエフェクターPUF2、PUF3 について ARA6 との複合体の結晶化条件のスクリーニングを開始
した。
酵母ゴルジ体のダイナミクスや膜交通を調節する因子として中野らにより同定された新奇 p24 タンパ
ク質 Erp7p と GRASP ホモログ Grh1p について複数のコンストラクトを作成した。また、ゴルジ体に局
在する 4 回膜貫通型の膜タンパク質 Rer1 について、GFP を融合したコンストラクトを作成しその蛍光
をモニターして発現条件の検討を行った。複数のホモログを試した結果、シロイヌナズナの RER1C が
大腸菌で良好に発現することが分かった。これらについては難結晶性のため結晶化条件の検討を続けて
いる。
細胞質分裂を制御するキネシンファミリータンパク質 MKLP1 の尾部ドメインと ARF6 GTPase との
複合体の結晶構造解析の結果、MKLP1 の尾部は分子間βシートを形成し二量体を形成し、2 分子の Arf6
が結合していた（右図）
。Ｘ線小角散乱などの手法により、
この自己会合が溶液中でも起こっていることを明らかにし
た。この複合体の形状から、凸型の分子表面がミッドボディ
ーの膜に結合することによって、細胞質分裂時の細胞膜の変
形を媒介するというモデルを提唱した（6 月中に Cell 誌投稿
予定）。さらに、新たに同定した膜融合に関与する Exocyst
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複合体のサブユニット Sec10 との複合体モデルを提唱し、複合体構造解析に向けてタンパク精製を開始
した。また、また、細胞分裂時にリサイクリングエンドソームから収縮環に膜を供給する働きを持つ
FIP3/4 は Rab11、ARF5/6 という 2 つの GTPase の共通のエフェクターであるが、その相互作用の構造
機能解析のための 3 者複合体の調製に成功し結晶化を進めている。
膜を変形し管状化する機能を持つ Arfaptin については ARF ファミリーの ARL1 GTPase との複合体
の結晶を得ることに成功し、その立体構造を明らかにした（成果概要の図）。その構造中では、Arfaptin
の BAR ドメイン二量体に 2 分子の ARL1 が対称的に結合していた。得られた複合体の三日月状の構造
から、Arfaptin と ARL1 は複合体としてゴルジ体膜に結合し、その曲面に沿って膜が湾曲し管状構造
が形成されるというモデルを提唱した。さらに、当初シグナル伝達系と小胞輸送のクロストークとして
注目された Arfaptin に対する Rac1 と ARL1 の競合について、Biacore 解析によりヘテロ 5 量体の形
成の可能性はないことを示した。
Sar1p GTPase に結合し、その機能を制御すると思われるタンパク質群、Bet1p、Bos1p、Sed4p に
ついて、Sar1p との複合体の結晶化を試みたところ、Sar1p-Bos1p 複合体について微結晶を得ることが
出来た。さらに、Sar1p とそのグアニンヌクレオチド交換因子 Sec12p との複合体についても結晶化を
進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
シロイヌナズナのエンドサイトーシス経路では、動物や酵母の Rab5

GTPase オルソログである

ARA7 に加えて，植物特異的な Rab5 である ARA6 が機能している。両者が見かけ上拮抗的に働くにも
かかわらず、共通のグアニンヌクレオチド交換因子（VPS9a）によって活性化される。結晶構造解析に
よりその共通の活性化機構が明らかになった。このヌクレオチド交換反応を制御する化合物のスクリー
ニングを行い、約 4 万の化合物ライブラリーから 28 の候補を得て、反応制御の詳細な解析を行った。
ARF6 と MKLP1 の複合体の X 線結晶構造をもとにして作製した ARF6 と結合できない MKLP1 の変
異体が、ARF6 をミッドボディーへとリクルートすることはできないことが中山らにより示された。
ARF6 は FIP3 とも相互作用することから、リサイクリングエンドソーム上の Rab11 と結合した FIP3 が
ARF6 によってミッドボディーに集められ、膜の供給が起こるという細胞分裂の一連の過程を立体構造
解析と機能解析に基づきムービーで映像化した。
Arfaptin は ARL1 GTPase によってゴルジ体膜上へとリクルートされ、ゴルジ体膜の変形（管状構造形
成）を引き起こすことが中山らにより明らかになった。さらに、Arfaptin
と ARL1 との結合は、Arfaptin が結合する別の GTPase である Rac1 と
一部競合することを明らかにした。これらの分メカニズムを詳細に解
析するため、巨大単一膜ベシクル（giant unilamellar vesicle; GUV）を
用いて Arfaptin による膜の変形を試験管内で再構成し、蛍光顕微鏡で
観察することに成功した（右図）。この膜変形機構については、今後
ARL1 および Rac1 GTPase による影響を調べる予定である。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

１８件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４６件

造解析したタンパク質数
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４．各機関の論文発表件数

２７件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

７件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
小胞輸送を制御する様々な GTPase とその制御因子との相互作用について、当初計画した複数の複合
体の構造解析に成功している。特に Vps9a による ARA6/ARA7 GTPase の活性化機構、GDP 型 ARA7 の
二量体化による新規な GDI 機能については、様々な条件での構造解析に基づきグアニンヌクレオチド
交換反応に関する詳細な議論が可能になった。MKLP-ARF6 GTPase 複合体、Arfaptin-ARL1 GTPase 複合
体については、得られた立体構造からこれらのタンパク質複合体による膜構造の制御に関するそれまで
にない重要な知見が得られており、当初計画はかなりのレベルまで達成できたといえる。

８．課題内の情報共有・連携体制
全員が会しての班会議は１年に１度程度であるが、共同研究プロジェクトごとの研究打合せについて
は、メール、電話などだけでなく直接互いの研究室を訪問、分子生物学会、日本生化学学会、細胞生物
学会、日本蛋白質科学会などの会場で別途議論するなどして、研究の進捗のための情報共有に努めてい
る。研究の進め方等については研究実施者が１ヶ月に１回程度作成する実験報告書を活用し議論して決
定している。

９．他の課題との情報共有・連携
東京大学の長野グループと Rab タンパク質の機能を制御する低分子化合物の探索についての共同研
究を行い、約 4 万の化合物から 28 の候補を得て、さらに絞り込んだ化合物についてより詳しい解析を
進めている。また、大阪大学の匂坂グループとトモシンの結晶構造解析の研究も行っている。初期スク
リーニングの結果、微結晶を得たが再現性に乏しく、さらなる結晶化条件の検索を行っている。ARL1
と Arfaptin による管状構造の形成については、本プログラム外の研究者と共同して物理化学的解析を進
めている。プログラム外のとの共同研究で、逆行輸送関連タンパク質である Evectin-2 の PH ドメインが
ホスファチジルセリン(PS)と特異的に結合する認識機構を結晶構造解析により解明した（PNAS 投稿済
み）。

１０．人材育成
本研究プログラムで雇用したポスドクについて、１名は母国（中国）で常勤の研究者となり、もう１
名は国内で常勤の可能性があるポスドクとして着任した。

１１．終了までの具体的な見通し
植物エンドサイトーシスにおいて重要な役割を果たす Rab5 GTPase について、保存性の高い ARA7 と
植物特異的な ARA6 の機能分化の理解を進めるため、ARA6 特異的なエフェクターである PUF2、PUF3
との複合体の結晶構造解析を行う。植物特異的な ARA6 が進化的に獲得した塩耐性機構にかかわる新規
輸送経路の分子メカニズム解明に向けて、N 末端を含む ARA6 全長、PUF3 との結合が示唆された VPS9
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の C 末端側を含めた構造解析を行う。
ARF6 GTPase が仲介するミッドボディー局所でのリサイクリングエンドソーム膜と細胞膜の融合過
程に関して、Rab11、ARF5/6、および、これら 2 つの共通のエフェクターFIP3/4 の 3 者複合体の結晶化
を目指す。膜融合に関与する Exocyst 複合体のサブユニットと、ARF6 および MKLP1 の複合体の結晶化
も行う。
Sar1p GTPase との相互作用因子について、それらタンパク質複合体の結晶構造解析を進める。
以上の立体構造情報と試験管内再構成実験を結び付けることにより、GTPase による小胞輸送の制御
機構を総合的に理解する。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
小胞輸送は真核細胞を維持する最も重要な機能の一つであり、本プログラム研究により膜と相互作用
するタンパク質複合体の結晶構造を、細胞内および試験管内の膜構造と直接結び付けて理解することが
可能になった。これは小胞輸送システムの理解に留まらず生命現象の階層性を理解する上で重要な指針
となる。

１３．特記事項
本研究プログラムで得られた成果については、研究代表者が国内外の学会やシンポジウムで広くアピ
ールしている。また、ARF6 と MKLP1 の複合体の構造から得られた成果については、つくばエキスポ
センターで一般向けに展示されている。
代表研究者は「X 線結晶構造解析高度化による蛋白質輸送と翻訳後修飾の研究」の業績により、平成
23 年度文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）を受賞した。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,126

0

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

17,360

13,823

13,690

14,012

旅費（千円）

176

業務実施費（千円）

4,168

8,254

8,848

6,757

その他（千円）

831

間接経費（千円）

7,096

6,623

6,762

6,231

間接経費（千円）

4,685

31,396

合計（千円）

30,750

28,700

29,300

27,000

合計（千円）

20,300

136,050

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度

計

594
14,014
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代表／分担機関の課題名

酵母と高等植物におけるゴルジ体形成ならびにポストゴルジ交通・エンド
サイトーシスの分子機構解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学

機関の代表研究者名

中野明彦

１．課題開始時における各機関の達成目標
細胞内において生体分子の輸送を担う小胞輸送は最も重要な生命現象の一つであり、供与オルガネラ
膜からの小胞の出芽から標的オルガネラ膜との融合に至る複雑なプロセスである。その諸過程を理解す
るためには、これらに関わる多様で複雑なタンパク質－タンパク質のネットワークを明らかにしそれが
細胞内でどのように制御されているかを解明すると共に、ネットワークを形成するタンパク質複合体の
立体構造を解明することが必須である。
小胞輸送に関与するタンパク質は、ほと
んどの場合、細胞内のオルガネラ膜と直
接あるいは間接的に相互作用して機能し
ている。本研究では、可溶性タンパク質
だけでなく、結晶化の難しいタンパク質
複合体、膜結合タンパク質、膜貫通タン
パク質へとターゲットを拡大し、小胞輸
送の詳細を分子レベルで解明する事を目
的とする。特に、酵母と高等植物におけ
るゴルジ体形成ならびにポストゴルジ交
通・エンドサイトーシスの分子機構の解
明を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

①酵母におけるゴルジ体形成とポストゴルジ交通の解析
酵母ゴルジ体のダイナミクスや膜交通を調節する因子として本研究課題で同定したErp7pを
ふくむ新奇なp24複合体等の機能解析をおこない，それぞれの発現系を検討した。また，ゴルジ
体の選別受容体Rer1とその積荷との複合体の精製，結晶化についても条件検討を行なった。
②植物におけるゴルジ体形成とポストゴ
ルジ交通の解析
植物エンドサイトーシスにおいて重要
な 役 割 を 果 た す 2 種 類 の Rab5 GTPase
（ARA6, ARA7）と共通の活性化因子であ
るVPS9aの相互作用に必要なアミノ酸残
基を同定した。植物に特異的なARA6と真
核生物に保存されているARA7のエフェ
クターの解析をそれぞれ行い、植物特異的
なARA6のエフェクターPUF2、PUF3を単
離した。ARA7エフェクターとしてPXドメ
インを有するEREX1を単離した。また、
ARA6が新規の膜交通輸送経路を制御し
ていることを明らかにした。さらに、種子
形成に必須なSNARE複合体を発見した。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
シロイヌナズナのエンドサイトーシス経路では，動物や酵母の Rab5 GTPase オルソログである
ARA7/RHA1 に加えて，植物特異的な Rab5 である ARA6 が機能している。両者が見かけ上拮抗的に働
くにもかかわらず，共通のグアニンヌクレオチド交換因子(VPS9a)によって活性化されることを明らか
にした（Goh et al., Plant Cell. 2007）。代表機関との共同研究により、ARA6/VPS9a および ARA7/VPS9a
のそれぞれについての複合体結晶を得ることにも成功した（Uejima et al., J. Biol. Chem. 2010）。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①酵母におけるゴルジ体形成とポストゴルジ交通の解析
酵母ゴルジ体のダイナミクスや膜交通を調節する因子の候補として Erp7 を同定し，生化学的な
解析によって新奇な p24 ファミリータンパク質であることを明らかにした。また，Erp7 が p24d
(Erv25)のアイソフォームであり，見かけ上両者が p24 複合体の局在を決定することを見いだした。
また, これら分子装置群について，発現系，精製系を検討した。その過程で，p24 に保存性の分子
内ジスルフィド結合があり，それが正しい折りたたみに重要であることが明らかになった。ゴルジ
体の選別受容体 Rer1 とその積荷との複合体の精製，結晶化についても条件検討を行なった。
②植物におけるゴルジ体形成とポストゴルジ交通の解析
シロイヌナズナのエンドサイトーシス経路では，動物や酵母の Rab5 GTPase オルソログである
RA7/RHA1 に加えて，植物特異的な Rab5 である ARA6 が機能している。両者が見かけ上拮抗的に
働くにもかかわらず，共通のグアニンヌクレオチド交換因子(VPS9a)によって活性化されることを
明らかにし，それぞれについて， VPS9a との相互作用に必須なアミノ酸残基を決定し，詳細な相
互作用の解析を行った。また，ARA6 が制御する新規の輸送経路を発見し、その輸送経路が植物の
塩耐性機構に関与することを明らかにした（Ebine et al., Nat. Cell Biol. in press）。真核生物において
保存性の高い Ara7/Rha1 に特異的なエフェクターとして PX ドメインを有する EREX1 を，植物特
異的な Ara6 に特異的なエフェクターとし機能未知である PUF2 と PH ドメインを有する PUF3 を単
離した。更に、PUF2 は VPS9a や PUF3 とも相互作用することも明らかにした。また，AtVAMP727,
AtVAM3, VTI11, SYP51 が液胞前区画（PVC）と液胞膜との融合に必要な SNARE 複合体として種子
形成において重要な機能を果たしていることを明らかにし（Ebine et al., Plant Cell 2008）、精製系の
検討を行った。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

4 件（共同研究 4 件）

PDB 登録の有無にかかわらず構

12 件（共同研究 12 件）

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

8件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
シロイヌナズナ Rab5 GTPase と活性化因子である VPS9a の複合体については、種々のヌクレオチドと
の複合体についての結晶構造解析に成功した。他の因子については複合体の検討、発現系の構築などを
行っている状況で、順調に進んでいる。機能解析についても順調に進んでおり、特に植物固有の ARA6
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が制御する輸送経路とその高次機能を明らかにしたことは非常にインパクトがある研究成果である。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究課題においては、代表機関・分担機関における研究テーマは互いに非常に密接しており、研究成
果を得るためには、互いに協力して研究を進めることが必須である。そのような理解の元、全員が会す
る班会議を１年に１回程度開催していることに加え、より実務的な研究打合せについては、メール電話
等で頻繁に行うと共に、直接互いの研究室を訪問するなどして、研究の進捗のための情報共有に努めて
いる。
９．他の課題との情報共有・連携
本研究課題は、研究代表者である中野明彦が推進する科研費特別推進研究「膜交通における選別輸送の
分子機構の解明と植物の高次システムへの展開」とも密接に関係する。この課題との情報共有・連携を
密に進めている。また、プログラム外の研究機関とも多数の共同研究を積極的に進めている。
１０．人材育成
本研究課題は、研究代表者が運営する研究室で推進され、週１回の研究室セミナーにおいて研究の進捗
状況を発表することで、研究に対する考え方や研究発表の方法についての教育を行っている。また、研
究分担者との日々のディスカッションを積極的に行うように指導している。本研究課題に携わった大学
院生のうちの１人は、現在、日本学術振興会の特別研究員（PD）として、国立感染症研究所で研究を
続けている。残りの３人の大学院生については、今年度中に博士号取得が見込まれ、その後の活躍が期
待できる。
１１．終了までの具体的な見通し
植物エンドサイトーシスにおいて重要な役割を果たす Rab5 GTPase について、保存性の高い
ARA7/RHA1 と植物特異的な ARA6 の機能分化の理解を進めるため，制御因子である GEF-VPS9a との
相互作用の解析を引き続き行なう。現在、VPS9a の C 末端側の領域の機能解析が進んでいる。
ARA7/RHA1 と ARA6 の機能分化の分子基盤を明らかにするために、それぞれに特異的に結合するエフ
ェクターの解析を進める。特に、ARA6 に特異的に結合する相互作用分子 PUF2 と PUF3 が互いに相互
作用するとともに、VPS9a にも結合するという結果から、植物における RAb5 活性化からその下流現象
まので一連の現象を明らかにする。また、VPS9a/PUF2 複合体の生化学的および遺伝学的解析を精力的
に行とともに、結晶化のための発現精製系を検討する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題で得られた成果は、真核細胞における膜交通システムを担う分子の構造から、その分子が
担う高次機能までを明らかにしたものである。特に、植物特異的な ARA6 が進化的に獲得した輸送経路
が、植物の塩耐性機構に関与するという発見は、この新規の輸送経路の詳細な分子機構の解明という新
しい研究テーマをもたらした。今後は、現在進行中のエフェクター解析と並行して植物が獲得した輸送
経路の分子レベルでの解析を行っていく。これらを推進することで、作物の耐塩性を向上させる技術の
開発にも繋がるものと期待される。
１３．特記事項
本研究課題では、植物固有の Rab5 GTPase である ARA6 が、植物が進化の過程で独自に獲得した細胞
内の物質輸送を制御していることを明らかにした。この植物特有の膜交通経路が、塩ストレス耐性に関
与することも発見した。これらの成果により、膜交通経路多様化のプロセス解明に向け大きく前進する
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とともに、耐塩性植物の開発技術への応用が期待される。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

767

1,270

1,260

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

24

業務実施費（千円）

6,732

5,729

4,355

4,769

その他（千円）

0

間接経費（千円）

2,250

2,100

1,684

1,430

間接経費（千円）

合計（千円）

9,750

9,100

7,300

6,200

合計（千円）

設備備品費（千円）
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2,898

876

8,340

3,800

36,150
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代表／分担機関の課題名

細胞機能の調節における小胞輸送の役割の分子基盤解析

代 表 ／ 分 担 機 関

京都大学

機関の代表研究者名

中山

和久

１．課題開始時における各機関の達成目標
細胞質分裂の際に、ゴルジ体やエンドソームからその局在を変化させ、分裂溝やミッドボディー近傍
へと集積する Arf や Rab ファミリーの低分子量 GTPase のエフェクタータンパク質に関して、低分子量
GTPase と相互作用するドメインの決定、その大量発現・精製系の確立を目指して研究に着手する。得
られたサンプルは、高エネルギー加速器研究機構の若槻らによって X 線結晶構造解析を推進する。これ
らのエフェクターに関しては、siRNA によりノックダウンした細胞やドミナントネガティブ変異体を発
現した細胞における小胞輸送の変化や細胞の形態、細胞分裂の変化などを観察することにより、その機
能を推測する。
一方、細胞質分裂や細胞運動などに重要な役割を果たすと予想
される Arf ファミリー、Rab ファミリーなどに関して、酵母 2 ハ
イブリッド法によるスクリーニングや免疫共沈降するタンパク
質の質量分析による解析などによって、上記の細胞機能に関与す
ると予想される新たなエフェクタータ分子の候補の同定を行な
う。機能調節において重要と考えられる分子については、構造解
析を行なって、調節の分子基盤を探る。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
分裂間期の細胞でゴルジ体やエンドソームに局在するだけでな
く、細胞質分裂の際にミッドボディーやミッドボディー近傍に集積
する低分子量 GTPase の Arl1、Arf6 と Rab11、およびそれらのエフ
ェクタータンパク質である Arfaptin-1/-2、MKLP1 と FIP3/4 に関して、
相互作用するドメイン等を決定した後に、高エネ機構の若槻らに試
料を提供した。Arl1 と Arfaptin-1/-2 との複合体の X 線結晶構造解明
に成功し、この複合体の構造から Arl1 が Arfaptin を膜上にリクルー
トして、膜の管状構造形成を促進する可能性が考えられた。また、
MKLP1 と Arf6 の複合体の X 線結晶構造解明にも成功した。この複合体の構造から、MKLP1 が細胞質
分裂時のミッドボディーに結合する一方で、Arf6 が膜に結合することによって、細胞質分裂時の細胞膜
の変形を媒介する可能性が考えられた。一方、FIP3 や FIP4 と Arf6 の複合体に関しては、今のところ結
晶構造解明には成功していない。
siRNA によるノックダウン解析や、複合体の X 線結晶構造をもとにして作製した種々の変異体を細胞
に発現させる実験によって、Arl1 への結合によって Arfaptin のゴルジ体への局在が決定されるとともに、
このことがゴルジ体から細胞膜に向けた管状構造の形成に必須であることを明らかにした。同様の実験
によって、MKLP1 が Arf6 のミッドボディーへの局在を決定するとともに、この相互作用が正常な細胞
質分裂の進行に必須であることを明らかにした。
一方、EGFP や mCherry などの蛍光タンパク質で標識した上記のタンパク質を細胞に発現させてタイ
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ムラプス顕微鏡法で観察した。Rab11 と FIP3 は、いずれも細胞質分裂時に中心体近傍のリサイクリング
エンドソームから輸送小胞としてミッドボディー近傍へと輸送されるが、FIP3 のみが最終的にミッドボ
ディーに局在することが判明した。Arl1 によってゴルジ体膜上にリクルートされた Arfaptin-1/ -2 が
BAR ドメインを介して膜に結合し、膜の管状化を促して細胞内輸送に寄与することが示唆された。
MKLP1 は直接ミッドボディーにリクルートされるが、Arf6 は細胞質分裂時にまず収縮環近傍に集積し
てそこで活性化され、その後に MKLP1 によってミッドボディーへとリクルートされ、細胞質分裂の最
終段階である２つの娘細胞への切断過程を調節することが示唆された。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
細胞質分裂の際にミッドボディーやミッドボディー近傍に集積する低分子量 GTPase の Arl1、Arf6 と
Rab11、およびそれらのエフェクタータンパク質である Arfaptin-1/Arfaptin-2、MKLP1 と FIP3/FIP4 に関
して、相互作用するドメイン等を決定した後に、高エネ機構の若槻らに試料を提供した。それらのうち、
Arl1 と Arfaptin-1、および Arl1 と Arfaptin-2 との複合体の X 線結晶構造の解明に成功した。その構造中
では、Arfaptin の BAR ドメイン二量体に 2 分子の Arl1 が対称的に結合しており、その配置からゴルジ
体膜に結合した活性型 Arl1 が Arfaptin をリクルートして、細胞膜に向けた膜の管状構造形成を促進する
可能性が考えられた。この成果については、すでに何度かの学会発表を行ない、論文を投稿するための
原稿を準備中である。
また、MKLP1 と Arf6 の複合体の X 線結晶構造の解明にも成功した。その構造中では、MKLP1 の C
末端領域の二量体に 2 分子の Arf6 が結合しており、MKLP1 がミッドボディーに結合する一方で、Arf6
が膜に結合することによって、細胞質分裂時の細胞膜の変形を媒介すると考えられた。この成果につい
ては、2010 年の FASEB Arf Meeting での招待講演を含めて、何度かの学会発表を行ない、論文を投稿す
る直前になっている。
一方、FIP3 や FIP4 と Arf6 の複合体に関しては、ひきつづき生化学的解析や細胞生物学的解析を
行なって、データを高エネ機構の若槻らに提供しているが、今のところ結晶構造解明には至っていない。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①細胞機能の調節における小胞輸送制御因子の複合体形成の役
割の解析
siRNA によって Arl1 の発現をノックダウンすると、Arfaptin-1
や Arfaptin-2 はゴルジ体に局在できなくなることから、Arl1 への
結合が Arfaptin のゴルジ体への局在を決定することが明らかにな
った（Nishimoto-Morita et al. (2009) J. Biol. Chem.; Man et al. (2011)
J. Biol. Chem.）。次に、Arl1 と Arfaptin-1/Arfaptin-2 の複合体の X
線結晶構造解析の相互作用データをもとにして、Arl1 の F51A 変
異体および Y81A 変異体を作製して、GST プルダウン解析および
酵母 2 ハイブリッド法による解析を行なった。その結果、
Arl1(Y81A)変異体は Arfaptin-2 とだけでなく、Arl1 の別のエフェ
ク タ ー で あ る golgin-245 と も 結 合 で き な い の に 対 し て 、
Arl1(F51A)変異体は golgin-245 とは結合できないが、Arfaptin-2
との結合能を保持していることが判明した（図１）。Arfaptin-1 についても Arfaptin-2 と結果と同様であ
った。さらに、野生型 Arl1、およびこれら二つの Arl1 変異体を Arl1 ノックダウン細胞に発現させて、
Arfaptin-2 の細胞内局在を観察したところ、野生型 Arf1 と Arl1(F51A)変異体によって Arfptin-2 のゴルジ
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体への局在が回復するが、Arl1(Y81A)変異体によっ
ては回復しないことが明らかになった（図２）。これ
らの結果から、Arfaptin-2 は Arl1 と相互作用するこ
とによってゴルジ体膜上にリクルートされることが
証明された（投稿準備中）。
一方、Arf6 の発現を siRNA によってノックダウン
しても、細胞質分裂時の MKLP1 のミッドボディーへの局
在に変化はなかったが、MKLP1 の発現をノックダウンす
ると、Arf6 がミッドのディーへ局在できなくなることが判
明した。さらに、この相互作用が正常な細胞質分裂の進行
に必須であることが明らかになった。Arf6 と MKLP1 の複
合体の X 線結晶構造解析の相互作用データをもとにして、
Arf6 の H76A 変異体と Y77A 変異体、MKLP1 の Y754A 変
異体と H758A 変異体を作製して、GST プルダウン解析を
行なった。その結果、Arf6(Y77A)変異体は MKLP1 とだけ
でなく、Arf の別のエフェクターである GGA1 とも結合で
きないのに対して、Arf6(H76A)変異体は GGA1 とは結合で
きないが、MKLP1 との結合能を保持していること、およ
び MKLP1(Y754A)変異体は Arf6 と結合できないのに対し
て、MKLP1(H758A)変異体は Arf6 との結合能を保持してい
ることが判明した（図３）。次に、これらの Arf6 や MKLP1
の変異体を細胞に発現させて、細胞質分裂時にミッドボデ
ィーに局在できるかどうかについて解析したところ、Arf6 のミッドボディーへの局在には MKLP1 との
相互作用が不可欠であるのに対して、MKLP1 のミッドボディーへの局在には Arf6 は必要ないことが明
らかになった（図４）（投稿準備中）
。
②細胞機能の調節における小胞輸送制御因子の細胞内局在の変化の解析
mCherry 標識の Rab11 と EGFP 標識の FIP3 を同時に発現
する細胞をタイムラプス顕微鏡法で観察することによっ
て、細胞質分裂時に Rab11 と FIP3 の両方が中心体近傍のリ
サイクリングエンドソームから輸送小胞としてミッドボデ
ィー近傍へと輸送されるが、FIP3 のみが最終的にミッドボ
ディーに局在することが判明した（Takahashi et al. (2011)
Genes Cells）
。
EGFP や mCherry 標識の Arfaptin-1 や Arfaptin-2 を単独
で発現させてタイムラプス顕微鏡法で観察することによっ
て、ゴルジ体からの管状構造の形成が促進されることが示
された。Arl1 を共発現させると管状構造の形成はさらに促
進されるとともに、単独では管状構造を形成できない Arl1
も管状構造に局在できるようになった（図５）
（Man et al.
(2011) J. Biol. Chem.）。これらの結果と、X 結晶構造のデー
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タを考え合わせると、Arl1 によってゴルジ体膜上にリクルートされた Arfaptin-1/Arfaptin-2 が、X 線
結晶構造から予想される BAR ドメインを介して膜に結合し、膜の管状化を促してゴルジ体から細胞膜
への輸送に寄与すると考えられる（投稿準備中）。
一方、ARF6-EGFP と mRFP-MKLP1 を発現させた細胞をタイムラプス顕微鏡法によって観察すると、
MKLP1 は直接ミッドボディーにリクルートされるが、Arf6 は細胞質分裂時にまず収縮環近傍に集積し
てそこで活性化され、その
後に MKLP1 によってミッ
ドボディーへとリクルー
トされ、細胞質分裂の最終
段階である細胞の切断の
過程を調節することが示
唆された。さらに、細胞質
分裂が完結して細胞が二
つの娘細胞へと分離する
際には、Arf6 はミッドボデ
ィー・レムナントとしてど
ちらか一方の娘細胞内に
吸収されることが明らか
になった（図６）（投稿準
備中）。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

３件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１３件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

４件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
すでに、Arl1 単独、および Arfaptin の相互作用と機能に関する論文を２編、Rab11 と FIP3 の相互作用
と機能に関する論文を１編発表している。また、Arf6 と MKLP1 の相互作用、構造および機能に関する
論文、および Arl1 と Arfaptin の複合体の構造と機能の相関に関する論文は執筆中であり、新たに見いだ
したミッドボディー近傍で Arf6 を活性化する EFA6 の役割に関する論文と、Rab11 と Sec15 の相互作用
の細胞内での役割に関する論文についても、データはほぼそろって投稿間近になっている。
８．課題内の情報共有・連携体制
全員が会しての班会議は１年に１度程度行ない、共同研究プロジェクトごとの研究打合せについて
は、直接、間接（メール、電話など）を問わず密接に行なっている。構造解析の部分のイニシアチブは
高エネ機構の若槻が、機能解析の部分のイニシアチブは本プロジェクトの代表者の中山がとっており、
研究の進め方等については研究実施者が１ヶ月に１回程度作成する実験報告書を活用して議論を行な
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って決定している。
９．他の課題との情報共有・連携
Arl1 と Arfaptin による管状構造の形成については、本プログラム外の研究者と共同して物理化学的解
析を進めている。また、電子顕微鏡を用いた細胞内局在の詳細な解析についても、本プログラム外の研
究者と共同を行なっている。
１０．人材育成
本プログラムの研究実施者については、代表研究者が１週間に２回程度の研究に関するディスカッシ
ョンを行ない、常に研究の進捗状況を確認するとともに、研究方針の微調整を行なっている。また、研
究実施者は２か月に１回の頻度で研究室内のセミナーで研究成果発表を行ない、研究室員全員で意見を
出し合って研究方針について議論している。本プログラムに携わった大学院生のほとんどは製薬会社に
研究職として就職しているか就職が内定している。
１１．終了までの具体的な見通し
本プログラムの開始時点で相互作用することがすでに判明していたタンパク質については、細胞内の
機能はほぼ明らかにしており、構造解析は FIP3-Arf6 複合体を除いて完了している。今後は、Arf6 と
MKLP1 が関与する細胞質分裂の調節に関して、Arf6 がどのようにしてミッドボディー近傍で活性化
（GDP 結合型から GTP 結合型への変換）を受けるのかに関連して、Arf6 のグアニンヌクレオチド交換
因子 EFA6 の局在と機能の解析を行なう。さらに、Arf6 が仲介するミッドボディー局所でのリサイクリ
ングエンドソーム膜と細胞膜の融合過程に関して、本プロジェクト中に新たに同定した膜融合に関与す
る Exocyst 複合体のサブユニット（Sec10 および Sec15）と、Rab11 および Arf6 の相互作用と機能の解
析を行なう。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムの研究を遂行する過程で、細胞質分裂過程の調節と細胞のがん化が密接に関連する可能
性が示唆された。さらに研究を進めることによって、細胞周期の最終過程である細胞質分裂の調節の解
明が進み、抗がん剤のターゲットの候補を発見できる可能性がある。また、本プログラムにおいて改善
を重ねた細胞質分裂に関する様々な解析手法は、抗がん剤などのスクリーニングに応用できる可能性を
秘めている。
１３．特記事項
機能解析に関連して、タイムラプス顕微鏡法による生細胞内での様々なタンパク質の局在の時間的・
空間的変化に関する解析データは優れており、このようなデータを含む FASEB Arf Meeting (2010)での
招待講演は極めて高い評価を得た。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

1,294

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

2,354

人件費（千円）

0

2,437

2,180.

2,317

旅費（千円）

254

業務実施費（千円）

7,500

4,563

4,820

3,760

その他（千円）

252

間接経費（千円）

2,250

2,100

2,100

1,823

間接経費（千円）

1,246

9,519

合計（千円）

9,750

9,100

9,100

7,900

合計（千円）

5,400

41,250
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分 担 機 関 の 課 題 名

酵母における小胞体からの輸送小胞形成機構の解析

分

東京大学大学院総合文化研究科

担

機

関

機関の代表研究者名

佐藤

健

１．課題開始時における各機関の達成目標
研究分担者（佐藤）は研究代表者（若槻、高

小胞輸送を制御するタンパク質複合体の結晶構造解析 （若槻）

エネ機構）、および他の研究分担者（中野・
酵母と高等植物におけるゴル
ジ体形成ならびにポストゴル
ジ交通・エンドサイトーシスの
分子機構解析 （中野）

東大、中山・京大）らと緊密に連携し、これ
までの研究を基盤として、特に酵母における
小胞体からの輸送小胞形成に関わる分子機
構について解析を行い、反応のメカニズムを
明らかにするとともに、反応にかかわる因子

酵母における
小胞体からの
輸送小胞形成
機構の解析
（佐藤）

初期エンドソーム
ゴルジ体

TGN
MVB/後期エンドソーム

小胞体
リソソーム

群の存在とそのネットワークを明らかにす
る。これらの知見に基づき、構造解析によっ

核

分泌経路

て重要な知見が得られるであろうと考えら
れる因子、複合体についての選定を行い、研

細胞機能の調節におけ
る小胞輸送の役割の分
子基盤解析 （中山）

細胞膜

究代表者の若槻グループと共同で X 線結晶
構造解析を行う。最終的に、細胞内での目的タンパク質の挙動やネットワーク解析と、それらを形成す
るタンパク質およびその複合体の立体構造解析の結果を組み合わせ、小胞体からの輸送小胞形成の分子
機構を統合的に理解する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
機能解析においては、人工脂質平面膜上で COPII 小胞形成のダイナミクスを 1 分子レベルで可視化す
る実験系を構築し、この独自の実験系を用いることにより輸送小胞形成過程における低分子量 GTPase
Sar1p の GTP 加水分解の役割を明らかにした（Tabata et al, EMBO J., 2009）。また COPII 小胞の形成に関
与することが遺伝学的に示唆されていた Sed4p について生化学的解析を行い、Sed4p は積み荷と結合し
ていない Sar1p のみの GTPase 活性を調節することにより、COPII 小胞形成過程において、積み荷の濃
縮を促進していることを明らかにした（Kodera et al, Traffic, 2011）。小胞体出口部位の形成に関わること
が示唆されている Sec16p について、COPII コートのサブユニットである Sec23/24p と C 末端ドメインを
介して結合することを明らかにし、この結合によって COPII コートの膜上での集合が調節されているこ
とを明らかにした。さらに、カルシウム結合タンパク質 Pef1p が、COPII コートのサブユニットである
Sec13/31p とカルシウム非存在下において特異的に結合することにより、COPII コートの膜上への結合
を負に制御していることを見出し、細胞内のカルシウム濃度依存的な COPII 小胞形成の調節機構が存在
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することを明らかにした。
構造解析においては、COPII 小胞の形成過程で中心的な役割を担う低分子量 GTPase Sar1p について、
これと複合体を形成する因子群について精製系を確立し、Sar1p との複合体について一部微結晶が得ら
れるまでに至っている。また、本研究プログラムによって複合体を形成することが新たに見出された因
子（Sec16pC 末端ドメイン-Sec23/24p、および Pef1p-Sec13/31p）について発現系を確立し、X 線結晶構
造解析へ向けた準備が整った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
下記（３）の機能解析によって、構造解析によって重要な知見が得られるであろうと考えられる因子、
複合体についての選定を行い、研究代表者の若槻グループと共同で X 線結晶構造解析を進めている。
Sar1p に結合し、その機能を制御すると考えられるタンパク質群、Bet1p、Bos1p、Sed4p について発
現と精製についての検討を行った。いずれの因子についても単独発現系では多くのものが沈殿すること
が明らかとなったので、共発現系の構築や複合体としての精製の検討を行い、Sar1p との複合体の作成
を若槻グループと共同で試みている。Sar1p-Bos1p 複合体については、微結晶が得られるまでに至って
いる。
小胞体膜上の小胞体出口部位の形成に関わることが示唆されている Sec16p と Sec23/24p 複合体とが特
異的に複合体を形成することを明らかにし、この複合体形成が COPII 小胞形成の機能上も重要であるこ
とが下記（３）に示すように明らかとなったため、結晶化のための複合体形成について解析を行った。
その結果、Sec16p の C 末端領域（アミノ酸 1991-2195）と Sec23/24p 複合体とが特異的に複合体を形成
することを明らかにし、大腸菌から発現、精製した Sec16p の C 末端領域断片と酵母から精製した
Sec23/24p 複合体とが試験管内において安定に複合体を形成する条件を見出した。今後、この複合体に
ついて若槻グループと共同で X 線結晶構造解析を行う予定である。
出芽酵母における Penta EF-hand ファミリータンパク質であるカルシウム結合タンパク質 Pef1p が、
COPII コートのサブユニットである Sec13/31p 複合体とカルシウム非存在下において特異的に複合体を
形成することを下記（３）に示すように明らかとした。変異導入による解析を行ったところ、カルシウ
ムが結合する EF-hand モチーフ 5 つのうち、1 番目と 3 番目のモチーフに変異を導入して作成したカル
シウム遊離型の Pef1p 変異体が Sec13/31p 複合体と安定に複合体を形成することが明らかとなったため、
この複合体について若槻グループと共同で X 線結晶構造解析を行う予定である。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
出芽酵母を材料として、小胞体からゴルジ体へ向けての小胞輸送を担う COPII 小胞の形成反応に関わ
る因子群について、反応過程における各因子間の相互作用と複合体形成、およびそれらに伴う低分子量
GTPase の GTP 加水分解活性について主として生化学的手法により検討を行い、COPII 小胞形成の分子
メカニズムの解析を進めている。
1 分子観察用の顕微鏡下に形成させた人工脂質平面膜上に COPII 小胞形成反応を再現し、蛍光標識し
た因子についての反応過程におけるダイナミクスをリアルタイムでイメージングする手法を開発した。
この実験系を用いて反応の解析を行ったところ、COPII 小胞形成過程において形成される出芽前駆複合
体が二量体を形成することが明らかとなった。この二量体形成により、積み荷タンパク質の COPII 小胞
への効率的な取り込みが実現されているというモデルを提唱した。さらに、COPII 小胞形成過程で COPII
コートの集合と解離を調節している低分子量 GTPase Sar1p について、この因子の GTP 加水分解サイク
ルによって、適切な積み荷タンパク質の選別や COPII 小胞への積み荷の濃縮が行われていることを明ら
かにした。この成果は本分担課題の代表研究者を Corresponding author として EMBO J.誌に掲載され
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（Tabata et al, EMBO J., 2009）、同誌の月間ダウンロード数第 3 位に選ばれた。現在、この実験系を用い
ることにより、COPII コートの膜上での伸長過程において、低分子量 GTPase Sar1p が伸長末端部分にの
み局在しているというこれまで観察することが出来なかった集合過程を発見し、COPII コートの膜上で
の集合過程について新たなモデルを構築するための解析を進めている。
小胞体からの COPII 小胞の形成に関与することが遺伝学的に示唆されていた Sed4p について精製因子
による生化学的な解析を行い、Sed4p はヌクレオチドフリー型の Sar1p と特異的に複合体を形成し Sar1p
の GTPase 活性を促進することを見出した。しかし、積み荷タンパク質と結合した Sar1p とは Sed4p は
相互作用することができないことを明らかにし、Sed4p は積み荷と結合していない Sar1p のみの GTPase
活性を調節することにより、COPII 小胞形成過程において、積み荷の濃縮を促進していることを明らか
にした。この成果は Traffic 誌に掲載された（Kodera et al, Traffic, 2011）。
COPII 小胞の形成や、小胞体膜上の小胞体出口部位の形成に関わることが示唆されている Sec16p に
ついて、出芽酵母を用いて生化学的解析、および結晶構造解析に向けた精製系を確立した。確立した精
製系によって得られた精製 Sec16p を用いた解析から、Sec16p は COPII コートのサブユニットである
Sec23/24p と特異的に複合体を形成することを明らかにした。さらに、Sec23/24p との結合は Sec16p の C
末端ドメインを介していることを明らかにし、この結合によって Sec13/31p と Sec23/24p の結合が阻害
され Sec13/31p による GTPase 促進活性が抑制されることによって、COPII コートの膜上での集合が調節
されていることを明らかにした。この成果については別プロジェクトによる生細胞内での Sec16p の機
能解析のデータと合わせて現在論文投稿準備中である。
出芽酵母における Penta EF-hand ファミリータンパク質であるカルシウム結合タンパク質 Pef1p が、
COPII コートのサブユニットである Sec13/31p とカルシウム非存在下において特異的に結合することに
より、COPII コートの膜上への結合を負に制御していることを見出し、Pef1p による細胞内のカルシウ
ム濃度依存的な小胞体からの COPII 小胞形成の調節機構が存在していることを明らかにした。これまで
明らかになっている細胞内の小胞輸送ルートにおいて、コートタンパク質に直接結合することにより輸
送反応を調節している因子が見出されたのは初めてのことであり、現在、生細胞内における Pef1p の細
胞内輸送への効果について解析を進めている。上記で得られた成果については、代表研究者が学会やシ
ンポジウムで広くアピールを行っている。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

5件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
機能解析においては、COPII 小胞形成過程の 1 分子レベルでの可視化の実験系を構築し、この実験系
を用いることにより長年不明であった低分子量 GTPase Sar1p の GTP 加水分解の機能を明らかにした。
また、これまで COPII 小胞の形成に関与することが遺伝学的に示唆されていたものの、COPII 因子群と
の機能的な相互作用が全く明らかにされていなかった Sed4p、および Sec16p という因子について試験管
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内再構成系を用いた生化学的な解析を行うことにより、既知の COPII 因子群との機能的相互作用や複合
体形成を明らかにした。このことにより、COPII 小胞の形成過程において関与することが示唆されてい
るすべての因子について一連の反応に組み込まれていることを明らかにしたことになり、COPII 小胞形
成反応のネットワークを明らかにするという一つの目標を達成できたと考えている。Sec16p の機能解析
の成果についてプログラム終了までの論文受理を目指したい。分担機関として予算配分額に応じた十分
な成果が得られていると考えている。また、構造解析については現在までに構造決定まで至ったものは
ないものの、結晶化中のものが複数あるので、プログラム終了までに進展すると考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究課題においては、代表機関・分担機関における研究テーマは互いに非常に密接しており、研究
成果を得るためには、互いに協力して研究を進めることが必須である。そのような理解の元、全員が会
する班会議こそ１年に１回程度のペースでしか開催していないが、より実務的な研究打合せについて
は、メール電話等で頻繁に行うと共に、直接互いの研究室を訪問するなどしている。それぞれの共同研
究のイニシアチブは、構造解析の部分は若槻が、機能解析の部分はサブ拠点の代表者が担当し、研究の
進め方等については研究実施者が１ヶ月に１回程度作成する実験報告書を活用し議論して決定してい
る。

９．他の課題との情報共有・連携
研究課題参加者全員がターゲットタンパクポータルサイトの進捗状況 DB にアクセスできるようにし
て情報共有を図ると共に、発表論文の登録なども積極的に行うようにしている。

１０．人材育成
本研究プログラムで雇用したポスドク（1 名）について、常勤の研究者（大学教員：助教）となり代
表研究者が主宰する研究室に着任した。また代表研究者の直接の指導のもと、本研究プログラムの課題
と密接に関連した研究テーマで 5 名の学部学生が卒業研究を行って卒業し、4 名の大学院修士課程の学
生が修士論文を、1 名の大学院博士課程の学生が博士論文を作成中である。

１１．終了までの具体的な見通し
機能解析については、
Sec16p および Pef1p の解析それぞれについて必要なデータを揃えることにより、
本研究プログラムの終了時までにそれぞれを論文として発表することを目指す。構造解析については、
現在結晶化中のものについて重点的に条件検討を行い、本研究プログラムの終了時までに出来る限り進
展するよう努力する。
本研究プログラムで得られた成果については、既に論文発表を行ったものに加え、代表研究者が学会や
シンポジウムで広くアピールしている。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
小胞輸送は真核細胞の成長、維持、分裂、増殖の過程に不可欠なもっとも重要な機能の一つであり、
組織、器官内での細胞形成と維持には制御された小胞輸送が行われている。また、神経におけるシナプ
ス伝達や免疫系における抗原提示は小胞輸送による分泌過程そのものであり、特殊に分化した細胞にお
いても小胞輸送のシステムが欠かせない。このように、生命現象の根幹から高次機能までをつかさどる
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小胞輸送の分子メカニズムを理解することは、生命科学のほぼすべてのフィールドに計り知れない波及
効果を及ぼすものと考えられる。また、代表研究者のグループが本研究プログラムで示した小胞形成可
視化の実験系は、生体膜機能の素過程を解析する上で有用な技術であり、これまで主として可溶性酵素
の解析に限られていた「1 分子計測」の手法を使った研究対象の幅を生体膜機能の研究にも広げること
につながる。

１３．特記事項
本分担課題の代表研究者は、本研究プログラムの開始と同時に現所属機関に異動して独立した研究室
を立ち上げることとなり、本研究プログラムが代表研究者自身に対しても人材育成の機会となってい
る。また代表研究者は「小胞体における輸送小胞形成の分子メカニズムの解析」の研究の業績により、
平成 21 年度の日本生化学会奨励賞を受賞した。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

6,700

0

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

100

3,852

0

0

旅費（千円）

64

業務実施費（千円）

700

3,147

5,615

4,538

その他（千円）

0

間接経費（千円）

2,250

2,100

1,684

1,361

間接経費（千円）

合計（千円）

9,750

9,100

7,300

5,900

合計（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度

計

2,704

830

8,225

3,600

35,650

Ａ７（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
課

題

名

細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究

機

関

名

国立大学法人神戸大学

代 表 研 究 者 名

匂坂

敏朗

１．課題開始時における達成目標
細胞接着は、組織や臓器の形成に必須であり、その異常はがんや他の多くの疾患の原因になっている。
細胞接着を行う接着装置は、上皮細胞でよく発達しており、タイトジャンクション(TJ)とアドヘレンス
ジャンクション(AJ)と呼ばれている。AJ ではカドへリンとネクチンが、TJ ではクローディンがそれぞ
れ主要な接着分子であり、それぞれにおいて、直接接着に関与
する接着分子、その分子の機能を制御する分子、接着分子によ
って制御されているシグナル分子など数多くのタンパク質を含
み、巨大な複合体を形成し、その複合体がさらに集合して細胞
膜ドメインを形成し、最終的に細胞を接着させている。本プロ
ジェクトでは、がん、循環器疾患、神経疾患で重要なそれぞれ
上皮細胞、内皮細胞、神経細胞の接着装置に焦点をしぼり、こ
れらの装置を構成する分子、その複合体および膜ドメインの構
造を NMR、 X 線結晶構造解析法、電子顕微鏡構造解析法、ク
ライオ電子線断層法により解析し、細胞接着装置の構造と機能
を明らかにする。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
A ネクチン-アファディン系の解析
1. ネクチン－１の立体構造を精密化し、PDB に登録した。ネク
チン－１の立体構造が、シスダイマーであることを明らかに
した。
2. ネクチン－２細胞外ドメイン全長の立体構造を明らかにし
た。
3. ネクチン－３細胞外ドメイン全長を電子顕微鏡で構造解析し、L 字型に折れ曲がった全体構造を得た。
4. リポソームを用いてネクチンによる細胞間接着を再構成した。ネクチンが接着装置のベルト状構造を
形成した。
5. ネクチンによる AJ 形成において、インテグリンの活性化が必要であるが、AJ 形成が完成すると、イ
ンテグリンは速やかに不活性化される。その不活性化の分子機構を明らかにした。
6. ネクチン−アファディン系が血小板由来増殖因子(PDGF)受容体と共に、細胞生存のシグナル伝達を促
進していた。
7. 上皮細胞の側基底側に存在する Necl-2 は、ErbB3 と結合し、ErbB2/B3 複合体による細胞内シグナル
伝達を負に制御していた。
8. Necl-2 はインテグリンα6β4 と相互作用することにより、細胞と細胞外基質との接着機構であるヘミ
デスモソームの減弱化を抑制し、AJ を含む細胞間接着の維持に関与することを明らかにした。
B カドヘリン-カテニン系の解析
1. Fat、Dachsous カドヘリンの細胞外領域全長のタンパク質についてネガティブ染色によりその形状を
二次元で明らかにした。カドヘリンファミリーに特徴的な EC ドメインを示唆する繰り返し構造が認
められた。
2. 大脳皮質の切片の電子線トモグラフィーを行った。細胞間に Fat、Dachsous カドヘリンと考えられる
紐状の構造物が観察された。
3. Dachsous 及び Fat カドヘリンを恒常的に発現する MDCK 細胞の電子線トモグラフィーを行い、マウ
ス大脳皮質頂端部位と同様の紐状の構造を可視化した。
4. カドヘリンとアクチン繊維を連結させる分子としてエプリンを同定した。
5. カドヘリンと微小管を連結させる分子として Plekha7 と Nezha を同定した。
C クローディン-ZO タンパク質系の解析
1. リガンド非結合状態での ZO1-PDZ1 の NMR 構造決定が完了した。アファディン-PDZ —ネクチン-３
複合体の立体構造を明らかにした。
2. クローディンの分解を司るユビキチンリガーゼ E3 である LNX1 を同定した。LNX1 の PDZ2 の結晶
化に成功した。LNX1 の PDZ2 のリガンドとして JAM-4 と CAST を同定した。
D 膜裏打ちタンパク質 Lgl3（トモシン）の解析
1. トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、シナプス小胞を前シナプス形質膜に強固に
ドッキンングさせた。それにより、Ca2+依存性の神経伝達物質の放出機構を制御した。
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2. トモシンは、シナプトタグミンの活性を調節することにより、連続する神経伝達物質の放出を制御し
た。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
Ｘ線結晶構造解析（鈴木）
1.ネクチンの結晶構造解析
ヒト由来ネクチン－１の立体構造を精密化し、PDB に登録した［図：ヒ
トネクチン－１（ダイマー）の結晶構造］。マウスネクチン－２の立体構
造を明らかにした。
電子顕微鏡構造解析（岩崎）
1.ネクチン−３の単粒子構造解析
Sf9 細胞で発現させたネクチン−３-Fc 融合タンパク質を透過型電子顕微鏡で観察し、単粒子解析法によ
る三次元再構成を試みた。L 字型に折れ曲がった全体構造が得られており、その三次元再構成像には、
免疫グロブリン様ドメインの原子構造が矛盾なく当てはまった。
2.E-カドへリンの単粒子解析
HEK293 細胞で発現させた E-カドへリンの単粒子解析を行った。C-カドへリンの結晶構造から予測され
る形状と類似の構造が観察された。
3.Fat カドへリン探索の電子線トモグラフィー
大脳皮質の切片の電子線トモグラフィーを行った。得られたトモグラムにおいて細胞間に紐状の構造物
が観察された。
4. Dachsous 及び Fat の単分子形状解析
Dachsous 及び Fat についてネガティブ染色によりその形状を二次元で明らかにした。ＥＣドメインを示
唆する繰り返し構造が認められた。
5.培養細胞を使った Dachsous 及び Fat の電子線トモグラフィー
Dachsous 及び Fat を恒常的に発現する MDCK 細胞の電子線トモグラフィー
を行い、マウス大脳皮質頂端部位と同様の紐状の構造を可視化した。
6.リポソームを使用したネクチン接着形態の観察
Ni-NTA 修飾脂質を使用したリポソームにヒスチジンタグを融合させたネク
チン細胞外ドメインを配位させ、集団としての効果、接着形態をクライオ電
子顕微鏡を使って調べた。リポソーム間に形成される安定したネクチン-1 同
士の接着形態、およびネクチン-1 とネクチン-3 の接着形態の可視化に成功し
た。これらは、氷包埋した試料の観察により得られた（図：氷包埋したネク
チン-1-リポソーム．矢印部がネクチン．）。
Shadowing 法による電子顕微鏡構造解析（匂坂）
1.Lgl3（トモシン）による SNARE 複合体の多量体形成機構
Lgl3（トモシン）によって形成された多量体化した SNARE 複合体を、shadowing 法により透過型電子顕
微鏡で観察し、得られた像から SNARE 複合体の多量体化を定量化した。２量体、３量体、４量体化し
た SNARE 複合体が認められた。２量体化したものが多く認められた。また、Lgl1/2/3 と Lgl1/2/3 に結
合する SNARE 系タンパク質の大腸菌や昆虫細胞での発現系を確立し、結晶化条件を検討した。
NMR 解析（廣明）
1.ネクチン−アファディン系の複合体の構造解析
アファディン-PDZ + ネクチン−３融合タンパク質の二量体の結晶を得た。これま
で知られていたアファディン-PDZ 構造(ligand free および Bcr との複合体)では、
リガンド結合部位の溝の幅は狭く(~8Å)、ネクチン−1/3 で保存されている
-R/K-E-W-Y-V モチーフのバルキーな W を受容できないと予測されていた。我々
が解析した複合体構造では、この溝が 10Åと約 2Å広がることにより、ネクチン
-3 の C 末端を強固に認識していた[図:黄色(アファディン-PDZ)+紫(ネクチン-3) :今回得られた構造、黄
緑(アファディン-PDZ)+水色(Bcr): Chen らの構造(2AIN)] [PDB 3AXA]。
2. TJ 形成促進因子 ZO1 の構造解析
ZO1-PDZ1 がリン脂質に結合し、クローディンとの相互作用と拮抗することを見出して
いる。このリン脂質結合部位に対する in silico スクリーニングによって得られた低分子
有機化合物と ZO1-PDZ1 の複合体の構造解析に着手した。複合体の構造解析に先立ち、
ZO1-PDZ1 (free)の溶液中の構造決定(NMR)をほぼ完了した。既知の ZO1-PDZ1 の結晶構
造では、loop II が分子表面側で折れ曲がり sheet 3 / sheet 4 と副次的なポケットを形成し
ている。溶液構造では loop II は伸びており全体的に揺らいでいることから、このポケ
ットは過渡的に形成されている可能性が考えられた[図の説明:青色 :今回得られた ZO1-PDZ1 の NMR 構
造の重ね合わせ、赤(ZO1-PDZ1): Wiesmann らの結晶構造(2H3M)]。
3. TJ 分解促進因子 LNX1 の構造解析
ユビキチン E3 酵素 LNX1 の PDZ ドメインの構造機能解析を進めた。mouse LNX1-PDZ2 について、分
解能 1.4Åの極めて良質な構造が得られた[PDB 登録準備中]。この構造より、LNX1-PDZ2 のリガンド結
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合ポケットの形状および電荷分布が、クローディン C 末端ペプチドを認識する ZO1-PDZ1 とは大きく
異なることがわかった。LNX1-PDZ2 ドメインのリガンドを探索した結果、TJ に局在する細胞接着分子
JAM-4 の C 末端と強く相互作用することを確認した。その後、NMR 法と X 線結晶解析を併用して、
mouse LNX1-PDZ2 と JAM4 の C 末端ペプチドの複合体の構造解析を、X 線結晶解析で決定に成功した
[PDB 登録準備中]。LNX1-PDZ2 による JAM4 の C 末端の配列認識メカニズムが詳細に明らかになった。
結晶中ではペプチドの一部が disorder していて見えなかったが NMR 滴定実験ではクローディンと結合
するときよりも広いインタフェースを利用して認識していることが分かった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
A ネクチン−アファディン系の機能解析（匂坂、高井）
1.X結晶構造解析から得られたネクチン-１の立体構造をもとに、変異ミュータントを発現する細胞株を
樹立した。その細胞株を用いて、接着活性とダイマー形成を検討し、得られたネクチン−１の立体構
造がシスダイマーであることを明らかにした。
2.ネクチン-１と-３の細胞外領域（野生型と変異ミュータント）を分泌タンパク質として発現する安定
細胞株を樹立し、精製した。それぞれの結合活性を検討し、溶液中では、ネクチンはトランス結合（接
着）せず、リポソーム上で配向させるとトランス結合した。ネクチンの接着には、ネクチンシスダイ
マーのラテラルクラスタリングが重要であった。ネクチンのラテラルクラスタリングが接着装置のベ
ルト状構造を形成した。
3.AJ形成後にインテグリンαvβ3が速やかに不活性化される分子機構として、ネクチンが脱リン酸化酵
素PTPμを介して、インテグリンの活性化を促進するPI5-キナーゼの作用を抑制していることを明らか
にした。
4.ネクチン−アファディン系は血小板由来増殖因子(PDGF)受容体と共に、PI3-キナーゼ−Aktシグナル伝
達系を亢進し、細胞生存を促進していた。
5. TJ形成の初期にはアファディンとTJの構成分子であるZO1とが一時的に結合しており、この結合には
アファディンのプロリンリッチ領域とZO1のSH3領域が必要であった。また、この結合がTJ形成を促
進していた。
6.上皮細胞の側基底側に存在する Necl-2 は、ErbB3 と結合し、ErbB2/B3 複合体による細胞内シグナル伝
達を負に制御していた。
7. Necl-2 はインテグリンα6β4 と相互作用することで細胞-基質間接着を抑制し、ヘミデスモソームの
減弱化を抑制することでがん抑制因子として機能した。
B カドヘリン-カテニン系の機能解析（竹市）
1.Fat カドヘリンと Dachsous カドヘリンが細胞外領域でヘテロフィリックに相互作用し、細胞間接着を
形成する。この細胞間接着が大脳皮質形成において重要な役割を果たした。
2.Fat カドヘリンと Dachsous カドヘリンの接着形成に重要な細胞外領域を同定した。Dachsous カドヘリ
ンの種々のカドヘリンリピートを欠損した変異体を作製した。Fat カドヘリンを恒常的に発現させた
MDCK 細胞株にこれらを一過的に発現させ、Fat、Dachsous カドヘリンに対する二重免疫染色法およ
び免疫電子線トモグラフィーで観察した。その結果、マウス大脳皮質頂端部位紐状構造体と同様の構
造の同定に成功した。
3.電子顕微鏡構造解析法を用いて、クラシックカドヘリンと比較しながら、Dachsous カドヘリン及び Fat
カドヘリンの細胞外領域を観察した結果、Dachsous カドヘリンおよび Fat カドヘリンは、紐が多様に
折りたたまれた構造を有することが明らかとなった。
4. カドヘリンとアクチン繊維、微小管を連結させる分子として、それぞれエプリン、Plekha7 と Nezha
を同定した。
C クローディン-ZO タンパク質系の機能解析（古瀬、廣明）
1.クローディンの細胞外領域に結合する Clostridium perfringens Enterotoxin の C 末側部分タンパク質
C-CPE の GST 融合タンパク質を大腸菌で発現、精製し、これが実際にクローディン-4,-6 に結合して
TJ 形成能を阻害し、マウスの胚盤胞形成を阻害することを明らかにした。
2.細胞内局在を指標とする発現クローニング法により、AJ に局在する低分子量 G タンパク質の GAP を
考えられる SPAL3 と ARFGAP12 を同定した。SPAL3 の強制発現は、培養上皮細胞の細胞接着部位形
成を遅延した。
3. PDZ とリン脂質との相互作用を半網羅的に調べた結果、ZO1-PDZ1、ZO2-PDZ2、アファディン-PDZ
が特異的にリン脂質と結合した。
4.クローディンのＣ末端 PDZ ドメイン結合部位に相互作用する分子として、ユビキチン E3 ライゲース
である LNX1p80 を同定した。LNX1p80 がクローディンをユビキチン化すると、クローディンが TJ
から消失することを明らかにした。
5.クローディンのタイプ(-3, -7, -15)によって TJ および側底膜への分配が異なることを見いだし、TJ に最
もよく濃縮するクローディン-15 が裏打ちタンパク質 ZO1 と最も強く相互作用することを明らかにし
た。
6.ZO1 の C 末端から、ZO1、Ankyrin、Unc5H に共通の機能構造未知新規ドメイン、ZU-5 の単離に成功
し、これが単独でフォールドするドメインであり、PI(4,5)P2 に特異的に結合することを明らかにした。
7.トリセルラータイトジャンクション(tTJ)の新規構成分子 LSR の細胞質領域のうち、
トリセルリンを tTJ
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にリクルートするのに必要な領域は膜直下の細胞質領域（約 140 アミノ酸）に存在した。LSR の細胞
質領域が脂質修飾を受けることを見出した。
D 膜裏打ちタンパク質 Lgl3（トモシン）の機能解析（匂坂）
1.トモシンのノックアウトマウスを作成したところ、膜融合装置である SNARE 複合体の形成量が減少
した。
2.トモシンのノックアウトマウスでは、神経伝達物質の放出が促進した。
3.トモシンのノックアウトマウスでは、短期記憶形成が減弱していた。
4.トモシンのノックアウトマウスでは、t-SNARE である SNAP25 の前シナプス形質膜への局在が減弱し
ていた。
5.トモシンは、SNAP25 のヒンジ領域を介し SNARE 複合体を多量体化した。
6.トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、神経伝達物質の放出を抑制した。
7.トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、シナプス小胞を前シナプス形質膜に強固に
ドッキンングさせた。それにより、Ca2+依存性の神経伝達物質の放出機構を制御した。
8.トモシンは、Ca2+依存的にシナプトタグミンと直接結合することにより、シナプトタグミンの膜変形
活性を制御した。それにより、連続する神経伝達物質の放出機構を制御した。
9.本研究により、ドッキングがシナプス小胞の融合を抑制することにより、神経伝達物質の放出機構を
制御するという全く新しい概念を提唱した。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

3件

PDB 登録の有無にかかわらず構

6件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

44 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

2件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
機能解析に比して構造解析の成果が劣ることとそれへの代表者自身による貢献が一層望まれることが、
中間評価の進捗状況の項目にあげられた。これ以降、代表者が中心となって構造解析と機能解析を密接
に連携させた。ネクチンのＸ線結晶構造決定、電子顕微鏡によるネクチン接着時の高次構造決定、この
構造解析をもとに神戸大学において機能解析をし、ネクチンによる接着モデル提唱までの成果へとつな
がった。この成果により世界で初めて接着装置のベルト状構造を明らかにした。これまでカドヘリンだ
けでは成因が不明であった接着装置のベルト状構造を、ネクチンの X 線結晶構造解析とリポソームを使
った再構成により、世界で初めてベルト状構造を再構成出来た。細胞内領域でのタンパク結合の解析
（NMR）も順調に進捗している。機能解析においても接着形成における新たな分子メカニズムとシグ
ナル伝達経路を提唱することが出来た。分担研究機関間の連携も密接に行われた。このように 4 年間の
研究で、当初の計画以上の結果をあげることが出来た。
８．課題内の情報共有・連携体制
ネクチン分子の細胞外領域の結晶構造解析では、タンパク質の発現、結晶化、構造解析を阪大・鈴木の
もとで行った。ネクチン分子の電子顕微鏡イメージングによる解析では、ネクチンの発現・精製を神戸
大・匂坂のもとで行い、電子顕微鏡用試料の作製から解析までを阪大・岩崎のもとで行っている。接着
様式を検証するための機能解析に関しての実験方針など詳細に連絡をとりながら神戸大・匂坂のもと行
っている。また、カドへリンファミリーに関しては、理研・竹市のもとで、カドヘリンの発現・精製を、
切片に関してはプラスチック切片作製までを行い、電顕用試料作製・イメージ取得から解析までを阪
大・岩崎のもとで行っている。神戸大内と阪大内における研究打合わせならびに、神戸大と阪大と理化
学研究所の間、試料調製（NMR・X 線・電子顕微鏡）のための情報交換や、解析を行うタンパク質の優
先順位付け、発現系作成や試料調製における役割分担などの打ち合わせが「技術検討小委員会」の形で
非常に頻繁に行われた（H19 年度、12 回、H20 年度、24 回、H21 年度、17 回、H22 年度、22 回）。
９．他の課題との情報共有・連携
膜裏打ちタンパク質 Lgl3(トモシン)による小胞輸送制御機構の解明のための構造解析を高エネ研若槻
壮市教授と行っている。非晶質層の菌体試料を CEMOVIS およびクライオ電子線トモグラフィーにより
観察し、その方法論に関する信頼度の測定を東工大村上聡教授と行った。
１０．人材育成
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ネクチンの X 線結晶構造解析に参加した学生が平成２２年度に博士の学位を得た。現在、当人は本研究
プロジェクトから離れ、他のプロジェクトのポスドクとして活躍している。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでの成果をふまえて、以下の研究により、細胞接着装置の構造と機能を明らかにする。A.ネクチ
ン-アファディン系の今後の計画 ①ネクチン-1 と-3 複合体の X 線結晶構造解析、②人工リポソーム上
に再構成した接着構造の三次元可視化、③ネクチン、Necl、インテグリンファミリーメンバー、増殖因
子受容体の分子間相互作用による細胞のがん化やがん抑制に関わる分子機構の解明 B.カドヘリン-カテ
ニン系の今後の計画 ①Dachsous-FAT カドヘリン複合体の構造様式決定、②カドヘリンスパーファミリ
ー全般に適用可能な３次元構造予測モデル構築 C.クローディン-ZO タンパク質系の今後の計画 ①
ZO1-PDZ1 と非天然の低分子複合体の構造決定、②LNX1 の構造決定
構造決定したネクチン-1 は、ヘルペスウイルス受容体、口蓋裂、精神遅滞の原因遺伝子である。ネク
チン−１の構造をもとに、新たなヘルペス治療薬、口蓋裂、精神遅滞の治療法の開発が進むことが期待
される。神戸大学連携創造本部知財部門の協力のもと、研究成果の産業移転を促進する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
①ネクチンタンパク質を標的とした低分子化合物あるいは短鎖ペプチドの開発とドラッグデリバリー
への応用：ネクチン同士の結合を阻害し細胞間隙を広げる薬理作用により、経皮吸収を活性化させ、吸
収率の低い塗り薬の薬物動態特性を改善する効果が期待される。 また、小腸上皮細胞、血液脳関門な
ど、細胞間タイトジャンクション形成により薬剤の吸収率が阻害されている様々な臓器へのドラッグデ
リバリーシステムの開発に対して、将来的な応用が期待される。②新規細胞培養技術の開発：ネクチン
タンパク質の細胞間結合特性を利用した、効率的に細胞を接着あるいは剥離可能な培養細胞用機材への
塗布剤開発が期待される。また、ネクチンタンパク質は細胞の分化誘導などにも影響を与えるため、再
生医療分野における iPS 細胞培養や、初代肝細胞培養などの各臓器特性を模した薬剤スクリー ニング
系開発のための基盤技術としても、応用が期待される。③PDZ ドメインを標的とした低分子化合物と皮
膚保護剤への応用：PDZ ドメインは、ペプチドに結合するポケットが存在し、そこを標的とした低分子
阻害薬のインシリコスクリーニングならびに NMR 結合実験が可能である。本プログラムにおいて、す
でに ZO1-PDZ1 に結合する低分子を発見同定した。同じ戦略を TJ 分解因子である LNX1 にも適用可能
であると考えられる。これにより得られた低分子化合物は、まったく新たなメカニズムによる皮膚保護
剤（保湿機能）が期待でき、皮膚疾患治療ならびに化粧品分野への応用が期待できる。④Dachsous カド
ヘリン及び Fat カドヘリンは、平面内細胞極性の制御因子として重要な機能を果たしており、その異常
は致死的な疾病の原因となる。これらの分子の形状を解明できたことにより、これまで謎であった両者
の相互作用の仕組みを明らかにできる糸口が見つかり、この分野の発展に大きく貢献できると期待でき
る。⑤細胞接着は、組織や臓器の形成に必須であると共に、その異常はがんや循環器や神経の疾患など
多くの疾患の原因になっている。具体的には、乳がんや肺がんでの過剰発現の他、単純ヘルペスウイル
ス感染、仮性狂犬病ウイルス感染、口唇口蓋裂症、外胚葉異形成症候群などの疾病等との関連が明らか
にされている。そのため、我々が明らかにした構造は異本的な生命現象の解明という意味以外に、得ら
れた構造をもとにした上記の治療方法、創薬に貢献できる可能性が十分にあると考えている。⑥クライ
オ電子線トモグラフィー法は、我が国が大きく立ち後れてしまった技術であるが、本課題における成果
のように、まだあまり知られていない応用事例は、電子顕微鏡王国日本における当該分野の再活性化に
つながると考える。
１３．特記事項
本研究（ネクチンの構造決定と接着の再構成）により、これまでカドヘリンだけでは成因が不明であっ
た接着装置のベルト状構造の形成機構を明らかにした。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

28,622

1,083

1,494

1,698

0

0

0

0

人件費（千円）

3,167

18,414

17,349

9,980

旅費（千円）

業務実施費（千円）

24,365

32,810

30,388

31,291

その他（千円）

2,402

間接経費（千円）

16,846

15,693

14,769

12,891

間接経費（千円）

7,913

68,112

合計（千円）

73,000

68,000

64,000

55,860

合計（千円）

34,290

295,150

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）

14,172

人件費・謝金（千円）

9,033

計
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分 担 機 関 の 課 題 名

細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究

分

国立大学法人神戸大学

担

機

関

機関の代表研究者名

匂坂

敏朗

１．課題開始時における各機関の達成目標
細胞接着は、組織や臓器の形成に必須であり、その異常はがんや他の多くの疾患の原因になっている。
細胞接着を行う接着装置は、上皮細胞でよく発達しており、タイトジャンクション(TJ)とアドヘレンス
ジャンクション(AJ)と呼ばれている。AJ ではカドへリンとネクチンが、TJ ではクローディンがそれぞ
れ主要な接着分子であり、それぞれにおいて、直接接着に関与する接着分子、その分子の機能を制御す
る分子、接着分子によって制御されているシグナル分子など数多くのタンパク質を含み、巨大な複合体
を形成し、その複合体がさらに集合して細胞膜ドメインを形成し、最終的に細胞を接着させている。本
課題では、がん、循環器疾患、神経疾患で重要なそれぞれ上皮
細胞、内皮細胞、神経細胞の接着装置に焦点をしぼり、これら
の装置を構成する分子、その複合体および膜ドメインの構造を
NMR、 X 線結晶構造解析法、電子顕微鏡構造解析法、クライオ
電子線断層法により解析し、細胞接着装置の構造と機能を明ら
かにすることを目的とする。
国立大学法人神戸大学では、ネクチン-アファディン系とクロ
ーディン-ZO タンパク質系の発現系の確立と機能の解析、目的
タンパク質の大量精製とその複合体形成、目的タンパク質の
NMR による構造解析・相互作用解析、膜ドメインの再構成を実
施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
A ネクチン-アファディン系の解析
1. ネクチン-１の立体構造が、シスダイマーであることを明らか
にした。ネクチン-３細胞外ドメイン全長のタンパク質を精製
し、電子顕微鏡による構造解析に用いた。
2. リポソームを用いてネクチンによる細胞間接着を再構成し
た。ネクチンが接着装置のベルト状構造を形成した。
3. ネクチンによる AJ 形成において、インテグリンの活性化が必要であるが、AJ 形成が完成すると、イ
ンテグリンは速やかに不活性化される。その不活性化の分子機構を明らかにした。
4. ネクチン−アファディン系が血小板由来増殖因子(PDGF)受容体と共に、細胞生存のシグナル伝達を促
進していた。
5. 上皮細胞の側基底側に存在する Necl-2 は、ErbB3 と結合し、ErbB2/B3 複合体による細胞内シグナル
伝達を負に制御していた。
6. Necl-2 はインテグリンα6β4 と相互作用することにより、細胞と細胞外基質との接着機構であるヘミ
デスモソームの減弱化を抑制し、AJ を含む細胞間接着の維持に関与することを明らかにした。
B クローディン-ZO タンパク質系の解析
1. リガンド非結合状態での ZO1-PDZ1 の NMR 構造決定が完了した。アファディン-PDZ —ネクチン-３
複合体の立体構造を明らかにした。
2. クローディンの分解を司るユビキチンリガーゼ E3 である LNX1 を同定した。LNX1 の PDZ2 の結晶
化に成功した。LNX1 の PDZ2 のリガンドとして JAM-4 と CAST を同定した。
C 膜裏打ちタンパク質 Lgl3（トモシン）の解析
1. トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、シナプス小胞を前シナプス形質膜に強固に
ドッキンングさせた。それにより、Ca2+依存性の神経伝達物質の放出機構を制御した。
2. トモシンは、シナプトタグミンの活性を調節することにより、連続する神経伝達物質の放出を制御し
た。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
Shadowing 法による電子顕微鏡構造解析（匂坂）
1.Lgl3（トモシン）による SNARE 複合体の多量体形成機構
Lgl3（トモシン）によって形成された多量体化した SNARE 複合体を、shadowing 法により透過型電子顕
微鏡で観察し、得られた像から SNARE 複合体の多量体化を定量化した。２量体、３量体、４量体化し
た SNARE 複合体が認められた。２量体化したものが多く認められた。また、Lgl1/2/3 と Lgl1/2/3 に結
合する SNARE 系タンパク質の大腸菌や昆虫細胞での発現系を確立し、結晶化条件を検討した。
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NMR 解析（廣明）
1.ネクチン−アファディン系の複合体の構造解析
アファディン-PDZ + ネクチン−３融合タンパク質の二量体の結晶を得た。これま
で知られていたアファディン-PDZ 構造(ligand free および Bcr との複合体)では、
リガンド結合部位の溝の幅は狭く(~8Å)、ネクチン 1/3 で保存されている
-R/K-E-W-Y-V モチーフのバルキーな W を受容できないと予測されていた。我々
が解析した複合体構造では、この溝が 10Åと約 2Å広がることにより、ネクチン
-3 の C 末端を強固に認識していた[図:黄色(アファディン-PDZ)+紫(ネクチン-3) :今回得られた構造、黄
緑(アファディン-PDZ)+水色(Bcr): Chen らの構造(2AIN)] [PDB 3AXA]。
2. TJ 形成促進因子 ZO1 の構造解析
ZO1-PDZ1 がリン脂質に結合し、クローディンとの相互作用と拮抗することを見出して
いる。このリン脂質結合部位に対する in silico スクリーニングによって得られた低分子
有機化合物と ZO1-PDZ1 の複合体の構造解析に着手した。複合体の構造解析に先立ち、
ZO1-PDZ1 (free)の溶液中の構造決定(NMR)を完了した[PDB 2RRM]。既知の ZO1-PDZ1
の結晶構造では、loop II が分子表面側で折れ曲がり sheet 3 / sheet 4 と副次的なポケット
を形成している。溶液構造では loop II は伸びており全体的に揺らいでいることから、こ
のポケットは過渡的に形成されている可能性が考えられた[図の説明:青色 :今回得られた ZO1-PDZ1 の
NMR 構造の重ね合わせ、赤(ZO1-PDZ1): Wiesmann らの結晶構造(2H3M)]。
3. TJ 分解促進因子 LNX1 の構造解析
ユビキチン E3 酵素 LNX1 の PDZ ドメインの構造機能解析を進めた。mouse LNX1-PDZ2 について、分
解能 1.4Åの極めて良質な構造が得られた[PDB 登録準備中]。この構造より、LNX1-PDZ2 のリガンド結
合ポケットの形状および電荷分布が、クローディン C 末端ペプチドを認識する ZO1-PDZ1 とは大きく
異なることがわかった。LNX1-PDZ2 ドメインのリガンドを探索した結果、TJ に局在する細胞接着分子
JAM-4 の C 末端と強く相互作用することを確認した。その後、NMR 法と X 線結晶解析を併用して、
mouse LNX1-PDZ2 と JAM4 の C 末端ペプチドの複合体の構造解析を、X 線結晶解析で決定に成功した
[PDB 登録準備中]。LNX1-PDZ2 による JAM4 の C 末端の配列認識メカニズムが詳細に明らかになった。
結晶中ではペプチドの一部が disorder していて見えなかったが NMR 滴定実験ではクローディンと結合
するときよりも広いインタフェースを利用して認識していることが分かった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
A ネクチン−アファディン系の機能解析（匂坂、高井）
1.X結晶構造解析から得られたネクチン-１の立体構造をもとに、変異ミュータントを発現する細胞株を
樹立した。その細胞株を用いて、接着活性とダイマー形成を検討し、得られたネクチン−１の立体構
造がシスダイマーであることを明らかにした。
2.ネクチン-１と-３の細胞外領域（野生型と変異ミュータント）を分泌タンパク質として発現する安定
細胞株を樹立し、精製した。それぞれの結合活性を検討し、溶液中では、ネクチンはトランス結合（接
着）せず、リポソーム上で配向させるとトランス結合した。ネクチンの接着には、ネクチンシスダイ
マーのラテラルクラスタリングが重要であった。ネクチンのラテラルクラスタリングが接着装置のベ
ルト状構造を形成した。
3.AJ形成後にインテグリンαvβ3が速やかに不活性化される分子機構として、ネクチンが脱リン酸化酵
素PTPμを介して、インテグリンの活性化を促進するPI5-キナーゼの作用を抑制していることを明らか
にした。
4.ネクチン−アファディン系は血小板由来増殖因子(PDGF)受容体と共に、PI3-キナーゼ−Aktシグナル伝
達系を亢進し、細胞生存を促進していた。
5. TJ形成の初期にはアファディンとTJの構成分子であるZO1とが一時的に結合しており、この結合には
アファディンのプロリンリッチ領域とZO1のSH3領域が必要であった。また、この結合がTJ形成を促
進していた。
6.上皮細胞の側基底側に存在する Necl-2 は、ErbB3 と結合し、ErbB2/B3 複合体による細胞内シグナル伝
達を負に制御していた。
7. Necl-2 はインテグリンα6β4 と相互作用することで細胞-基質間接着を抑制し、ヘミデスモソームの
減弱化を抑制することでがん抑制因子として機能した。
B クローディン-ZO タンパク質系の機能解析（古瀬、廣明）
1.クローディンの細胞外領域に結合する Clostridium perfringens Enterotoxin の C 末側部分タンパク質
C-CPE の GST 融合タンパク質を大腸菌で発現、精製し、これが実際にクローディン-4,-6 に結合して
TJ 形成能を阻害し、マウスの胚盤胞形成を阻害することを明らかにした。
2.細胞内局在を指標とする発現クローニング法により、AJ に局在する低分子量 G タンパク質の GAP を
考えられる SPAL3 と ARFGAP12 を同定した。SPAL3 の強制発現は、培養上皮細胞の細胞接着部位形
成を遅延した。
3. PDZ とリン脂質との相互作用を半網羅的に調べた結果、ZO1-PDZ1、ZO2-PDZ2、アファディン-PDZ
が特異的にリン脂質と結合した。
4.クローディンのＣ末端 PDZ ドメイン結合部位に相互作用する分子として、ユビキチン E3 ライゲース
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である LNX1p80 を同定した。LNX1p80 がクローディンをユビキチン化すると、クローディンが TJ
から消失することを明らかにした。
5.クローディンのタイプ(-3, -7, -15)によって TJ および側底膜への分配が異なることを見いだし、TJ に最
もよく濃縮するクローディン-15 が裏打ちタンパク質 ZO1 と最も強く相互作用することを明らかにし
た。
6.ZO1 の C 末端から、ZO1、Ankyrin、Unc5H に共通の機能構造未知新規ドメイン、ZU-5 の単離に成功
し、これが単独でフォールドするドメインであり、PI(4,5)P2 に特異的に結合することを明らかにした。
7.トリセルラータイトジャンクション(tTJ)の新規構成分子 LSR の細胞質領域のうち、
トリセルリンを tTJ
にリクルートするのに必要な領域は膜直下の細胞質領域（約 140 アミノ酸）に存在した。LSR の細胞
質領域が脂質修飾を受けることを見出した。
C 膜裏打ちタンパク質 Lgl3（トモシン）の機能解析（匂坂）
1.トモシンのノックアウトマウスを作成したところ、膜融合装置である SNARE 複合体の形成量が減少
した。
2.トモシンのノックアウトマウスでは、神経伝達物質の放出が促進した。
3.トモシンのノックアウトマウスでは、短期記憶形成が減弱していた。
4.トモシンのノックアウトマウスでは、t-SNARE である SNAP25 の前シナプス形質膜への局在が減弱し
ていた。
5.トモシンは、SNAP25 のヒンジ領域を介し SNARE 複合体を多量体化した。
6.トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、神経伝達物質の放出を抑制した。
7.トモシンは、SNARE 複合体を多量体化することにより、シナプス小胞を前シナプス形質膜に強固に
ドッキンングさせた。それにより、Ca2+依存性の神経伝達物質の放出機構を制御した。
8.トモシンは、Ca2+依存的にシナプトタグミンと直接結合することにより、シナプトタグミンの膜変形
活性を制御した。それにより、連続する神経伝達物質の放出機構を制御した。
9.本研究により、ドッキングがシナプス小胞の融合を抑制することにより、神経伝達物質の放出機構を
制御するという全く新しい概念を提唱した。
３．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構

4件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

39 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

1件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
機能解析に比して構造解析の成果が劣ることとそれへの代表者自身による貢献が一層望まれることが、
中間評価の進捗状況の項目にあげられた。これ以降、代表者が中心となって構造解析と機能解析を密接
に連携させた。ネクチンのＸ線結晶構造決定、電子顕微鏡によるネクチン接着時の高次構造決定、この
構造解析をもとに神戸大学において機能解析をし、ネクチンによる接着モデル提唱までの成果へとつな
がった。この成果により世界で初めて接着装置のベルト状構造を明らかにした。膜裏打ちタンパク質の
PDZ ドメインを中心に４件の構造決定を完了した。PDZ ドメインに結合するリン脂質や非天然の低分子
リガンドを発見した。接着装置の細胞外と細胞内の両方のタンパク質の構造決定に成功し、計画通りの
達成進度である。
８．課題内の情報共有・連携体制
神戸大と阪大蛋白研の間での実務者会議・技術小委員会が非常に活発に行われ、試料の提供、情報交換、
立体構造解析法などのノウハウの教示など、きわめて有効に連携が行われた。
９．他の課題との情報共有・連携
①膜裏打ちタンパク質 Lgl3(トモシン)による小胞輸送制御機構の解明のための構造解析を高エネ研若槻
壮市教授と行っている。
②NMR 測定技術や試料調製時における情報交換・情報共有を、阪大蛋白研池上貴久准教授と非常に頻
繁に行っております。池上先生は、H21 までは医薬 B4（研究代表者 熊之郷先生）の分担研究者でし
た。
③バイオインフォマティクス 技術開発「情報プラットフォーム」領域（～H21）複合体構造推定技術[タ
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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(H19～H21)]の由良先生・藤博
幸先生とバイオインフォマティクス・構造情報学の教科書（講談社サイエンティフィク タンパク質の
立体構造入門 藤博幸編(2010)）の共同執筆を行い、情報交換を行いました。
本プログラム以外の研究者との連携
④ アファディン-PDZ/ネクチン複合体の結合の熱力学的において、ITC 測定のため、京都府立大学大学
院生命環境科学研究科織田昌幸准教授と連携共同研究を行った
１０．人材育成
特になし
１１．終了までの具体的な見通し
これまでの成果をふまえて、以下の研究により、細胞接着装置の構造と機能を明らかにする。①ネクチ
ン-1 と-3 複合体の精製、②人工リポソーム上に再構成したネクチンとカドヘリンによる接着構造の形
成、③ネクチン、Necl、インテグリンファミリーメンバー、増殖因子受容体の分子間相互作用による細
胞のがん化やがん抑制に関わる分子機構の解明、④ZO1-PDZ1 と非天然の低分子複合体の立体構造決
定および TJ 分解因子 LNX1 の構造解析。研究進捗に伴い、知財シーズとなる可能性がある知見が見
出された場合には、神戸大学連携創造本部（知的財産部門）との発明相談により、特許性・産業利用性
に関する調査を行い、速やかな特許出願を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
①ネクチンタンパク質を標的とした低分子化合物あるいは短鎖ペプチドの開発とドラッグデリバリー
への応用： ネクチン同士の結合を阻害し細胞間隙を広げる薬理作用により、経皮吸収を活性化させ、
吸収率の低い塗り薬の薬物動態特性を改善する効果が期待される。 また、小腸上皮細胞、血液脳関門
など、細胞間タイトジャンクション形成により薬剤の吸収率が阻害されている様々な臓器へのドラッグ
デリバリーシステムの開発に対して、将来的な応用が期待される。
②新規細胞培養技術の開発： ネクチンタンパク質の細胞間結合特性を利用した、効率的に細胞を接着
あるいは剥離可能な培養細胞用機材への塗布剤開発が期待される。また、ネクチンタンパク質は細胞の
分化誘導などにも影響を与えるため、再生医療分野における iPS 細胞培養や、初代肝細胞培養などの各
臓器特性を模した薬剤スクリー ニング系開発のための基盤技術としても、応用が期待される。
③PDZ ドメインを標的とした低分子化合物と皮膚保護剤への応用： PDZ ドメインは、ペプチドに結
合するポケットが存在し、そこを標的とした低分子阻害薬のインシリコスクリーニングならびに NMR
結合実験が可能である。本プログラムにおいて、すでに ZO1-PDZ1 に結合する低分子を発見同定した。
同じ戦略を TJ 分解因子である LNX1 にも適用可能であると考えられる。これにより得られた低分子化
合物は、まったく新たなメカニズムによる皮膚保護剤（保湿機能）が期待でき、皮膚疾患治療ならびに
化粧品分野への応用が期待できる。
１３．特記事項
本研究（ネクチンの構造決定と接着の再構成）により、これまでカドヘリンだけでは成因が不明であっ
た接着装置のベルト状構造の形成機構を明らかにした。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

22,974

0

1,494

1,698

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

10,950

9,809

7,844

旅費（千円）

業務実施費（千円）

12,795

25,973

22,544

22,843

その他（千円）

1,911

間接経費（千円）

10,731

11,077

10,153

9,715

間接経費（千円）

5,838

47,514

合計（千円）

46,500

48,000

44,000

42,100

合計（千円）

25,300

205,900

設備備品費（千円）
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物品費（千円）

10,547

人件費・謝金（千円）

6,897

計
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分 担 機 関 の 課 題 名

ネクチン-アファディン系の構造生物学的研究

分担機関

大阪大学

機関の代表研究者名

鈴木

守

１．課題開始時における各機関の達成目標

細胞接着は、組織や臓器の形成に必須であり、その異常はがんや他の多くの疾患の原因になっている。
細胞接着を行う接着装置は、上皮細胞でよく発達しており、タイトジャンクション(TJ)とアドヘレンス
ジャンクション(AJ)と呼ばれている。AJ ではカドへリンとネクチンが、TJ ではクローディンがそれぞ
れ主要な接着分子であり、それぞれにおいて、直接接着に関与する接着分子、その分子の機能を制御す
る分子、接着分子によって制御されているシグナル分子など数多くのタンパク質を含み、巨大な複合体
を形成し、その複合体がさらに集合して細胞膜ドメインを形成し、最終的に細胞を接着させている。本
業務では、がん、循環器疾患、神経疾患で重要なそれぞれ上皮細胞、内皮細胞、神経細胞の接着装置に
焦点をしぼり、これらの装置を構成する分子、その複合体および膜ドメインの構造を NMR、 X 線結晶構
造解析法、電子顕微鏡構造解析法、クライオ電子線断層法により解析し、細胞接着装置の構造と機能を
明らかにする。
このため国立大学法人大阪大学は、国立大学法人神戸大学および独立行政法人理化学研究所と共同で
業務を行う。
国立大学法人大阪大学では、ネクチン—アファディン系の精製蛋白質の結晶化に向けた性状評価、目
的タンパク質とその複合体の X 線結晶構造解析、目的タンパク質とその複合体の電子顕微鏡による構造
解析を実施する。

上皮細胞における細胞接着
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２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①AJ・TJ 関連因子の X 線結晶構造解析
細胞接着分子ネクチン１および２の結晶構造を明らかにし、構造情報をもとに細胞接着に必須なアミ
ノ酸残基を推定し、変異体作成を行った。超遠心分析によりシスダイマー形成に重要なアミノ酸残基で
あることを分子レベルで確認し、神戸大学匂坂グループによる接着実験により細胞レベルでも証明する
ことができた。（論文発表）さらに、ネクチン１、２の大量発現、巻戻し、結晶化について論文発表を
行った。
神戸大学医学部廣明グループと共同で AJ・TJ の接着装置の裏打ち蛋白質２種のドメイン構造をＸ線
結晶構造解析により決定した。
②AJ・TJ 関連因子の電子顕微鏡構造解析
神戸大匂坂グループの発現・精製したネクチン１を用いて、人工リポソームに再構成したネクチン 1
のクライオ電子顕微鏡による接着構造観察およびクライオ電子線トモグラフィー法による接着構造解
析を行い、細胞におけるクラスター様接着様式のモデルを提唱するに至った。また、Fat カドヘリン、
Dachsous カドヘリンについて、神戸大竹市グループが調整した試料を用いて、in vitro および in vivo で
の単粒子解析、電子線トモグラフィーを行った。本結果において、これら接着分子の折り畳み構造の発
見があり、さらに竹市グループによる、その詳細な解析によって折れ畳の機構に関する知見を得る事が
できた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①AJ・TJ 関連因子の X 線結晶構造解析
2008 年度
匂坂グループより提供された C 末端に Fc フラグメントを付けたネクチン V ドメインの精製蛋白質の
性状確認を質量分析装置により行った。この融合蛋白質の分子量は、約 41kDa であるが、質量分析では
約 91kDa 付近にブロードなピークを得た。非還元状態での SDS-PAGE で 2 量体であることが確認され、
昆虫細胞での発現時に糖鎖修飾されることを考慮すると、約 10kDa もの糖鎖が不均一に結合しているこ
とがわかった。また、動的光散乱では、多分散性を示し、結晶化が困難であることが予想された。その
後、精製ネクチンを約 4mg/ml の濃度まで濃縮し、結晶化条件の探索を行ったが結晶を得ることができ
なかった。
2009 年度
匂坂グループより提供された HEK293 細胞を用いて調製したネクチン１細胞外ドメインを用い、動的
光散乱装置や質量分析装置等を用いて精製タンパク質の性状確認を行った結果、不均一な糖鎖修飾を受
けていることが判明した。この試料を用い結晶化スクリーニングを行ったが、結晶は得られなかった。
そこで糖鎖修飾の不均一性を最小限にする必要性を認識した。
そこで糖鎖修飾の問題を解決するため、さらに結晶化に十分な蛋白質量を得る目的で、大腸菌による
ヒトネクチン１細胞外ドメインの大量発現系の構築を行った。発現チェックは大腸菌株として
BL21(DE3)、Rosetta2(DE3)、Rosettagami(DE3)、Origami2(DE3)、ベクタとして pET32a、pET39b、pET40b、
pET48b、pET21b-pelB、 pET21b-ompA、pGEX6P1 の組み合わせで行った。どの組み合わせについても、
可溶性として発現を確認することはできなかったが、封入体の巻き戻し条件を詳細に検討することによ
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り可溶化に成功した。この試料を用いて、結晶化スクリーニングおよび結晶化条件の検討を行った結果、
最高分解能 3.3ÅのＸ線回折点を示す結晶が得られた。
2010 年度
匂坂グループより提供された HEK293 細胞を用いて調製したネクチン-細胞外ドメイン（不均一な糖
鎖が付いたもの、糖鎖の不均一性を最小限にしたものの２種類）の結晶化スクリーニングを行ったが、
結晶は得られなかった。
一方大腸菌発現系を用いた方法では、前年度確立し
たネクチン 1 の結晶化条件、結晶凍結条件の最適化を
行い、それまで 3.3ÅであったＸ線回折分解能を 2.8Å
に向上させることに成功した。重原子同型置換法によ
る位相決定とモデル構築に成功した。さらに、ネクチ
ン 2 の細胞外ドメインを、ネクチン 1 の精製プロトコ
ールにより精製し、さらに封入体巻き戻し条件を詳細
ネクチン１のシスダイマーの結晶構造

に検討することにより可溶化に成功した。結晶化にも

成功し、2.9Å分解能で立体構造を決定した。
2011 年度
我々が明らかにした細胞接着分子ネクチン１の細胞外ドメインのダイマー構造(論文番号２、Fig.2)
が、同じ細胞膜上で形成されるシスダイマーであると仮定し、ダイマー間相互作用に関係しているアミ
ノ 酸 残 基 ( 論 文 番 号 ２ 、 Fig.3) の ４ ア ミ ノ 酸 置 換 変 異 体 （ Nectin-1-EC-4mut ） を 作 成 し た 。
Nectin-1-EC-4mut はゲル濾過において溶出位置が低分子両側にシフトすること(論文番号２、Fig.4B)
を明らかにした。さらに超遠心分析により Nectin-1-EC-4mut の沈降係数は wild type より小さく、ま
た濃度依存性が消失していることを明らかにした(論文番号２、Fig.4A)。モノマーダイマーの Kd の値
は wild type が 3μM であるが、Nectin-1-EC-4mut では 275μM と２桁も低下することを分析超遠心法で
確認した。この結果により、溶液状態でのダイマー構造を明らかにすることができた。さらに神戸大学
匂坂グループによる接着実験により細胞レベルでも証明し、これらをまとめて論文発表した。また、ネ
クチン１、２の研究で確立した大量発現、巻戻し、結晶化について論文発表を行った（論文番号 1）。雑
誌を購読していない人も含め多くの方に結果を広めるために、論文を open access とした。
神戸大学医学部廣明グループと接着装置の裏打ち蛋白質のドメインをＸ線構造解析に着手し、サンプ
ルの精製は神戸大学で行い、結晶化は蛋白質研究所の設備を用い、結晶化に成功した。つくばの高エネ
ルギー加速器研究機構フォトンファクトリーにおいて回折データの収集し、位相決定にも成功した。構
造と機能の詳細は神戸大学廣明グループの報告書をご参照ください。
論文リスト
1. Refolding, crystallization and preliminary X-ray crystallographic study of the whole
extracellular regions of nectins.
Narita, H., Nakagawa, A., Yamamoto, Y., Sakisaka, T., Takai, Y., and Suzuki, M.
Acta Crystallographica Section F67, 344-348(2011)

(open access)

2. Crystal structure of the cis-dimer of nectin-1: Implications for the architecture of
cell-cell junctions
Narita, H., Yamamoto, Y., Suzuki, M., Miyazaki, N., Yoshida, A., Kawai, K., Iwasaki, K.,
Nakagawa, A., Takai, Y., and Sakisaka, T.
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The Journal of Biological Chemistry 286, 12659-12669(2011)
いろいろな困難を一つ一つ克服し、アドヘレンスジャンクションおよびタイトジャンクションに関係す
る分子の結晶構造を当初の目的通り明らかにし、さらに構造に基づいた補足実験により、細胞接着の機
能を解明できたことは非常に大きい成果だと考えている。
②AJ・TJ 関連因子の電子顕微鏡構造解析
単離・精製した蛋白質の構造が、生体内においてどのような接着構造を形成しているのかを調べるた
め に 、 人工リ ポ ソ ームを 用 い た実験 を 行 った。 Ni2+ が キ レ ー ト されて い る NTA 修 飾 さ れた 1,
2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-{[N(5-Amino-1-Carboxypentyl)Iminodiacetic Acid]Succinyl}(Ni-NTA-DOGS
)を混合したリポソームを作製し、神戸大匂坂グループが発現・精製したヒスチジンタグ融合 Nectin-1
細胞外領域と混合したところ、急速な白濁を生じた。当該試料を氷包埋し、クライオ電子顕微鏡を用い
て観察したところ、リポソームの凝集が観察され、かつ、その接着面には、特有の構造物が観察された。
さらには、阪大生命機能研究科に納入された最新鋭のクライオ電子線トモグラフィー装置を使い、当該
リポソームの三次元データ取得を行った。画像解析により得られたトモグラムから、接着間構造におけ
る膜間距離の測定を行ったところ、約 18〜20nm の間隙があることが判明した。本実験とＸ線結晶構造
解析の結果からネクチンの生体内におけるクラスター様接着構造を提唱するに至った。
理化学研究所・竹市グループとの共同研究によりカドヘリンの一種である Dachsous-FAT 接着複合体・
欠損変異体の電子顕微鏡構造解析を行った。まず、in vitro 解析として、竹市グループが発現・精製した
Dachsous および Fat の細胞外領域の形態をクラシックカドヘリンである E-cadherin と比較しながら、ネ
ガティブ染色で観察した。両者に折り畳み構造が観察され、本結果を竹市グループが解析したところ、
折り畳み構造とカルシウム結合アミノ酸部位との関係が示唆された。また、in vivo 解析として、竹市グ
ループが作製した Dachsous 及び Fat カドヘリンをそれぞれ恒常的に発現する MDCK 細胞の切片試料を
用いて、電子顕微鏡観察、及びトモグラフィー解析を行った。抗体によりラベルした同試料の解析も同
時に行った。その結果、以前観察されたマウス大脳皮質頂端部位紐状構造体と同様の構造を同定するこ
とに成功した。
[外部への研究成果等の発信]
X 線結晶構造解析および電子顕微鏡構造解析による最新の結果について積極的に関連学会で発表を
行った。2010 年度は９件の発表を行い、成果を多くの方に知ってもらうように努力した。特に蛋白質の
巻き戻し技術に関する発表は一般性が高いことからか、非常に多くの方に興味を持っていただいた。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①X 線結晶構造解析の結果をもとに変異体を作成し、ゲル濾過、超遠心分析によりシスダイマーに形成
の関わる相互作用面を明らかにした。
②電顕では当該成果なし
３．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構

４件

造解析したタンパク質数
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４．各機関の論文発表件数

２件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
①AJ・TJ 関連因子の電子顕微鏡構造解析 X 線結晶構造解析
ネクチン・アファディン系の構造生物学的研究を目指してプロジェクトを開始し、世界で最初にネク
チンの細胞外ドメインのシスダイマー構造、アファディンの PDZ ドメインとネクチンの細胞内部分との
複合体の構造（神戸大学廣明グループとの共同研究）を決定に成功している。さらに、ネクチン細胞外
ドメインの構造をもとにした変異体作成を行い、分析超遠心、細胞接着実験等により、細胞接着のメカ
ニズムの分子メカニズムを明らかにできたことから、当初の計画を十分に達成したと考えている。
②AJ・TJ 関連因子の電子顕微鏡構造解析
本課題である「細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究」において in vivo,in situ の構造
学的研究を担う電子顕微鏡構造解析は、より生きている状態に近い状態での構造観察を目指す、現在の
構造生物学研究の技術分野における先端でもある。本プラグラム中に阪大生命機能研究科に納入された
最新鋭のクライオ電子線トモグラフィーの使用を試みながら、データ取得に成功し、化学固定切片（蛋
白質は変性し、架橋されなかった分子は漏出する）では観察不可能な水和した状態でのネクチン接着構
造の可視化に成功した。本結果は、これまでの神戸大匂坂グループの研究とＸ線結晶構造解析の結果と
併せて、ネクチン接着様式のモデル提唱に貢献した。また、明らかに結晶化困難な超巨大紐状分子であ
る Fat の構造観察においても一役を担い、細胞間における Fat-Dachsous の折れ畳構造を示唆するに至
った。これらは、当初の計画を十分に達成した結果だと考える。
８．課題内の情報共有・連携体制
①分担機関内で実験の進捗を確認し、研究の方向性について議論する場を設けた。さらに、ネクチンの
細胞外ドメインの研究においては代表研究機関である神戸大学の匂坂グループと、アファディンの
PDZ ドメイン、タイトジャンクション裏打ち蛋白質の解析では神戸大学廣明グループと密接に打ち
合わせを行った。
②ネクチンに関しては、神戸大匂坂グループと、Dachsous カドヘリンおよび Fat カドヘリンの研究に関
しては、理研竹市グループと密接に連絡をとりながら、実際に共同実験を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
①公開シンポジウム等の機会に蛋白質の発現方法、解析法に関する情報収集を積極的に行っている。さ
らに、情報プラットフォーム主催の分子動力学計算のセミナーに参加した。
②ターゲットプログラム内の共同研究として東工大・村上グループと連携を図っている。
１０．人材育成
①ネクチンの X 線結晶構造解析に参加した学生が平成２２年度に博士の学位を得た。現在、当人は本研
究プロジェクトから離れ、他のプロジェクトのポスドクとして活躍している。人員を補充するために平
成２３年度からポスドクを１名雇用しているが、予算の関係で週３日の勤務契約を結んでいる。週の残
りの時間は旧所属での自分の研究継続や就職活動に当てられている。
１１．終了までの具体的な見通し
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①AJ・TJ関連因子のX線結晶構造解析
ネクチンのX線結晶構造解析を推進する。解析に成功したもの以外の細胞接着分子の発現・精製・
結晶化を目指して実験を進める。
②AJ・TJ 関連因子の電子顕微鏡構造解析
理研竹市グループと協力し、Dachsous カドヘリンおよび、FAT カドヘリンに関する研究をまとめ、
論文として報告する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
①細胞接着は、組織や臓器の形成に必須であると共に、その異常はがんや循環器や神経の疾患など多く
の疾患の原因になっている。具体的には、乳がんや肺がんでの過剰発現の他、単純ヘルペスウイル
ス感染、仮性狂犬病ウイルス感染、口唇口蓋裂症、外胚葉異形成症候群などの疾病等との関連が明
らかにされている。そのため、我々が明らかにした構造は異本的な生命現象の解明という意味以外
に、得られた構造をもとにした上記の治療方法、創薬に貢献できる可能性が十分にあると考えてい
る。
②クライオ電子線トモグラフィー法は、我が国が大きく立ち後れてしまった技術であるが、本課題にお
ける成果のように、まだあまり知られていない応用事例は、電子顕微鏡王国日本における当該分野
の再活性化につながると考える。
１３．特記事項
平成１９年度中に、課題代表者の匂坂准教授が大阪大学医学部から神戸大学医学部に教授として異動
になったため、匂坂教授が担当されていた蛋白質の生産についての業務は神戸大学で行うことになっ
た。平成２０年度から大阪大学は分担機関となり、分担機関代表者を鈴木が務めることになった。研究
費一覧の平成１９年度の金額は異動に伴う変更後の金額を記載している。２０年度以降の予算は X 線結
晶構造解析（鈴木）と電子顕微鏡構造解析（岩崎）で２分割して執行している。
（１９年度は３分割）
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

5,648

1,083

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

2,152

2,116

2,136

旅費（千円）

648

業務実施費（千円）

6,275

4,457

5,576

3,833

その他（千円）

491

間接経費（千円）

3,577

2,308

2,308

1,791

間接経費（千円）

1,223

11,207

合計（千円）

15,500

10,000

10,000

7,760

合計（千円）

5,300

48,560

設備備品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究（カドヘリン－カテニン
系の構造生物学的研究）

代 表 ／ 分 担 機 関

理化学研究所

機関の代表研究者名

竹市

発生・再生科学総合研究センター

雅俊

１．課題開始時における各機関の達成目標
細胞接着は、組織や臓器の形成に必須であり、その異常はがんや他の多くの疾患の原因になっている。
細胞接着を行う接着装置は、上皮細胞でよく発達しており、タイトジャンクション(TJ)とアドヘレンス
ジャンクション(AJ)と呼ばれている。AJ ではカドへリンとネクチンが、TJ ではクローディンがそれぞ
れ主要な接着分子であり、それぞれにおいて、直接接着に関与する接着分子、その分子の機能を制御す
る分子、接着分子によって制御されているシグナル分子など数多くのタンパク質を含み、巨大な複合体
を形成し、その複合体がさらに集合して細胞膜ドメインを形成し、最終的に細胞を接着させている。本
業務では、がん、循環器疾患、神経疾患で重要なそれぞれ上皮細胞、内皮細胞、神経細胞の接着装置に
焦点をしぼり、これらの装置を構成する分子、その複合体および膜ドメインの構造を NMR、 X 線結晶構
造解析法、電子顕微鏡構造解析法、クライオ電子線断層法により解析し、細胞接着装置の構造と機能を
明らかにする。独立行政法人理化学研究所では、カドヘリン—カテニン系の発現系の確立と機能の解析
を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本業務では、カドヘリンスーパーファミリーに属する Dachsous カドヘリン、Fat カドヘリン注目して
解析を進めてきた。Dachsous、Fat カドヘリンは、ショウジョウバエにおいてよく研究されており、前
者は、細胞増殖や平面内極性の制御において、後者は、形態形成と平面内極性の制御において重要な役
割を果たすことが報告されていた。さらに、当研究室において、哺乳類の Dachsous、Fat カドヘリンも
また、大脳皮質形成において重要な役割を果たすことが明らかにされた（Ishiuchi et al. JCB(2009)）。
Dachsous、Fat カドヘリンの特筆すべき特徴は、その巨大な細胞外領域である。カドヘリンスーパーフ
ァミリーのうち最初に発見されたクラシックカドヘリン（E-カドヘリンなど）は、細胞外領域に５つの
カドヘリンリピートを有する。これに対し、Dachsous、Fat カドヘリンは、それぞれ２７個、３４個の
カドヘリンリピートを有する。巨大な細胞外領域が生物学的にどのような意味を持っているかは非常に
興味深い。本業務では、Dachsous、Fat カドヘリンに焦点を当て、クラシックカドヘリンの一つ E-カド
ヘリンと比較しながら、その機能ドメイン解析、組み換えカドヘリンの合成・精製系の開発、in vitro
電子顕微鏡構造解析法、in vivo 電子線断層法による構造解析を行った。その結果、Dachsous カドヘリ
ン及び Fat カドヘリンの細胞外領域について、従来の知見からは予想されなかった分子形状を明らかに
した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果

In vitro 電子顕微鏡構造解析法を用いて、クラシックカドヘリンと比較しながら、Dachsous カドヘ
リン及び Fat カドヘリンの細胞外領域を観察した。観察法に様々な改良を加え、精製 EC(細胞外)ドメイ
ン について高分解能を有する顕微鏡像を取得することに成功した。これまで構造解析されたカドヘリ
ンはすべて EC ドメインが連なって伸びた紐状の構造をしていたのに対して、Dachsous カドヘリンおよ
び Fat カドヘリンは、紐が多様に折りたたまれた構造を有することが明らかとなった。さらに、バイオ
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インフォマティクス解析により、これらの特徴的な構造は、他のカドヘリンでは保存性が高いカルシウ
ム結合アミノ酸(D, E, N)の部分的欠落によるものであることが示唆された。加えて、Dachsous カドヘ
リン及び Fat カドヘリンがどのように細胞間隙に存在するのかを調べるため、Dachsous 及び Fat カドヘ
リンを恒常的に発現する MDCK 細胞を分離し、免疫電子線トモグラフィーで観察した。その結果、以前、
マウス大脳皮質頂端部位で観察されていた紐状構造体と同様の構造を見出し、これらの分子の in vivo
における形状を確認することに成功した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
Dachsous、Fat カドヘリンの、接着に重要な細胞外領域を同定するために、Dachsous カドヘリンの種々
のカドヘリンリピートを欠損した変異体を作製した。Fat カドヘリンを恒常的に発現させた MDCK 細胞株
でこれらを一過的に発現させ、Fat、Dachsous カドヘリンに対する二重免疫染色法により観察した。Fat、
Dachsous カドヘリン間の接着活性は、Fat カドヘリンの細胞境界への濃縮度により評価した。この結果、
Fat、Dachsous カドヘリンにおいて、構造解析を進めるべきドメインを定めることができた。
細胞接着装置を構成する分子、その複合体の探索も行った。これまでの成果として、カドへリンとア
クチン繊維を連結させる細胞接着装置構成分子としてエプリンを同定していた。エプリンが欠失する
と、上皮特有な接着構造が結合組織型に変化する。この研究を発展させ、エプリンは、細胞間結合の張
力に依存して接着構造の形態制御に関わることを明らかにした。また、ｐ120-カテニンと微小管の相互
作用についての研究を進め、これを媒介する 2 つのタンパク質、Plekha7 及び Nezha を同定した。非
常に興味深いことに、Nezha は、微小管のマイナス端と結合した。マイナス端方向に動くとされるキネ
シンの一つ KIFC3 が、この微小管を介して細胞間接着部位に集まることも示唆された。これらのどの
分子を除去しても、細胞間接着構造に異常が生じたので、ｐ120-カテニン-微小管系は細胞間接着を維
持するために必要な細胞接着装置構成分子であることが明らかとなった。
３．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

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

０件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
Dachsous カドヘリン及び Fat カドヘリンの細胞外領域の電子顕微鏡解析を行い、従来考えられていた
ものとは異なる形状が初めて明らかになり、当初の目標の１つを達成した。今年度中に論文として公表
できる予定である。
８．課題内の情報共有・連携体制
上記研究成果のうち、電子顕微鏡とその関連技術を使った研究については、大阪大学蛋白質研究所岩
崎憲治博士と連携して行った。連携・情報共有は、研究進捗に合わせて、随時、打ち合わせを行ってい
る。
９．他の課題との情報共有・連携
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特になし。
１０．人材育成
ポストドク研究員１名が本研究に従事してきた。本研究員は、研究代表者と連携研究者の双方と密接
に打ち合わせを行いながら研究を進めた。本年４月より理化学研究所内の別のポジションに移籍した
が、それ以降は協力研究者として本研究の終了に貢献する。
１１．終了までの具体的な見通し
Dachsous カドヘリン及び Fat カドヘリンの分子形状について、予想外の結果が得られたことから、本
研究は、優れた成果として公表できる見込みである。また、今回明らかになった基本原理は、カドヘリ
ンスーパーファミリー共通のものである可能性がある。今後、さらに構造解析を進め、カドヘリンスー
パーファミリー全般に適応可能な３次元構造予測モデルを構築する予定である。並行して機能的な意義
についてもマウス胎児および培養細胞を用いて調査を行っている。 本プロジェクトの成果として併せ
て報告する予定である。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
Dachsous カドヘリン及び Fat カドヘリンは、平面内細胞極性の制御因子として重要な機能を果たして
おり、その異常は致死的な疾病の原因となる。これらの分子の形状を解明できたことにより、これまで
謎であった両者の相互作用の仕組みを明らかにできる糸口が見つかり、この分野の発展に大きく貢献で
きると期待できる。
１３．特記事項
Dachsous カドヘリン及び Fat カドヘリンは、そのサイズが巨大故に、その構造解析に誰もが挑戦して
こなかった。この問題に敢えて取り組んだことにより、カドヘリン分子の構造について新たな概念を提
出できる。
１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

3,167

5,312

5,424

0

旅費（千円）

15

業務実施費（千円）

5,295

2,380

2,268

4,615

その他（千円）

0

間接経費（千円）

2,538

2,308

2,308

1,385

間接経費（千円）

合計（千円）

11,000

10,000

10,000

6,000

合計（千円）
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計

2,823

852

9,391

3,690

40,690
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
課

題

名

直鎖状ポリユビキチン鎖による選択的 NF-κB 活性化機構

機

関

名

大阪大学大学院生命機能研究科

代 表 研 究 者 名

岩井

一宏

１．課題開始時における達成目標
NF-κB は種々の刺激で活性化され、炎症、免疫応答、ガン等に関わる医学的にも重要な転写因子である。
多く研究がなされてきたにもかかわらず、刺激依存的な NF-κB 活性化機構に関しては未だに明確なコ
ンセンサスは得られていない。代表研究者は直鎖状ポリユビキチン鎖を選択的に生成する LUBAC ユビ
キチンリガーゼ複合体を世界に先駆けて同定した。さらに、LUBAC が刺激依存的に NF-κB 活性化のキ
ー分子である NEMO を直鎖状ポリユビキチン化することによって、NF-κB を選択的な活性化に導くこ
とを示し、NF-κB 活性化の新たな機構を提唱した。本提案では LUBAC リガーゼ複合体を構成する
HOIL-1L、HOIP の 2 つのタンパク質に存在する種々のドメインの機能的および構造的解析を進め、
LUBAC リガーゼによる NF-κB 活性化メカニズムを詳細に検討する。加えて、アレルギー、ガンなどの
治療薬の優れたターゲットである選択的 NF-κB 活性制御薬の開発への基礎検討を行う。上記の内容を
明らかにすべく、以下の 4 点から解析を進める。なお、構造解析はＣ：
「生産」および「解析」、薬剤ス
クリーニングはＣ：「生産」と共同して行う。
１．LUBAC による刺激依存的な NEMO 識別機構および NF-κB 活性化機構
２．LUBAC による直鎖状ポリユビキチン鎖生成機構
３．LUBAC による直鎖状ポリユビキチン鎖生成阻害剤のスクリーニング
４．TNF-α 以外の刺激による NF-κB 活性化への関与

図１

本課題で解析する内容

２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１） 成果概要
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１．LUBAC による NF-κB 活性化の第一段階である NEMO の識別様式を構造生物学的に明らかにし、
LUBAC による NEMO の直鎖状ポリユビキチン化の NF-κB 活性化における役割の明確化を進めて
いる。

図２

HOIP と NEMO の相互作用部位

２．LUBAC によって識別されるユビキチンのアミノ酸を同定し、ユビキチンと相互作用する可能性の
ある HOIP ドメインの候補を同定したのでその確認を進めている。

図３

人工アミノ酸を用いたユビキチン結合部位の同定

３．直鎖状ポリユビキチン鎖生成阻害剤のスクリーニングを樹立して化合物のスクリーニングに着手
し、4 種の候補薬剤を同定した。

図４

petit-LUBACを 用 い た 直 鎖 状 ポ リ ユ ビ キ チ ン 鎖 生 成 阻 害 剤 の 開 発

４．LUBAC の新たなコンポーネントである SHARPIN を同定し、SHARPIN 自然変異マウスである、cpdm
マウスの慢性皮膚炎、免疫異常の発症メカニズムを明らかにした(Nature, 2011)。

図５

LUBAC の構造

（２）構造解析に関する進捗及び成果
１ ． LUBACに よ る 刺 激 依 存 的 な NEMO識 別 機 構 お よ び NF-κB活 性 化 機 構
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LUBAC を構成する分子の中で HOIP に存在する 3 つの Zinc Finger(ZF、NZF1、NZF2)を含む領域が NEMO
との結合に関わっていることを明らかにしていたが、本課題による研究の結果、HOIP の NZF1 が NEMO
との結合に関与することが明らかとなった。そこで、「解析」の若槻グループで NZF1 と NEMO の共
結晶化を試み、共結晶構造を決定した。現在、NEMO 結合に関与する NZF1 アミノ酸の変異体解析をす
すめ、NEMO と結合出来ない HOIP 変異体では NF-κB 活性化能が減弱することを見出した。現在、HOIP
に認識されない NEMO 変異体を NEMO 欠損細胞に導入し、NF-κB 活性化の有無を検索している。同結
果を踏まえ論文を投稿予定であり、ほぼ当初の予定通りに進行している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
２．LUBACによる直鎖状ポリユビキチン鎖生成機構
LUBACはユビキチンを識別して、そのN末端のα-アミノ基に別のユビキチンのC末のカルボキシル基と
のペプチド結合を触媒することで、直鎖状ポリユビキチン鎖を特異的に生成する。本研究では、種々の
変異ユビキチンを用いた解析からLUBACによって認識されるアミノ酸を同定した。また「 生 産 」の 横
山 グ ル ー プ が 開 発 し た ク ロ ス リ ン ク 可 能 な 人 工 ア ミ ノ 酸 導 入 ユ ビ キ チ ン を 用 い て 、ユ ビ キ チ
ン を 識 別 す る HOIPの 結 合 部 位 の 候 補 を 同 定 し た の で 、そ の 確 認 を 進 め て い る 。確認が 終 了 次
第 、NMR等 を 用 い て 相 互 作 用 す る ア ミ ノ 酸 の 同 定 に 着 手 す る 予 定 で あ り 、ほ ぼ 当 初 の 計 画 通
り進行している。
３ ． LUBACに よ る 直 鎖 状 ポ リ ユ ビ キ チ ン 鎖 生 成 阻 害 剤 の ス ク リ ー ニ ン グ
LUBAC による直鎖状ポリユビキチン鎖形成は NF-κB を選択的に活性化すると考えられる。NF-κB の活
性亢進はリウマチ・アレルギー疾患やある種のガンで認められており、選択的な NF-κB 活性化抑制剤
はこれら疾患の治療薬の優れたターゲットである。直鎖状ポリユビキチン鎖による NF-κB 活性化は代表
研究者らが新たに発見した制御系であり、これまでその機能を制御する薬剤は開発されていない。そこ
で、同阻害剤のスクリーニング系を樹立するために、直鎖状ポリユビキチン鎖生成に必要な最小領域で
ある petit-LUBAC の大腸菌による大量発現系を樹立した(特許出願中)。現在、petit-LUBAC を用いて「制
御」の長野グループと共同で LUBAC による直鎖状ポリユビキチン鎖生成の阻害剤のスクリーニング系
を樹立し、4 種の候補化合物を同定した。現在、同化合物の特異性等の検討を進めており、ほほ当初の
計画通り進行している。
４．TNF-α以外の刺激によるNF-κB活性化への関与
LUBACの新規構成成分の同定とその機能解析
TNF-α 依存的な NF-κB 活性化に必須の分子(NEMO など)のノックアウトマウスは胎生致死になるにも
かかわらず、HOIL-1L 欠損マウスは成獣まで生存する。HOIL-1L 欠損マウスでは LUBAC の活性中心で
ある HOIP が微量ではあるが存在しているために、NF-κB 活性化も完全には消失しないことが判ったの
で、HOIP が HOIL-1L 以外の未同定のタンパク質と結合して存在する可能性を想定して、SHARPIN を
同定した。解析の結果、SHARPIN は HOIP と２量体を形成するのではなく、HOIL-1L、HOIP と３者で
LUBAC 複合体を形成し、TNF-α 刺激依存的に NEMO に直鎖状ポリユビキチン鎖を付加することで
NF-κB の活性化に関与することを見出した。さらに、SHARPIN の自然欠損マウスである cpdm マウス
が報告されており、慢性皮膚炎、高 IgM 血症、パイエル板の欠損など NF-κB 活性化異常によると考え
られる多彩な症状を呈することが示されていたが、その発症機序は不明であった。cpdm マウス由来細
胞では LUBAC の他のコンポーネントである HOIL-1L、HOIP の発現が減弱しているために、TNF-α の
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みならず、B 細胞のクラススイッチに関与している CD40 刺激による NF-κB 活性化が減弱することを明
らかにした。cpdm 由来細胞に SHARPIN を導入すると HOIL-1L、HOIP の発現量も増加し、NF-κB 活性
化能も回復した。それゆえ、SHARPIN は LUBAC の安定化に関与することが明らかとなった。SHARPIN
欠損の場合にはユビキチンリガーゼの活性中心である HOIP が少量ではあるが残存するため、刺激依存
的な NF-κB 活性化能は完全には消失しないが、少量残存している HOIL-1L/HOIP 複合体が NEMO を直
鎖状ポリユビキチン化できるために、NF-κB の活性化は完全には消失しない。cpdm マウスの多彩な症
状は SHARPIN の欠損による NF-κB の活性化減弱によって惹起されることが明らかとなった。
すなわち、
LUBAC による直鎖状ポリユビキチン化は種々の刺激による NF-κB の活性制御系として重要な機能を果
たしていることが明確となった(Nature, 2011)。今後は TNF 受容体、CD40 以外の刺激依存的な NF-κB
活性化への LUBAC の関与について解析を進めていく予定である。また、挑戦的なプロジェクトである
が、SHARPIN を含んだ LUBAC 複合体の構造解析にも着手している。本成果は、記者発表を行い、タ
ーゲットタンパク研究プログラムの HP にも研究成果が掲載されている。
３．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

１件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

６件

５．課題全体の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

４件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する達成度
平成 21 年 8 月から開始した課題であるが、すでに一流紙に 3 論文を掲載している。技術開発課題 C と
の連携も順調に進展し、論文化の段階に進みつつあるので、開始後 2 年弱であることを鑑みれば、順調
な進展であると考える。
８．課題内の情報共有・連携体制
本課題の機能解析は全て代表研究者の研究室で行われており、進行状況は確実にチェックしている。ま
た、課題 C の各グループとも定期的に連絡して進行状況意見交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
本研究課題には分担研究機関はない。ただし昨年度本課題が採択された際に、技術開発課題 C の「生産」、
「解析」、等と連携し構造解析を進めること、制御化合物のスクリーニングについては技術開発課題 C
「制御」との連携を検討することとの記載があったので、技術開発の３課題とは密接に連携を進めてい
る。具体的な連携内容は上述の通りである。
１０．人材育成
本プログラムでは 1 名の研究員を雇用しているが、本プログラム終了後に助教に就任予定である。

１１．終了までの具体的な見通し
本課題は研究開始が平成 21 年 8 月であり研究期間が 2 年弱であること、本課題開始前には本プログラ
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ムに参加している研究室との共同研究を施行していなかったため、課題開始当初には代表研究者は研究
の順調な進捗を目指し、頻回に課題 C の各グループとの研究打合せを行って、研究の円滑な進展に心掛
けた成果もあり、順調に研究が遂行し、実験計画のおおよそは実現可能であると思われる。
本研究プログラムの後継プログラムでも構造生物学者、創薬研究者と共同研究を行うことができれば、
我が国発の画期的な抗アレルギー、抗ガン剤の開発に繋がる可能性も秘めていると考えている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本課題は日本オリジナルの新たな NF-κB 活性化機構に関する研究であり、抗アレルギー、抗ガン剤の
創薬ターゲットとしての可能性も大きい。実際にいくつかの製薬企業が興味を示しており、すでにそれ
らの製薬企業にライセンスして、研究試料も提供している。同一研究機関内の臨床講座とも治療法開発
を目指した共同研究にも着手している。
本プログラム終了後も本プログラムの課題 C の各グループとの共同研究を継続し、LUBAC による直鎖
状ポリユビキチン鎖生成機構の構造解析、阻害薬の開発を続け、シーズを産業界に提供したい。また、
シーズ交換会等にも積極的に参加し、産業界にシーズを紹介していく予定である。

１３．特記事項
直鎖状ポリユビキチン鎖による NF-κB 活性化機構は世界的にも注目されており、Science Business
eXchange 誌にも本課題で樹立した petit-LUBAC の大腸菌による大量発現系が紹介された。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

0

物品費（千円）

5,127

試作品費（千円）

0

0

人件費・謝金（千円）

5,451

人件費（千円）
業務実施費（千円）
間接経費（千円）
合計（千円）

4,882

8,513

旅費（千円）

165

10,503

6,872

その他（千円）

411

4,615

4,615

間接経費（千円）

20,000

20,000

309

合計（千円）

計

3,346

12,576

14,500

54,500

Ｂ１（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
課

題

名

発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤

機

関

名

東北大学

代 表 研 究 者 名

山本雅之

１．課題開始時における達成目標
酸素および「親電子性分子」と総称される一群の毒性化学物質は、空気や食物などから体内に取り込ま
れ、癌、動脈硬化、糖尿病など多くの疾患の原因となる。一方、動物細胞は親電子性分子や酸素の毒性
を「感知」する仕組みを備えており、細胞内に活性酸素や親電子性分子が出現すると抗酸化酵素群や解
毒酵素群の遺伝子発現が「誘導」されて、これらのストレスは速やかに消去される。このような適応応
答機構の存在は以前から知られていたが、しかし、細胞がどのようにして酸化ストレスや親電子性分子
の毒性を感知し、それらに対抗する生体防御遺伝子群の誘導・活性化をしているかは長年の謎であった。
代表者らは Keap1 が分子センサーとして親電子性分子や酸化ストレスを感知し、転写因子 Nrf2 を活性
化することで生体防御酵素群の発現を制御していることを発見した。本研究では、生体防御応答の中核
をなす Keap1-Nrf2 系による酸化ストレス感知と Nrf2-Maf による DNA 配列認識と転写活性化の分子機
構を構造生物学（X 線と電子線単粒子解析）と細胞生物学の手法を駆使して解明する。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）生体防御系センサーである Keap1 の Nrf2 結合ドメイン（Keap1-DC ドメイン）と生体防御系酵素群
を活性化する転写因子 Nrf2 由来 DLG ペプチドの共結晶構造を解明した（Mol Cell Biol 2007）。また、
２量体全長 Keap1 の電子線単粒子解析に成功した（PNAS 2010）。さらに、新規関連因子として p62
を同定し、Keap1-DC ドメインとの複合体結晶構造を解明した。これにより、Nrf2 を活性化する全く
新しいメカニズムとその構造基盤を明らかとした（Nature Cell Biol 2010）。
２）Nrf2 は小 Maf 因子（MafF、MafG、MafK）のいずれかとヘテロ二量体を形成し、ARE（TGACNNNGC）
配列を認識して生体防御酵素群の転写を活性化する。小 Maf 因子による GC 配列（下線）の認識が、
標的遺伝子特異性を決定付ける重要な因子となっている。私たちは、実際に Nrf2 の DNA 結合部位で
ある 502 番目のアラニンを Maf 型のチロシンに変異させると Maf タイプの DNA 配列認識を示すこと
を明らかにした（J Biol Chem 2007）
。さらに、MafG ホモ二量体-DNA 複合体の結晶構造解析を行い、
Maf 因子群に特異的な DNA 認識機構を世界に先駆けて明らかにした（Mol Cell Biol 2009）。
３）肺腺癌患者にみられる KEAP1 分子の NRF2 結合領域の変異は、ドミナントネガティブに正常な対
立遺伝子の活性も阻害することを解明した（Cancer Res 2008）。一方、肺扁平上皮癌患者の場合は、
KEAP1 ではなく、NRF2 分子の KEAP1 結合部位に高頻度に点変異が起こっていることを発見し、２
サイト結合モデルの妥当性を実証した（Proc Natl Acad Sci USA 2008）。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
Keap1 はＮ末端側 BTB ドメインにより２量体を形成し、Ｃ末端 DC ドメインを通して Nrf2 の DLG およ
び ETGE モチーフと結合する。既に報告済みの Keap1-DC-ETGE ペプチド複合体の結晶構造に加えて、
Keap1-DC-DLG ペプチド複合体の結晶構造を解明した（Mol Cell Biol 2007）。さらに、電子線単粒子線解
析により二量体 Keap1 の全体構造を解明した（Proc Natl Acad Sci USA 2010、図１参照）。以前報告した
DLG と ETGE 領域を含む Nrf2 Neh2 領域の NMR 構造解析、Keap1-DC ドメイン-ETGE 複合体結晶構造
の結果と、今回明らかとなった Keap1-DC ドメイン-DLG ペプチド複合体結晶構造、全長 Keap1 電子線
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単粒子解析の結果から、二量体 Keap1 の２つの DC ドメインが Nrf2 DLG/ETGE サイ
トを同時に認識し、ユビキチン化を促進するという Two-site Substrate Recognition 抑
制機構に関する構造基盤を明らかとした。さらに、Keap1 複合体の新規構成因子とし
て p62 を同定し、Keap1-DC との複合体結晶構造を解明した。オートファジー不全に
より蓄積する p62 によって Nrf2 が活性化される新しい機構を明らかとした（Nature
Cell Biol 2010、図２）。
酸化ストレスにより分解されなくなった Nrf2 は核内に移動し、Maf 転写因子とヘテ
ロ２量体を形成し、生体防御酵素遺伝子群の転写を活性化する。Nrf2-Maf２量体が認
識する ARE 配列（5’-TGACNNNGC-3’）は他の bZip 転写因子の認識配列と大きく重
複するが、しかし、Nrf2-Maf が制御する標的遺伝子群は AP1（Jun-Fos）や CREB/ATF
転写因子の標的遺伝子群とは明らかに異なる。Nrf2-Maf は Maf による上記配列の下
線部 GC の特異的な認識をその分子基盤の中核にしており、このような DNA 配列認
識は bZip 型転写因子ファミリーの中でユニークな位置を占めている。この分子認識
こそが、Nrf2-Maf ヘテロ二量体に特異的な機能を与えている可能性が高いので、そ
のメカニズム解明のために Maf の DNA 認識機構に関する構造生物学的検討が重要
である。そこで、MafG 二量体と標的 DNA 複合体の結晶構造解析を行った（図３）。
MafG は、塩基性領域において DNA 主溝とコンタクトしており、ロイシンジッパ

図 1.全長 Keap1 の電
子線単粒子解析．
（上
図）元電顕画像．
（中
図）２次元平均化像．
（下図）３次元平均に
よる表面構造．

ー領域で２量体を形成していた。Ｎ末端には Extended Homology 領域があり塩
基性領域とのコンタクトを介して DNA 結合を安定化していた。Jun、Fos、Skn-1
といった AP1 型の DNA 配列認識をする
転写因子と比較すると、主鎖レベルでは
基本的にはこれらの転写因子と似た構
造をとっていた。MafG は塩基性領域に
おいて DNA 塩基と DNA 主鎖のリン酸基
と特異な水素結合ネットワークを形成
しており、これが Maf に特異的な DNA 結

図 2. Keap1-p62 複合体の X 線結晶構
造．（左）底面からの図．（右）側面か
らの図

図 3. MafG ホモ二量体
とターゲット DNA 複
合体の X 線結晶構造．

合に重要であることが明らかとなった
（Mol Cell Biol 2009）。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
肺腺癌患者では、KEAP1 分子の NRF2 結合領域に高頻度に体性変異がみられる。これらは Nrf2 を活性
化する変異であり、これを介して Nrf2 は恒常的に活性化され、癌細胞を抗癌剤から守るように働くの
で、この変異をもつ癌患者の予後は非常に不良である。ところで、実際に肺腺癌において、KEAP1 対立
遺伝子の一方のみに変異が起こるので、この際の個体での NRF2 抑制制御の失調機構はこれまで不明で
あった。そこで、培養細胞系とトランスジェニックマウス系を組み合わせて、内在性の正常な KEAP1
と変異型 KEAP1 が二量体を形成すると NRF2 抑制能が消失し、その結果、生体防御系酵素群が恒常的
に活性化されることを明らかにした（Cancer Res 2011; Cancer Res 2008）。さらに、扁平上皮癌患者では
KEAP1 ではなく、NRF2 遺伝子に高頻度に点変異が起こっていることを明らかにした（Proc Natl Acad Sci
USA 2008）。興味深いことに、これらの変異は KEAP1 結合部位である DLG サイトと ETGE サイトに集
中して起こっており、このことは私たちの提唱している Nrf2 抑制と活性化の「蝶番と閂モデル」を強
く支持する。
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Nrf2-Maf 因子系の阻害剤は、癌化学療法における新たなアプローチを開拓することが強く示唆され
る。この観点から、２種類のスクリーニング系を用いて NRF2 阻害剤を探索している。現在、NRF2 と
の結合を指標とした系で候補化合物を１個、NRF2 機能抑制を指標とした系で候補化合物を８個得て、
これらとその類縁化合物の Nrf2 阻害効果を検討中である。一方、Nrf2 の欠失は癌細胞の転移を促進す
ることを発見した（Carcinogenesis 2010）。この事象も含めて、NRF2 誘導剤の臨床的価値は高い。そこ
で、偽陽性の少ない NRF2 誘導剤のハイスループットスクリーニング法を開発して（Genes Cells 2011）、
誘導剤の探索にも取り組んでいる。
Nrf2 の DNA 配列認識に重要であると考えられる Ala502 を Tyr に改変した変異体 Nrf2A502Y を用いて、
Nrf2A502Y-Maf２量体の DNA 認識特異性を解析した。その結果、Nrf2A502Y は Maf 型の DNA 認識特異性
を示すことを解明した（J Biol Chem 2007）。そこで、Nrf2A502Y 変異を持ったマウスを作成し、現在解析
中である。また、Keap1 分子の部分機能欠失マウスを作製してその機能解明を進めた（Mol Cell Biol
2010）。さらに、Nrf2-Keap1 系の造血系および神経系における機能貢献の解析にも、個体レベルで取り
組んでいる（Blood 2011; Genes Cells 2011）。
３．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構

４件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

56 件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

１０件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数３件）

７．当初計画に対する達成度
ストレス感知機構と転写活性化機構の両プロジェクトとも、予定通り順調に進行中である。特に、スト
レス応答に働く転写因子群の基本的な作用メカニズムの解明に迫った点を自己評価している。電子線単
粒子解析による「蝶番と閂」機構の解明や Maf の DNA 認識様式の解明は、本領域全体の発展に貢献す
るものと考える。また、当初の研究計画に加えて、Keap1-Nrf2 系に作用する２つの内在性新規因子（p62、
8-nitro-cGMP）を同定したが、この成果から、今後、臨床への応用、新しい細胞シグナル伝達機構の解
明など、社会還元および基礎生物学へのさらなる波及効果が期待される。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表機関内では、山本は研究全体の統括を行い、黒河は高分解能構造解析を、本橋は機能解析を担当し
ている。分担機関の佐藤は、結晶化が困難な複合体の電子線単粒子解析を行っている。代表機関内の情
報共有・連携体制を強化するために、分担者である黒河は 2009 年、多元物質科学研究所から医学系研
究科に異動した。機能解析グループと高分解能構造解析グループは全メンバーが参加し、週１～２度の
頻度で研究打ち合わせを行っている。代表機関及び分担機関の情報共有・連携体制を効率的に行うため、
東北大学医学系研究科および産業技術総合研究所において、これまで計 15 回を超える運営会議を開催
した。これ以外にも代表・分担機関間での研究進捗状況、問題点を共有するために随時、電子メール、
電話で連絡をとり、課題内全体の情報共有の効率化と連携の強化を図っている。
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９．他の課題との情報共有・連携
Keap1 に結合する新規因子の探索の過程で、田中啓二博士のグループとの共同研究を通して、「オート
ファジーストレスによる p62 の蓄積が Nrf2 抑制因子である Keap1 を不活性化し Nrf2 を誘導する」とい
う新しい活性化機構を見出した（Nature Cell Biol 2010）。本プロジェクト中で、黒河は Keap1-DC-p62
由来ペプチド複合体の結晶構造解析を行い、p62 が Keap1 の Nrf2 結合サイトに競合的に結合して Nrf2
を活性化するという新しいメカニズムを解明した。また、本橋は機能解析面を支援した。
Nrf2 阻害剤を探索する目的で、理研・長田裕之博士のグループとの共同研究を開始し、長田研が開発
した化合物アレイを用いて天然物由来 6799 化合物からヒット化合物を１つ得ることができた。また、
理研・矢代田陽子博士が開発した酵母によるスクリーニング系を用いて、長田研所有の天然物由来 6720
化合物をスクリーニングし、ヒト NRF2 に対して１つ、マウス Nrf2 に対して７つのヒット化合物を得
ることができた。これらの阻害剤候補化合物を入手して、現在、動物細胞を用いた解析が継続中である。
さらに、大規模な化合物スクリーニングを行うために、長野哲雄博士のグループと研究打ち合わせを行
った。制御領域が有する 20 万化合物データベースと Keap1-DC の結晶構造を基に in silico screening を実
施した。この結果に基づいて制御領域から 1100 化合物の提供を受け、現在、東北大において Keap1 と
の結合阻害を指標とした in vitro アッセーを実施中である。さらに、現在、製薬企業 3 社との共同研究
を実施中である。
１０．人材育成
本プロジェクトには、大学院学生や博士研究員の積極的な参加を得てきている。高分解能構造解析グル
ープの研究には、佐藤祥子（博士研究員）と福富俊明（大学院博士課程；先進外科所属）が貢献してき
た。佐藤祥子研究員は Nrf2 の構造機能連関の解析に取り組んできたが、所期の目的を達成したので 2011
年 4 月に東京理科大へ転任した。福富大学院生（３年生）は Keap1 と Nrf2 の結合様式の詳細な解析に
取り組んでいる。また、機能解析グループには、光石陽一郎（大学院博士課程４年生：呼吸器内科所属）
と村上昌平（２年生：大学院博士課程）が参加して、それぞれ Nrf2 の代謝制御機能解析と幹細胞維持
機能解析に取り組んでいる。さらに、本予算での雇用ではなかったが井上大輔（博士研究員）と佐藤大
希（博士研究員）も本プロジェクトに協力して、Nrf2 機能と癌細胞転移・悪性化の解析プロジェクトを
遂行した。光石陽一郎、福富俊明、村上昌平は学位取得に向けてそれぞれ研鑽を積んでおり、それぞれ
問題なく取得できるものと考えている。なお、井上研究員は 2011 年 4 月に東北労災病院内科に転任し
た。また、佐藤大希研究員は 2012 年 4 月から海外留学の予定であり、現在受け入れ先研究室との交渉
中である。一方、電子線解析グループでは、産業科学総合研究所の丸山雄介研究員が電子線端粒子解析
を通して本プロジェクトの遂行に大きく協力しているが、本プロジェクト終了後も引き続き協力して、
研究を進めていく予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
本研究チームの平成 23 年の研究計画は以下の通りである。
１）Keap1 酸化ストレスセンサードメイン、特に Keap1 の BTB ドメインの高分解能解析を進める。
２）全長 Keap1-Cul3-Roc1 ユビキチンリガーゼ複合体の電子線単粒子解析を進める。
３）構造解析により同定された重要制御部位へ変異を導入した Keap1 及び Nrf2、Maf 分子のマウス個体
レベルでの機能解析を進める。
４）新たな Keap1 阻害剤および Nrf2 阻害剤の探索・同定に取り組む。
５）上記の構造・機能解析研究を産業利用へと展開を目指して、現在進行中の製薬企業 3 社との共同
研究をさらに強化する。
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１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
これまでの研究から、肺癌などにおいては、KEAP1 と NRF2 結合面の点変異によって、また、肝細胞
癌では p62 が異常蓄積して KEAP1 を不活化することで、さらに、前立腺癌などでは、KEAP1 遺伝子制
御領域の不活性化により、結果的に Nrf2 を恒常的に活性化することが明らかとなってきた。癌細胞で
は NRF2 が解毒代謝酵素群や薬剤排出トランスポーターを恒常的に活性化することで、抗癌剤から癌細
胞から守っている事実が明らかとなってきた。すなわち、Keap1-Nrf2 系制御機構のさらなる解明および
Nrf2 阻害剤探索を通して、画期的な癌治療薬（Drug Sensitizer: 抗癌剤の効果を高める薬剤）の開発が期
待される。Nrf2 誘導剤開発は国内外で活発に取り組まれており、すでに臨床試験で慢性腎炎（REATA；
ABOTT と協和発酵にライセンス）および多発性硬化症（BIOGEN）の治療薬としてヒトでの有効性が
示されており、大きな社会還元が期待される。私たちは、このような開発研究の分子構造基盤を支える
基礎研究を展開するとともに、さらに画期的な創薬標的や手法の開発に挑戦したい。
１３．特記事項
以下に主な研究成果をまとめる。具体的な発表論文は本文を参照。
１）蝶番と閂モデルを共結晶解析とヒト肺癌細胞の遺伝子変異解析により実証
２）全長 Keap1 二量体の電子線単粒子解析に成功（新聞報道；河北新報他）
３）Maf ホモ二量体-DNA 複合体の結晶構造解析を通して bZIP 因子の新しい DNA 結合様式を解明
４）オートファジー不全により蓄積する p62 が Nrf2 を活性化する機構を解明（新聞報道；毎日新聞他）
５）NO が 8-nitro-cGMP を通して Keap1 のシステイン残基を修飾して Nrf2 を誘導することを解明した
６）Keap1 分子のセンサー機能が多層的に構成されていることを実証
７）Nrf2 と癌細胞の転移および炎症抑制の関係を解明した
なお、山本雅之（本課題代表者）は平成 20 年に第 15 回日産科学賞、平成 23 年に北米トキシコロジ
ー学会「最先端の基礎科学賞」および第 51 回東レ科学技術賞をそれぞれ受賞した｡また、山本雅之は、
ターゲットタンパクプロジェクト産学懇談会（2010 年 7 月 7 日）での講演をはじめとする多くの学術講
演と、仙台市内科医勉強会、同外科医勉強会などでのタンパク質研究の一般向け講演を行った。
１４．研究費一覧

設備備品費（千円）

１９年度

２０年度

２１年度

14,938

9,718

11,727

２２年度

9,630

試作品費（千円）
人件費（千円）

0

２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

計

9,601
16,948

9,958

18,475

17,030

19,034

旅費（千円）

業務実施費（千円）

16,642

10,269

11,243

11,336

その他（千円）

1,239

間接経費（千円）

12,462

11,538

12,000

12,000

間接経費（千円）

8,538

56,538

合計（千円）

54,000

50,000

52,000

52,000

合計（千円）

37,000

245,000

314
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代表／分担機関の課題名

発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤

代 表 ／ 分 担 機 関

東北大学

機関の代表研究者名

山本雅之

１．課題開始時における各機関の達成目標
酸素および「親電子性分子」と総称される一群の毒性化学物質は、空気や食物などから体内に取り込ま
れ、癌、動脈硬化、糖尿病など多くの疾患の原因となる。一方、動物細胞は親電子性分子や酸素の毒性
を「感知」する仕組みを備えており、細胞内に活性酸素や親電子性分子が出現すると抗酸化酵素群や解
毒酵素群の遺伝子発現が「誘導」されて、これらのストレスは速やかに消去される。このような適応応
答機構の存在は以前から知られていたが、しかし、細胞がどのようにして酸化ストレスや親電子性分子
の毒性を感知し、それらに対抗する生体防御遺伝子群の誘導・活性化をしているかは長年の謎であった。
代表者らは Keap1 が分子センサーとして親電子性分子や酸化ストレスを感知し、転写因子 Nrf2 を活性
化することで生体防御酵素群の発現を制御していることを発見した。本研究では、生体防御応答の中核
をなす Keap1-Nrf2 系による酸化ストレス感知と Nrf2-Maf による DNA 配列認識と転写活性化の分子機
構を構造生物学（X 線と電子線単粒子解析）と細胞生物学の手法を駆使して解明する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）生体防御系センサーである Keap1 の Nrf2 結合ドメイン（Keap1-DC ドメイン）と生体防御系酵素群
を活性化する転写因子 Nrf2 由来 DLG ペプチドの共結晶構造を解明した（Mol Cell Biol 2007）。また、
２量体全長 Keap1 の電子線単粒子解析に成功した（PNAS 2010）。さらに、新規関連因子として p62
を同定し、Keap1-DC ドメインとの複合体結晶構造を解明した。これにより、Nrf2 を活性化する全く
新しいメカニズムとその構造基盤を明らかとした（Nature Cell Biol 2010）。
２）Nrf2 は小 Maf 因子（MafF、MafG、MafK）のいずれかとヘテロ二量体を形成し、ARE（TGACNNNGC）
配列を認識して生体防御酵素群の転写を活性化する。小 Maf 因子による GC 配列（下線）の認識が、
標的遺伝子特異性を決定付ける重要な因子となっている。私たちは、実際に Nrf2 の DNA 結合部位で
ある 502 番目のアラニンを Maf 型のチロシンに変異させると Maf タイプの DNA 配列認識を示すこと
を明らかにした（J Biol Chem 2007）
。さらに、MafG ホモ二量体-DNA 複合体の結晶構造解析を行い、
Maf 因子群に特異的な DNA 認識機構を世界に先駆けて明らかにした（Mol Cell Biol 2009）。
３）肺腺癌患者にみられる KEAP1 分子の NRF2 結合領域の変異は、ドミナントネガティブに正常な対
立遺伝子の活性も阻害することを解明した（Cancer Res 2008）。一方、肺扁平上皮癌患者の場合は、
KEAP1 ではなく、NRF2 分子の KEAP1 結合部位に高頻度に点変異が起こっていることを発見し、２
サイト結合モデルの妥当性を実証した（Proc Natl Acad Sci USA 2008）。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
Keap1 はＮ末端側 BTB ドメインにより２量体を形成し、Ｃ末端 DC ドメインを通して Nrf2 の DLG およ
び ETGE モチーフと結合する。既に報告済みの Keap1-DC-ETGE ペプチド複合体の結晶構造に加えて、
Keap1-DC-DLG ペプチド複合体の結晶構造を解明した（Mol Cell Biol 2007）。さらに、電子線単粒子線解
析により二量体 Keap1 の全体構造を解明した（Proc Natl Acad Sci USA 2010、図１参照）。以前報告した
DLG と ETGE 領域を含む Nrf2 Neh2 領域の NMR 構造解析、Keap1-DC ドメイン-ETGE 複合体結晶構造
の結果と、今回明らかとなった Keap1-DC ドメイン-DLG ペプチド複合体結晶構造、全長 Keap1 電子線
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単粒子解析の結果から、二量体 Keap1 の２つの DC ドメインが Nrf2 DLG/ETGE サイ
トを同時に認識し、ユビキチン化を促進するという Two-site Substrate Recognition 抑
制機構に関する構造基盤を明らかとした。さらに、Keap1 複合体の新規構成因子とし
て p62 を同定し、Keap1-DC との複合体結晶構造を解明した。オートファジー不全に
より蓄積する p62 によって Nrf2 が活性化される新しい機構を明らかとした（Nature
Cell Biol 2010、図２）。
酸化ストレスにより分解されなくなった Nrf2 は核内に移動し、Maf 転写因子とヘ
テロ２量体を形成し、生体防御酵素遺伝子群の転写を活性化する。Nrf2-Maf２量体が
認識する ARE 配列（5’-TGACNNNGC-3’）は他の bZip 転写因子の認識配列と大きく
重複するが、しかし、Nrf2-Maf が制御する標的遺伝子群は AP1（Jun-Fos）や CREB/ATF
転写因子の標的遺伝子群とは明らかに異なる。Nrf2-Maf は Maf による上記配列の下
線部 GC の特異的な認識をその分子基盤の中核にしており、このような DNA 配列認
識は bZip 型転写因子ファミリーの中でユニークな位置を占めている。この分子認識
こそが、Nrf2-Maf ヘテロ二量体に特異的な機能を与えている可能性が高いので、そ
のメカニズム解明のために Maf の DNA 認識機構に関する構造生物学的検討が重要
である。そこで、MafG 二量体と標的 DNA 複合体の結晶構造解析を行った（図３）。
MafG は、塩基性領域において DNA 主溝とコンタクトしており、ロイシンジッパ

図 1.全長 Keap1 の電
子線単粒子解析．
（上
図）元電顕画像．
（中
図）２次元平均化像．
（下図）３次元平均に
よる表面構造．

ー領域で２量体を形成していた。Ｎ末端には Extended Homology 領域があり塩
基性領域とのコンタクトを介して DNA 結合を安定化していた。Jun、Fos、Skn-1
といった AP1 型の DNA 配列認識をする
転写因子と比較すると、主鎖レベルでは
基本的にはこれらの転写因子と似た構
造をとっていた。MafG は塩基性領域に
おいて DNA 塩基と DNA 主鎖のリン酸基
と特異な水素結合ネットワークを形成
しており、これが Maf に特異的な DNA 結

図 2. Keap1-p62 複合体の X 線結晶構
造．（左）底面からの図．（右）側面か
らの図

図 3. MafG ホモ二量体
とターゲット DNA 複
合体の X 線結晶構造．

合に重要であることが明らかとなった
（Mol Cell Biol 2009）。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
肺腺癌患者では、KEAP1 分子の NRF2 結合領域に高頻度に体性変異がみられる。これらは Nrf2 を活性
化する変異であり、これを介して Nrf2 は恒常的に活性化され、癌細胞を抗癌剤から守るように働くの
で、この変異をもつ癌患者の予後は非常に不良である。ところで、実際に肺腺癌において、KEAP1 対立
遺伝子の一方のみに変異が起こるので、この際の個体での NRF2 抑制制御の失調機構はこれまで不明で
あった。そこで、培養細胞系とトランスジェニックマウス系を組み合わせて、内在性の正常な KEAP1
と変異型 KEAP1 が二量体を形成すると NRF2 抑制能が消失し、その結果、生体防御系酵素群が恒常的
に活性化されることを明らかにした（Cancer Res 2011; Cancer Res 2008）。さらに、扁平上皮癌患者では
KEAP1 ではなく、NRF2 遺伝子に高頻度に点変異が起こっていることを明らかにした（Proc Natl Acad Sci
USA 2008）。興味深いことに、これらの変異は KEAP1 結合部位である DLG サイトと ETGE サイトに集
中して起こっており、このことは私たちの提唱している Nrf2 抑制と活性化の「蝶番と閂モデル」を強
く支持する。
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Nrf2-Maf 因子系の阻害剤は、癌化学療法における新たなアプローチを開拓することが強く示唆され
る。この観点から、２種類のスクリーニング系を用いて NRF2 阻害剤を探索している。現在、NRF2 と
の結合を指標とした系で候補化合物を１個、NRF2 機能抑制を指標とした系で候補化合物を８個得て、
これらとその類縁化合物の Nrf2 阻害効果を検討中である。一方、Nrf2 の欠失は癌細胞の転移を促進す
ることを発見した（Carcinogenesis 2010）。この事象も含めて、NRF2 誘導剤の臨床的価値は高い。そこ
で、偽陽性の少ない NRF2 誘導剤のハイスループットスクリーニング法を開発して（Genes Cells 2011）、
誘導剤の探索にも取り組んでいる。
Nrf2 の DNA 配列認識に重要であると考えられる Ala502 を Tyr に改変した変異体 Nrf2A502Y を用いて、
Nrf2A502Y-Maf２量体の DNA 認識特異性を解析した。その結果、Nrf2A502Y は Maf 型の DNA 認識特異性
を示すことを解明した（J Biol Chem 2007）。そこで、Nrf2A502Y 変異を持ったマウスを作成し、現在解析
中である。また、Keap1 分子の部分機能欠失マウスを作製してその機能解明を進めた（Mol Cell Biol
2010）。さらに、Nrf2-Keap1 系の造血系および神経系における機能貢献の解析にも、個体レベルで取り
組んでいる（Blood 2011; Genes Cells 2011）。
３．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構

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

56 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数３件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ストレス感知機構と転写活性化機構の両プロジェクトとも、予定通り順調に進行中である。特に、スト
レス応答に働く転写因子群の基本的な作用メカニズムの解明に迫った点を自己評価している。電子線単
粒子解析による「蝶番と閂」機構の解明や Maf の DNA 認識様式の解明は、本領域全体の発展に貢献す
るものと考える。また、当初の研究計画に加えて、Keap1-Nrf2 系に作用する２つの内在性新規因子（p62、
8-nitro-cGMP）を同定したが、この成果から、今後、臨床への応用、新しい細胞シグナル伝達機構の解
明など、社会還元および基礎生物学へのさらなる波及効果が期待される。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表機関内では、山本は研究全体の統括を行い、黒河は高分解能構造解析を、本橋は機能解析を担当し
ている。分担機関の佐藤は、結晶化が困難な複合体の電子線単粒子解析を行っている。代表機関内の情
報共有・連携体制を強化するために、分担者である黒河は 2009 年、多元物質科学研究所から医学系研
究科に異動した。機能解析グループと高分解能構造解析グループは全メンバーが参加し、週１～２度の
頻度で研究打ち合わせを行っている。代表機関及び分担機関の情報共有・連携体制を効率的に行うため、
東北大学医学系研究科および産業技術総合研究所において、これまで計 15 回を超える運営会議を開催
した。これ以外にも代表・分担機関間での研究進捗状況、問題点を共有するために随時、電子メール、
電話で連絡をとり、課題内全体の情報共有の効率化と連携の強化を図っている。
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９．他の課題との情報共有・連携
Keap1 に結合する新規因子の探索の過程で、田中啓二博士のグループとの共同研究を通して、「オート
ファジーストレスによる p62 の蓄積が Nrf2 抑制因子である Keap1 を不活性化し Nrf2 を誘導する」とい
う新しい活性化機構を見出した（Nature Cell Biol 2010）。本プロジェクト中で、黒河は Keap1-DC-p62
由来ペプチド複合体の結晶構造解析を行い、p62 が Keap1 の Nrf2 結合サイトに競合的に結合して Nrf2
を活性化するという新しいメカニズムを解明した。また、本橋は機能解析面を支援した。
Nrf2 阻害剤を探索する目的で、理研・長田裕之博士のグループとの共同研究を開始し、長田研が開発
した化合物アレイを用いて天然物由来 6799 化合物からヒット化合物を１つ得ることができた。また、
理研・矢代田陽子博士が開発した酵母によるスクリーニング系を用いて、長田研所有の天然物由来 6720
化合物をスクリーニングし、ヒト NRF2 に対して１つ、マウス Nrf2 に対して７つのヒット化合物を得
ることができた。これらの阻害剤候補化合物を入手して、現在、動物細胞を用いた解析が継続中である。
さらに、大規模な化合物スクリーニングを行うために、長野哲雄博士のグループと研究打ち合わせを
行った。制御領域が有する 20 万化合物データベースと Keap1-DC の結晶構造を基に in silico screening を
実施した。この結果に基づいて制御領域から 1100 化合物の提供を受け、現在、東北大において Keap1
との結合阻害を指標とした in vitro アッセーを実施中である。さらに、現在、製薬企業 3 社との共同研
究を実施中である。
１０．人材育成
本プロジェクトには、大学院学生や博士研究員の積極的な参加を得てきている。高分解能構造解析グル
ープの研究には、佐藤祥子（博士研究員）と福富俊明（大学院博士課程；先進外科所属）が貢献してき
た。佐藤祥子研究員は Nrf2 の構造機能連関の解析に取り組んできたが、所期の目的を達成したので 2011
年 4 月に東京理科大へ転任した。福富大学院生（３年生）は Keap1 と Nrf2 の結合様式の詳細な解析に
取り組んでいる。また、機能解析グループには、光石陽一郎（大学院博士課程４年生：呼吸器内科所属）
と村上昌平（２年生：大学院博士課程）が参加して、それぞれ Nrf2 の代謝制御機能解析と幹細胞維持
機能解析に取り組んでいる。さらに、本予算での雇用ではなかったが井上大輔（博士研究員）と佐藤大
希（博士研究員）も本プロジェクトに協力して、Nrf2 機能と癌細胞転移・悪性化の解析プロジェクトを
遂行した。光石陽一郎、福富俊明、村上昌平は学位取得に向けてそれぞれ研鑽を積んでおり、それぞれ
問題なく取得できるものと考えている。なお、井上研究員は 2011 年 4 月に東北労災病院内科に転任し
た。また、佐藤大希研究員は 2012 年 4 月から海外留学の予定であり、現在受け入れ先研究室との交渉
中である。一方、電子線解析グループでは、産業科学総合研究所の丸山雄介研究員が電子線端粒子解析
を通して本プロジェクトの遂行に大きく協力しているが、本プロジェクト終了後も引き続き協力して、
研究を進めていく予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
本研究チームの平成 23 年の研究計画は以下の通りである。
１）Keap1 酸化ストレスセンサードメイン、特に Keap1 の BTB ドメインの高分解能解析を進める。
２）全長 Keap1-Cul3-Roc1 ユビキチンリガーゼ複合体の電子線単粒子解析を進める。
３）構造解析により同定された重要制御部位へ変異を導入した Keap1 及び Nrf2、Maf 分子のマウス個体
レベルでの機能解析を進める。
４）新たな Keap1 阻害剤および Nrf2 阻害剤の探索・同定に取り組む。
５）上記の構造・機能解析研究を産業利用へと展開を目指して、現在進行中の製薬企業 3 社との共同研
究をさらに強化する。
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１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
これまでの研究から、肺癌などにおいては、KEAP1 と NRF2 結合面の点変異によって、また、肝細胞
癌では p62 が異常蓄積して KEAP1 を不活化することで、さらに、前立腺癌などでは、KEAP1 遺伝子制
御領域の不活性化により、結果的に Nrf2 を恒常的に活性化することが明らかとなってきた。癌細胞で
は NRF2 が解毒代謝酵素群や薬剤排出トランスポーターを恒常的に活性化することで、抗癌剤から癌細
胞から守っている事実が明らかとなってきた。すなわち、Keap1-Nrf2 系制御機構のさらなる解明および
Nrf2 阻害剤探索を通して、画期的な癌治療薬（Drug Sensitizer: 抗癌剤の効果を高める薬剤）の開発が期
待される。Nrf2 誘導剤開発は国内外で活発に取り組まれており、すでに臨床試験で慢性腎炎（REATA；
ABOTT と協和発酵にライセンス）および多発性硬化症（BIOGEN）の治療薬としてヒトでの有効性が
示されており、大きな社会還元が期待される。私たちは、このような開発研究の分子構造基盤を支える
基礎研究を展開するとともに、さらに画期的な創薬標的や手法の開発に挑戦したい。
１３．特記事項
以下に主な研究成果をまとめる。具体的な発表論文は本文を参照。
１）蝶番と閂モデルを共結晶解析とヒト肺癌細胞の遺伝子変異解析により実証
２）全長 Keap1 二量体の電子線単粒子解析に成功（新聞報道；河北新報他）
３）Maf ホモ二量体-DNA 複合体の結晶構造解析を通して bZIP 因子の新しい DNA 結合様式を解明
４）オートファジー不全により蓄積する p62 が Nrf2 を活性化する機構を解明（新聞報道；毎日新聞他）
５）NO が 8-nitro-cGMP を通して Keap1 のシステイン残基を修飾して Nrf2 を誘導することを解明した
６）Keap1 分子のセンサー機能が多層的に構成されていることを実証
７）Nrf2 と癌細胞の転移および炎症抑制の関係を解明した
なお、山本雅之（本課題代表者）は平成 20 年に第 15 回日産科学賞、平成 23 年に北米トキシコロジー
学会「最先端の基礎科学賞」および第 51 回東レ科学技術賞をそれぞれ受賞した｡また、山本雅之は、タ
ーゲットタンパクプロジェクト産学懇談会（2010 年 7 月 7 日）での講演をはじめとする多くの学術講演
と、仙台市内科医勉強会、同外科医勉強会などでのタンパク質研究の一般向け講演を行った。
１４．研究費一覧

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

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

11,756

7,035

7,625

8,978

0

0

0
5,411

13,085

12,288

8,650

12,064

6,803

8,164

10,449

8,769

8,077

8,423

8,423

38,000

35,000

36,500

36,500
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物品費（千円）

9,331

人件費・謝金（千円）

8,344

旅費（千円）

591

その他（千円）

811

間接経費（千円）
合計（千円）

5,723
24,800

計

39,415
170,800

Ｂ１－Ｂ（基本的な生命の解明）

成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤
（生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人産業技術総合研究所

機関の代表研究者名

佐藤主税

１．課題開始時における各機関の達成目標
酸素および親電子性分子と総称される一群の毒性化学物質は空気・食物などから体内に取り込まれ、癌、
動脈硬化、糖尿病などの原因となる。一方、動物細胞は酸素毒性や親電子性分子を感知する仕組みを備
えており、細胞内に活性酸素や親電子性分子が出現すると、抗酸化応答系や解毒代謝酵素群が働き、こ
れらのストレスは速やかに消去される。このような適応・応答機構は、Keap1 が分子センサーとして親
電子性分子や酸化ストレスを感知し、転写因子 Nrf2 を活性化することで、生体防御酵素群の発現を制御
していることによる。本研究では、生体防御センシングの中核をなす Keap1-Nrf2 による酸化ストレス感
知の分子機構と Nrf2-Maf による DNA 配列認識と転写活性化の分子機構を構造生物学（X 線、電子線単
粒子解析）と細胞生物学の手法を駆使して解明する。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
生体防御系センサーである Keap1 の全長 Keap1 の電子線単粒子解析に成功した
（PNAS 2010）。その結果、Keap1 は２量体よりなる擬似２回対称分子であり、全体
としてサクランボの様な形をしていることが判明した。本構造の両端に代表機関によ
り X 線構造解析で決定されていた部分構造（転写因子を結合する DC ドメイン）が当
てはまる。両解析による構造の対応から、穴を取り囲んで DC ドメインが存在し、そ
の近傍に酸化ストレス感受基が存在すると考えられる。酸化ストレス物質が感受基へ
結合したという情報は、構造変化の形で隣接する転写制御因子 NRF2 との結合部位
を変化させ、Nrf2 の作用を亢進すると思われる。一方で代表機関では、Nrf2 結合ド
メイン（Keap1-DC）と転写因子 Nrf2 由来 DLG ペプチドの共結晶構造を解明した。
また、Keap1 新規構成因子として p62 を同定し、Keap1-DC との複合体結晶構造を
解明した。これら成果を単粒子解析による全長 Keap1 構造に部分的に当てはめて、
総合的に解釈することができる。Keap1 分子を中心とした Nrf2 制御がどの様に酸化
ストレスに対応しているかを説明する全く新しいメカニズムを明らかにした。明らか
にされた構造基盤は、創薬に貢献すると思われる。
これらの結果を Nrf2 と小 Maf 因子（MafF、MafG、MafK）の転写開始のための
塩基配列認識機構と、MafG ホモ二量体-DNA 複合体の結晶構造解明、肺腺癌患者に
みられる Keap1 分子の点変異、肺扁平上皮癌患者での Nrf2 分子の点変異が相互の

図 1.全長 Keap1 の電
子線単粒子解析．
（上
図）元電顕画像．
（中
図）２次元平均化像．
（下図）３次元平均に
よる表面構造．

結合面で起こることの発見等と総合的に解釈することで、今後の酸化ストレス研究と応用において
Keap1- Nrf 複合体がさらに重要性を増すことが浮き彫りになった。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
Keap1 はＮ末端側 BTB ドメインで２量体を形成し、Ｃ末端 DC ドメインが Nrf2 の DLG および ETGE と
結合する。電子線単粒子線解析により二量体 Keap1 の全体構造を解明した（図１）（PNAS 2010）。その
結果、Keap1 は２量体よりなる擬似２回対称分子であり、全体としてサクランボの様な形をしているこ
とが判明した。本構造の両端に代表機関により X 線構造解析で決定されていた部分構造（転写因子を結
合する DC ドメイン）が当てはまる。両解析による構造の対応から、穴を取り囲んで DC ドメインが存
在し、その近傍に酸化ストレス感受基が存在すると考えられる。酸化ストレス物質が感受基へ結合した
という情報は、構造変化の形で隣接する転写制御因子 Nrf2 との結合部位を変化させ、Nrf2 の作用を亢
進すると思われる。では、非対称である Nrf2 は、どの様にして２量体の Keap1 に結合するのであろう
か？この疑問も本解析によって判明した。それは、Keap1 もサクランボウの片方の実に相当する部分の
軸を傾かせて非対称になっていることである。その結果、DC ドメイン間の距離は小さくなり、Keap1
は Nrf2 分子を２点で捕まえることができ、ユビキチン化による分解制御が可能になる。今回の新しい解
析結果と以前の構造解析の結果から、二量体 Keap1 の２つの DC ドメインが非対称に並ぶ Nrf2
DLG/ETGE サイトを同時に認識し、ユビキチン化を促進するという抑制機構に関する新しい知見が得ら
れた。さらに、代表機関では、Keap1 複合体の新規構成因子として p62 を同定し、Keap1-DC との複合
体結晶構造を解明した。オートファジー不全により蓄積する p62 による Keap1 の不活化により Nrf2 が
活性化されるという全く新しいメカニズムが明らかとなった。肝細胞癌では p62 が異常蓄積することが
知られており、以前の肺癌での報告同様、Nrf2 の恒常的活性化が癌細胞の増殖に有利な条件を作り出し
ていることがわかった。これらも Keap1 の全体構造との関連が興味深い。

図２

KEAP1 タンパク質の電子線単粒子解析と X 線結晶解析による複合解析。(左):横から見ると２量体で

はあるが２回対称ではないことがわかる。矢印は beta-propeller 構造による穴を示す。(右):矢印方向から穴
を覗いた図。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
代表機関では、肺腺癌患者では、KEAP1 分子の NRF2 結合領域に高頻度に変異がみられることを見い
出した。NRF2 の KEAP1 結合部位に変異が起こり、恒常的に活性化されると、癌細胞を抗癌剤から守
るように働く「両刃の剣」となる。肺腺癌において、KEAP1 対立遺伝子の一方のみに変異が起こるこ
とで、NRF2 の抑制制御ができなくなる機構は不明であった。培養細胞系とトランスジェニックマウ
ス系を用いて、内在性の正常な KEAP1 と変異型 KEAP1 が二量体を形成し、NRF2 抑制能が消失し、
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その結果、生体防御系酵素群が恒常的に活性化されることを明らかにした。さらに、肺扁平上皮癌患
者は KEAP1 ではなく、NRF2 遺伝子に高頻度に点変異が起こっていることも明らかにした。興味深い
ことに、これらの変異は KEAP1 結合部位である DLG サイトと ETGE サイトに集中して起こっていた。
これらの事実を構造解析による KEAP1 の構造と総合的に解釈すると、さらに KEAP1 と NRF2 の結合
モデルを構築することができ、これらのタンパク質に対する臨床薬の開発にさらなる貢献ができるこ
とが予想される。

３．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

1 件 (EM data base に登録)

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ストレス感知機構のたんりゅうし解析は予定通り順調に進行中である。特に、ストレス応答に働く転写
因子群の基本的な作用メカニズムの解明に電子線単粒子解析と X 線結晶解析の複合解析によって迫っ
た点を自己評価している。タンパク質複合体の同様な複合解析のさきがけとなることが期待される。
「蝶
番と閂」機構と Maf の DNA 認識様式の解明は、本領域全体の発展に貢献するものと考える。
８．課題内の情報共有・連携体制
山本研究代表の統括の下、綿密な打ち合わせによって本プロジェクトは進められている。分担機関の佐
藤は、結晶化が困難な複合体の電子線単粒子解析を行い、代表機関の黒河は高分解能構造解析を、本橋
は機能解析を担当している。代表機関の機能解析グループと高分解能構造解析グループは全メンバーが
参加し、週１～２度の頻度で研究打ち合わせを行い、佐藤は、筑波から頻繁に電子媒体によって綿密な
連絡をとっている。代表機関及び分担機関の直接の情報共有・連携体制を効率的に行うため、東北大学
医学系研究科および産業技術総合研究所において、これまで計 15 回を超える運営会議を開催した。こ
れ以外にも代表・分担機関間での研究進捗状況、問題点を共有するために随時、電話でも連絡をとり、
課題内全体の情報共有の効率化と連携の強化を図っている。
９．他の課題との情報共有・連携
分担研究機関としては、本プロジェクトの電子顕微鏡とその関連技術に関して、民間企業一社との共同
研究を実施している。

１０．人材育成
本プロジェクトには、大学院学生や博士研究員の積極的な参加を得てきている。電子線単粒子構造解析
研究には、守屋俊夫（筑波大学大学院博士課程；人間総合科学研究科感性認知脳科学専攻）が画像情報
処理の面で大きく貢献しており、産業科学総合研究所の丸山雄介（博士研究員）が電子線単粒子解析を
通して本プロジェクトの遂行に大きく協力している。両名共に、本プロジェクト終了後も引き続き協力
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して、研究を進めていく予定である。

１１．終了までの具体的な見通し
本研究分担チームの平成 23 年の研究計画は以下の通りである。
１）全長 Keap1-Cul3-Roc1 ユビキチンリガーゼ複合体と突然変異を有する Keap1 タンパク質の電子線単
粒子解析を進める。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
Keap1 複合体は我々を酸化ストレスから守る他に、時として抗癌剤から癌細胞から守る作用も有する。
この様な細胞における情報処理の要となる複雑な複合体解析に、電子線単粒子解析と X 線結晶解析の複
合解析が有効であることが示され、このような複合解析のさきがけとなることが期待される。私たちは、
このような開発研究の分子構造基盤を支える基礎研究をさらに展開するとともに、画期的な創薬標的や
手法の開発に挑戦したい。

１３．特記事項
以下に主な研究成果をまとめる。
１）電子線による Keap1 全体構造に DC ドメインの部分構造をあてはめ、機能モデルを作製。
２）佐藤主税は、ターゲットタンパクプロジェクトの様々な発表会でポスター発表を行なった。
３）全長 Keap1 二量体の電子線単粒子解析に成功（新聞報道；河北新報他）。
佐藤は、産総研理事長賞を受賞した（2011 年 4 月 11 日）。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

3,182

2,682

4,103

652

0

0

0

0

人件費（千円）

4,547

5,389

4,742

10,384

業務実施費（千円）

4,579

3,467

3,078

887

間接経費（千円）

3,692

3,462

3,577

3,577

16,000

15,000

15,500

15,500

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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物品費（千円）
人件費・謝金（千円）
旅費（千円）
その他（千円）
間接経費（千円）
合計（千円）

計

270
8,604
83
428
2,815

17,123

12,200

74,200

Ｂ２（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
課

題

名

ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析

機

関

名

国立大学法人大阪大学

代 表 研 究 者 名

阿久津

秀雄

１．課題開始時における達成目標
酸素呼吸におけるエネルギー変換系はプロトン濃度勾配を創り出す電子伝達系とその電気化学ポテン
シャルを用いて ATP を合成する H+-ATP 合成酵素よりなる。これらを構成するのはいずれも膜蛋白質
で、その構造・機能解析には大きな困難がある。特に H+-ATP 合成酵素の機能発現には回転という大き
な構造変化を伴う。本研究ではこの酵素に焦点をあわせつつ、酸素呼吸系全体の構造と機能の関連を明
らかにすることを目指す。これらを効果的に推進するために、技術開発研究課題Ｄで開発された藤原グ
ループの固体 NMR 技術を適用する。中核機関は４年前に以下の達成目標を掲げた。H+-ATP 合成酵素
サブユニットｃ -リングをインタクトな状態
で単離し、脂質二重膜中での Fo の再構成に用
いる。主に、ｃ-リングを安定同位体標識して
構造解析を行う。さらに、サブユニットｃは
バッテン病と呼ばれる遺伝子病において脳神
経細胞内の小胞中に大量に蓄えられることが
知られている。しかし、神経細胞に傷害を起
こすメカニズムは明らかになっていないので
その不正規構造の解析にも取り組む。膜タン
パク質の研究はまだ始まったばかりであり、
試料調製法、安定同位体標識法、固体 NMR 測
定法の開発等を行いながら研究を進める必要
があり、これも本研究の重要な目的となる。
平成 22 年度から加わった兵庫県立大学では、
ミトコンドリア呼吸鎖の機能を構造を基礎にして理解するために呼吸鎖複合体精製標品の調製、２次元
及び３次元結晶化、結晶構造解析、分子生物学的手法による機能解析、赤外分光法による機能解析にか
かわる研究開発を実施する。阪大藤原グループ、北海道大学は固体 NMR 解析法の開発に取り組む。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．大腸菌、好熱菌サブユニットｃ-リング試料の調製は最も困難な部分の一つであったが、詳細に述
べるように 100%達成した。
２．脂質膜への再構成、固体 NMR 解析法の開発では生化学的知見が豊富な大腸菌サブユニットｃを先ず
用いて研究を進めた。13C,15N 均一標識大腸菌サブユニットｃを調製し、脂質膜に再構成して固体 NMR に
よる解析を行った。帰属された化学シフトからは提案されているヘアピン構造に近かったが、二つの核
だけを選択的に 13C 標識したサブユニットｃの距離測定結果は現在提案されているリング構造モデルと
は矛盾した。大腸菌サブユニットｃと脂質の動的相互作用の解析を重水素 NMR により行ったと ころ、
液晶状態では膜の脂質分子はｃ-リング表面を脂質分子であるかのように認識しており、摩擦によるエ
ネルギーの損失が非常に少ないことが示唆された。
３．本格的構造解析を行うために 13C,15N 均一および部分標識好熱菌サブユニットｃ(TFoc)-リングを精
製し、脂質膜に再構成した。それがリング構造をとっていることを高速原子間力顕微鏡(AFM)で確認し
た（図 1）。４種類の試料を作製して一連の固体多次元 NMR スペクトルを測定し、シグナルの配列帰属に
成功した。さらに、コムギ胚芽無細胞系で３種類の試料を作成して解析に用いた。帰属した Cα, CO, NH
シグナルの化学シフト、双極子相互作用からの距離情報を収集して構造計算を行い、骨格 RMSD 1.45Å
のモデル構造(図 2)を得た。サブユニット ab2 とｃ-リングの複合体を脂質二重膜中に再構成する方法を検討
図１
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体を脂質二重膜中に再構成する方法を検討して活性の確認を行った。固体ＮＭＲ
による構造解析にプロトンを使うための方法論の開発を行い、SAIL アミノ酸を
用いて特定アミノ酸間の距離情報を得た。これは活性部位の構造を決める重要
な構造データを提供した。
４．サブユニットｃ 不正規構造の解析のためにヒトサブユニット ｃの化学
および生合成法を開発し、化学合成法による解析可能量の全合成に成功し
た。溶液構造の解析を進めるとともに、AFM を用いて不正規構造凝集体と
凝集要因について検討した。
図２ TFoc-ring 構造
５．固体 NMR 感度向上については、動的核分極(DNP)システムの開発と液体
He を用いた低温プローブの開発により、室温での通常 NMR スペクトルに比べて、約 550 倍の感度向
上を実現した。シミュレーションと低分解能スペクトルを用いた膜蛋白質構造解析法を開発し、膜結合
ペプチド、古細菌ロドプシンに適用した。
６．NADH―ユビキノン還元酵素の２次元結晶化条件に、全く予想外にも、
「(１)脂質溶液の濃度、
（２）
合成リン脂質の構造、（３）脂質：界面活性剤：酵素 ３者混合溶液の透析開始前の放置時間」が非常
に重要であることが発見された。これにより２次元結晶化が進んだ。
（兵庫県立大）
７．ウシ心筋チトクロム酸化酵素の 1.4Å 分解能の X 線回折強度データの精度を高めることに成功し、
水素原子位置決定法の開発とデータ処理法の検討を行った。また。非水素原子の位置決定により、1.8Å
分解能では検出できなかった酸化還元に共役した種々の立体構造変化を検出した。（兵庫県立大）
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．安定同位体標識サブユニットｃ-リング試料調製法の確立
生化学的知見が豊富で、精製法が詳しく報告されている大腸菌サブユニットｃを用いて方法の検討を
行った。次に、分担者吉田によって10量体であることが証明されている好熱菌Foサブユニットｃ（TFoc）
-リングをNMR用に大量精製するための方法を確立した。TFocのN末端から2番目の残基であるSerを
Hisに置き換え、リング構造を持つもののみにHisタグを持たせて、リングのアフィニティー精製を可能
にした。脂質膜に再構成した。一方、SAILアミノ酸など、特定アミノ酸の効率的標識のためにコムギ
胚芽無細胞系による発現系の確立に取り組んだ。発現系にリポソームを加えることで、発現と界面活性
剤への可溶化効率を高めることが出来た。さらに、リング式Hisタグにより、リング状TFocの選択的な
精製に成功した。10mlの反応スケールで固体NMR測定可能な量のTFocを得ることができた。
得られた試料が確かにリング構造をとっていることを高速原子間力顕微鏡（AFM）により確認した。
大腸菌で発現し、TFoc -リングとして精製してきた試料のAFM像には膜中に分散したリング構造がは
っきりと観測され（概要図）、インタクトなリング構造が維持されていることを確認できた。コムギ胚
芽無細胞系で発現し、精製したTFocも同じ高速AFM像が観察された。これらのリングの直径は10量体
に予想されるものとほぼ一致した。さらに、c -リングを膜中でFoF1複合体に再構成して、これがATP
分解に伴うプロトンポンプ活性を持っていることを確認した。
２．大腸菌サブユニットｃ-リングの固体 NMR による構造解析
固体 NMR 解析法の開発も、まず大腸菌サブユニットｃ（EFoc）を用いて進めた。13C,15N 均一標識 EFoc
を調製して固体 NMR による解析を行った。帰属された化学シフトから得られた二面角は提案されている
ヘアピン構造に近かった。そこで、二つの核だけを選択的に 13C 標識した EFoc を相本が化学合成して、
その核間距離測定を行った。結果は現在提案されているリング構造モデルと矛盾した。また、EFoc -リ
ングと脂質の磁化移動を用いて脂質膜表面に露出しているアミノ酸残基を調べたところ、EFoF1 での cリングとサブユニット a との架橋実験(Fillingame ら)の結果と一致した。これらの構造データを基に構
造モデルを得て論文発表を行った。次に、膜中におけるサブユニットｃと脂質の相互作用を脂質重水素
のダイナミックス解析から、液晶状態では脂質分子はｃリング表面を脂質分子であるかのように認識し
ており、回転の摩擦によるエネルギーの損失が非常に少ない可能性があることを別の論文で報告した。
３．好熱菌サブユニットｃ-リングの固体NMRによる構造解析
本格的な構造解析には、安定な好熱菌サブユニットｃ（TFoc）を用いた。固体 NMR シグナル帰属のた
めに、13C と 15N で均一標識した試料、および逆標識によりシグナルの数を減らした試料３種類を大腸
菌の発現系を用いて調製した。３種類の試料をデザインするにあたっては、配列帰属を可能にするよう
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に、しかもシグナルの重なりが最小になるようにした。これらの試料を用いて一連の多次元スペクトル
を測定してシグナルの帰属を行った。次に、距離情報を与える DARR スペクトルを測定して、近接原
子対の同定を行った。帰属の確認と分解能の高い距離情報を得るために、コムギ胚芽無細胞系を用いて
特定アミノ酸（Ala, Val, Asn, Glu, Gly）標識、および SAIL アミノ酸（Glu, Asn, Pro）標識試料を調
製し、同様な測定を行った。化学シフトから見積もった二面角から TFoc がヘリックス-ループ-ヘリック
ス構造をとっており、ヘリックス間の磁化移動からヘアピン構造をとっていることが直ちに分かる。こ
れはわれわれが決定した溶液構造と同じであることを示す。
われわれはプロトン・プロトン間距離を測定する方法を開発し、論文発表した。上記の SAIL-Glu, Asn
標識試料を用いて活性部位での Asn23 と Glu56 の距離をこのプロトン磁化移動法で決定したところ、
それぞれのβプロトン間の距離が約 0.3 nm であり、この両者が水素結合をしている構造が強く示唆さ
れた。c-リング全構造の計算には、上記固体 NMR 測定で得られた化学シフトからの二面角（140）、DARR
磁化移動からの距離情報（サブユニット内 181、サブユニット間 10）、水素結合（57）と AFM から得
られたリング情報を用いた。現時点で得られた構造制限を基に低分解能の構造モデルを得ることができ
た（概要図）
。骨格原子の RMSD は 1.45 Å である。この構造は、脂質との磁化移動からどのアミノ酸
が脂質に面しているのかを解析した結果とも一致している。今後、この構造の精密化を進めていくが、
これにより本プロジェクトの重要な目的の一つが達成される見通しが立った。この構造はわれわれの提
案したプロトン移動モデルと一致している。
精製された TFoc
TFo 中のサブユニットｃ−リングの解析を目指して大腸菌の発現系から ab2 を精製し、
－リング、F１を用いて活性のある TFoF1 を再構成することに成功した。現在、安定同位体標識 ab2c10
の脂質膜再構成試料を作製している。したがって、まだ c－リングとサブユニット a の界面の解析に至
っていない。機能解析は吉田グループの協力を得て進めつつある。（京都産業大）
４．サブユニットｃ不正規構造モデルの検討と構造解析
サブユニットｃの不正規構造形成については EFoc や TFoc でも検討したが、バッテン病との関連が
あるのでヒトサブユニットｃ（hFoc）に焦点を絞った。hFoc は非常に会合性が強く、その全合成は困
難を極めた。相本グループは化学合成に、吉田グループは生合成に取り組んだ。化学合成では、最初部
分合成を試みたが、強い会合性のために成功せず、一挙に全合成することにした。合成途中で凝集を起
こさない工夫をすることで hFoc (1-75)の全化学合成に成功した。精製も困難で、さまざまな可溶化タグ
を開発した。光照射により切断可能な精製用タグはうまくいかなかったが、酸で除去できるタグが成功
した。精製後 hFoc (1-75)が可溶な酸性溶媒条件を見つけてタグの除去を行い、純品を得た。この膜タン
パク質合成法は世界的インパクトを持つものである。精製方法の一部を論文で報告した。収量は多くな
かったが、この試料を用いて NMR による溶液構造の解析に取り組み始めた。さまざまな条件下での hFoc
標品の非正規構造を AFM により観察した。吉田グループは hFoc 遺伝子を好熱菌の他の構成成分とと
もに発現させると活性のある ATP 合成酵素複合体が再構成されることを見いだした。hFoc-リングも 10
量体に近い可能性が高い。この系は将来 hFoc-リングの精製に使える可能性がある。（京都産業大）
５．固体 NMR の感度向上と解析法の開発
動的核分極システムの開発と液体 He を用い低温プローブの開発により、室温での通常 NMR スペク
トル感度に比べて、約 550 倍の感度向上を実現した。この取り組みの一部を論文で報告した。また、デ
ータ解析法では NMR インフォマティクスとレプリカ交換分子動力学解析を固体 NMR と組み合わせた方法を開
発した。この方法を膜結合ペプチド、マストパラン X と古細菌ロドプシンの構造解析に適用した。マス
トパラン X についての結果は論文にまとめて発表した。
６．NADH―ユビキノン還元酵素の２次元結晶化条件
この条件には、全く予想外にも、
「(１)脂質溶液の濃度、
（２）合成リン脂質の構造、
（３）脂質：界面
活性剤：酵素 ３者混合溶液の透析開始前の放置時間」が非常に重要であることが発見された。これに
より２次元結晶化が進んだ。NADH―ユビキノン還元酵素の酸化型の共鳴ラマンスペクトルは高精度で成
功しており、鉄-イオウ中心のシグナルと推定できるものも検出している。（兵庫県立大）
７．ウシ心筋チトクロム酸化酵素の結晶構造解析と振動分光法に基づく機能解析
1.4Å 分解能の X 線回折強度データの精度を高めることに成功し、1.8Å 分解能では検出できなかった
酸化還元に共役した種々の立体構造変化を検出した。特に酸素還元中心の CuB に配位しているイミダゾ
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ール基の一つ(His290)が酸化還元にともなって移動し、heme a3 平面の併進も認められた。これは還元
型 heme a3 に CN-が配位したときに誘導される構造変化にほぼ等しい。この変化は heme a3 に配位してい
る O2-を３電子還元によって、活性酸素種を遊離させずに完全に還元するために不可欠な変化であると
主張した論文を PNAS に発表した。これには Commentary が掲載された。この結果は細菌と哺乳動物とで
プロトンポンプ機構が異なる可能性を示唆し、創薬と結びつく可能性がある。（兵庫県立大）
以上で述べた発表論文は別紙にまとめてある。特許の申請はない。研究成果は国内外の学会で積極的
に発表した。課題公募時の目的に対しては７０％程度達成されていると考える。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
ハロロドプシン試料のエネルギー変換機能は可視光吸収によって駆動される塩素イオンポンプ機能で
ある。北大出村グループは、ホモ３量体形成が１分子機能変調とどうのように関係するか分子間相互作
用解析を各種変異体作製よって確認し選択的相互作用サイトを解明した（論文投稿中）。
３．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構

５１件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

２８件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

７件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する達成度
試料調製が最初の難関であったが、ほぼ目標を達成できた。大腸菌の系は論文としてまとまった。TFoc
についてはわれわれのアミノ酸種限定標識法が成功し、高効率の配列帰属を実現できた。特に技術開発
との連携で始まった SAIL アミノ酸の活用は大きな成果を上げた。そのため、時間的には遠回りした（発
現系の確立に時間がかかった）が、信頼性の高い構造情報を得ることができた。この方法は Fo 全体の解
析にも利用できる。構造についてもまだ低分解能であるが決定することができた。精密化は時間の問題
である。ヒトサブユニットｃについては合成法の開発に時間がかかったが、ここに来て急速に進展しだ
した。平成 22 年度から加わった兵庫県立大、北大は頑張っているが、同じような問題を抱えている。
課題全体としての達成度は所期の目標に対しては７割程度である。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者は年に１回の全体的交流会、ターゲットプログラム内の交流、発表への参加のオーガナイズ
をするとともに、個々の問題では各分担者と緊密に情報交換をしている。京都産業大学の研究グループ
には連絡責任者を置いてもらい、研究員レベルでの情報交換を日常的にできる体制となっている。ヒト
サブユニットｃの発現については、特別の会議を分担機関も含めて開催して対策を話し合った。その結
果、隘路を切り開くことができた。阪大蛋白研内では共同セミナー、メンバー間の頻繁な情報交換を通
して情報の共有、連携の推進に取り組んでおり、成果に反映されている。北大との連携は藤原グループ
を通して行い、研究参加者が頻繁に行き来している。兵庫県立大学とは代表者が直接連絡を取り合って
いる。このように課題内の情報共有・連携体制は有効に機能している。
９．他の課題との情報共有・連携
阿久津グループ（Ｇ）は旧解析 D2 の藤原チームとは密接な共同研究を行って来た。プロトンを用いた
距離測定法を開発し、ｃ−リングへの応用を精力的に進めている。また、旧解析 D2 の甲斐荘チームとも
情報交換とともに SAIL アミノ酸について共同研究を行った。生命の岡村チームとはプロトンチャネル
の合成・取り扱いの面で相本Ｇが連携を行っている。同Ｇは ERTATO との連携も進めている。藤原Ｇは
産総研の亀田博士と計算で、日本電子（株）と DNP の実用化で共同研究を行っている。池上Ｇは本プロ
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グラム熊の郷、匂坂チームと膜蛋白試料調製法、NMR 測定に関する情報交換を行っている。北大出村Ｇ
は旧生産横山チームと無細胞系でのアミノ酸選択的同位体標識で共同研究を行った。
１０．人材育成
サブユニット c-リング精製担当者は吉田研究室で教育を受けた。固体、溶液 NMR 担当者は測定現場、
セミナー等で教育し、解析については指導者（教授２名、准教授２名、助教１名）が個別に教育し、積
極的に海外を含めて学会発表させている。この中で、ポスドクの１人が横浜市大へ特任助教として就職
した。ペプチド鎖の伸長反応、全長蛋白質の精製という困難な技術を習得させるために、蛋白質化学の
教育、実験実技の指導に教授と助教（2 名）が当たった。助教の１名は他プロジェクトに進む可能性あ
り。博士前期課程の学生は企業に就職した。兵庫県立大、北大でも同様な取り組みをしている。
１１．終了までの具体的な見通し
３：TFoc-リングの高分解能構造を決定する。今までに開発した測定法を用いてサブユニット ab2 とｃ-リン
グの複合体の界面からの情報を得る。機能と構造の関係を明確にするために、吉田グループの協力を得
て変異体を用いた解析も行い、エネルギー変換機構を明らかにする。
４：ヒトサブユニットｃの溶液 NMR で解析、ならびにチオフラビン T による会合体の解析が可能となった。
溶液構造の決定と非正規構造の解明を目指して、研究を続行する。
５：固体 NMR の超高感度化では、室温に比べて 550 倍まで感度が向上した DNP を膜蛋白質に応用できること
を実証する。構造決定法ではハロロドプシンの高分解能構造決定、データ解析ではトランスデューサー膜蛋
白質 pHtrII の主鎖構造決定をできることを示す。（北大を含む）
６，７：引き続き酸素呼吸系酵素の結晶化に取り組み、結晶構造解析、振動分光法による解析を目指す。
得られた知見は、膜蛋白質の研究の基盤技術として論文として公開するとともに、膜蛋白質の合成・精製
法、さまざまな解析法を関連分野の研究者に移転する。DNP については企業との共同研究を進める。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
・ガン抗原ペプチドや抗エイズ薬など多くのペプチド性医薬品が開発され市販されているが、それらも会合
性が高く純度は低いものが多い。しかし、ヒト F1Fo サブユニットｃの会合性の強さに比べるとその多くはは
るかに精製が容易な筈であり、本研究の成果は高純度ペプチド性医薬品の生産に寄与できると考える。
・超高感度 NMR 測定のために NMR に付属する DNP 装置の開発を行っているが、今後この付属装置を NMR メー
カーとともに商品化することを検討している。
・細菌と哺乳動物とでチトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構が異なる可能性が明らかになったの
で、これは創薬のターゲットとなる可能性がある。

１３．特記事項
われわれの課題が取り扱う膜蛋白質はターゲットプログラムに相応しい、生物学的に重要で、しかも解
析困難な蛋白質である。阪大で取り組んでいるヒトサブユニットｃはその最たるもので、その難しさは
われわれの想定を遙かに超えていた。兵庫県立大の扱う結晶化も同じである。しかし、参加研究者の不
屈の努力により、目標が見えるところまでやってきた。ここで開発された膜蛋白質の化学的、生物的合
成法、精製法、さらに膜蛋白質の構造解析法は予想もしない波及効果を生むと確信している。ヒトと好
熱菌のキメラ ATP 合成酵素はその一つである。固体 NMR の感度向上を実現しつつある DNP システム
は固体 NMR 法の応用範囲を大きく広げるであろう。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

20,111

7,150.43

0

7,527.25

0

0

0

0

人件費（千円）

2,687.76

14,390.85

19,616.80

業務実施費（千円）

19,740.16

25,335.81

間接経費（千円）

12,761.08
55,300

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

11,566.88

人件費・謝金（千円）

21,360.81

38,785.47

旅費（千円）

3,133.19

24,575.97

44,256.52

その他（千円）

3,555.12

14,062.92

13,257.23

27,170.77

間接経費（千円）

11,884

79,136

60,940

57,450

117,740

合計（千円）

51,500

342,930

328

Ｂ２－Ａ（基本的な生命の解明）
代表／分担機関の課題名

ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析

代 表 ／ 分 担 機 関

大阪大学

機関の代表研究者名

阿久津

蛋白質研究所
秀雄

１．課題開始時における各機関の達成目標
H+-ATP 合成酵素は生体エネルギー変換系の最終段に位置する巨大膜タンパク質複合体である。本研究
においては研究の困難な膜内在 Fo 中のサブユニットｃ-リングの構造と機能を固体 NMR と生化学的な方
法をあわせ用いることにより明らかにすることを目指す。さらに、サブユニットｃはバッテン病と呼ば
れる遺伝子病において脳神経細胞内の小
胞中に大量に蓄えられることが知られて
いるこれにも光を当てる。
本研究出発時、応募書類に掲げた具体
的な達成目標は以下のとおりである（図を
参照）。１）好熱菌 PS3 より安定同位体標
識したｃ-リングをインタクトな状態で単
離してくる方法を確立する。２）サブユニ
ットｃ-リングを脂質二重膜に再構成し、
固体 NMR 用の試料を調製する。３）コムギ
胚芽の無細胞発現系を用いてサブユニッ
トｃを発現させる方法を開発する。４）無
細胞系で発現したサブユニットｃを 10 量
体リングとして脂質二重膜に再構成する
方法を開発する。５）これを用いて、安定
同位体選択標識の固体 NMR 用試料調製を行う。その試料が Fo から単離したｃ-リングと同じであること
を機能解析から確認する。６）以上の試料を用いて、ｃ-リングの構造解析を行う。７）次にサブユニ
ット ab2 とｃ-リングの複合体を脂質二重膜中に再構成して、ｃ-リングの構造解析を行う。この複合体
が活性構造をとっていることを機能解析により確認する。８）サブユニット ab2 とｃ-リングの複合体の
界面からの情報を得るための固体 NMR 測定法の開発を行う。９）機能と構造の関係を明確にするために、
変異体を用いた解析も行い、膜にかかる電気化学ポテンシャルがどのようにしてｃ-リングの回転に結
びつくかを明らかにする。10）単離ｃ-リングや発現サブユニットｃを用いて不正規構造モデルについ
て検討し、その構造を調べる。11）バッテン病との関係を調べるために、ヒトサブユニットｃの合成を
検討する。大量合成と選択標識を視野に入れて化学的に合成する方法を検討する。12）これを用いて、
ヒトサブユニットｃの不正規構造の解析を行い、バッテン病で観察される凝集体との関係で考察を行
う。平成 22 年度から 13) 固体 NMR 感度向上、技術開発が目的に加わった。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．目標(1)から(5)の試料調製は最も困難な部分の一つであったが、詳細に述べるように 100%達成した。
２．脂質膜への再構成、目標(6)の固体 NMR 解析法の開発では生化学的知見が豊富な大腸菌サブユニッ
トｃを先ず用いて研究を進めた。13C,15N 均一標識大腸菌サブユニットｃを調製し、脂質膜に再構成して
固体 NMR による解析を行った。帰属された化学シフトからは提案されているヘアピン構造に近かったが、
二つの核だけを選択的に 13C 標識したサブユニットｃの距離測定結果は現在提案されているリング構造
モデルとは矛盾した。大腸菌サブユニットｃと脂質の動的相互作用の解析を重水素 NMR により行ったと
ころ、液晶状態では膜の脂質分子はｃ-リング表面を脂質分子であるかのように認識しており、摩擦に
よるエネルギーの損失が非常に少ないことが示唆された。
３．目標(6-9): 13C,15N 均一および部分標識好熱菌サブユニットｃ(TFoc)-リングを脂質膜に再構成し、
図１

329

Ｂ２－Ａ（基本的な生命の解明）
脂質膜に再構成し、それがリング構造をとっていることを高速原子間力顕微鏡(AFM)で確認した（図 1）。
４種類の試料を作製して一連の固体多次元 NMR スペクトルを測定した。これら
のスペクトルを用いてシグナルの配列帰属に成功した。さらに、コムギ胚芽無
細胞系で３種類の試料を作成して解析に用いた。帰属した Cα, CO, NH シグナル
の化学シフト、双極子相互作用からの距離情報を収集して構造計算を行い、骨
格 RMSD 1.45Å のモデル構造(図 2)を得た。サブユニット ab2 とｃ-リングの複合体
を脂質二重膜中に再構成する方法を検討して活性の確認を行った。固体ＮＭＲに
よる構造解析にプロトンを使うための方法論の開発を行い、SAIL アミノ酸を用
いて特定アミノ酸間の距離情報を得た。これは活性部位の構造を決める重要な
図２ TFoc-ring 構造
構造データを提供した。
４．目標(10-12):サブユニット ｃ不正規構造の解析のためにヒトサブユニット ｃ の化学および生
合成法を開発し、困難な全合成と単離精製に成功した。溶液構造の解析を進めるとともに、AFM
を用いて不正規構造凝集体と凝集要因について検討した(図は詳細項目中)。
５．目標（13）: 動的核分極（DNP）システムの開発と液体 He を用いた低温プローブの開発により、室
温での通常 NMR スペクトルに比べて、約 550 倍の感度向上を実現した。シミュレーションと低分解能ス
ペクトルを用いた膜蛋白質構造解析法を開発し、膜結合ペプチド、古細菌ロドプシンに適用した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．目標（１－５）安定同位体標識サブユニットｃ-リング試料調製法の確立
生化学的知見が豊富で、精製法が詳しく報告されている大腸菌サブユニットｃを用いて方法の検討を
行った。次に、分担者吉田によって10量体であることが証明されている好熱菌Foサブユニットｃ（TFoc）
-リングをNMR用に大量精製するための方法を確立した。TFocのN末端から2番目の残基であるSerを
Hisに置き換え、リング構造を持つもののみにHisタグを持たせて、リングのアフィニティー精製を可能
にした。得られたTFocリングを重水素化ジミリストイルフォスファチジルコリン (DMPC) 膜に再構成
した。一方、SAILアミノ酸など、特定アミノ酸の効率的標識のためにコムギ胚芽無細胞系による発現
系の確立に取り組んだ。発現系にリポソームを加えることで、発現と界面活性剤への可溶化効率を高め
ることが出来た。さらに、界面活性剤条件の探索とリング式Hisタグにより、リング状TFocの選択的な
精製に成功した。10mlの反応スケールで固体NMR測定可能な量のTFocを得ることができた。
得られた試料が確かにリング構造をとっていることを高速原子間力顕微鏡（AFM）により確認した。
大腸菌で発現し、TFoc -リングとして精製してきた試料のAFM像には膜中に分散したリング構造がは
っきりと観測され（概要図）、インタクトなリング構造が維持されていることを確認できた。コムギ胚
芽無細胞系で発現し、精製したTFocも同じ高速AFM像が観察された。これらのリングの直径は10量体
に予想されるものとほぼ一致した。さらに、c -リングを膜中でFoF1複合体に再構成して、これがATP
分解に伴うプロトンポンプ活性を持っていることを確認した。
２．目標(6) 大腸菌サブユニットｃ-リングの固体 NMR による構造解析
固体 NMR 解析法の開発も、まず大腸菌サブユニットｃ（EFoc）を用いて進めた。13C,15N 均一標識 EFoc
を調製して固体 NMR による解析を行った。帰属された化学シフトから得られた二面角は提案されている
ヘアピン構造に近かった。そこで、二つの核だけを選択的に 13C 標識した EFoc を相本が化学合成して、
その核間距離測定を行った。結果は現在提案されているリング構造モデルと矛盾した。また、EFoc -リ
ングと脂質の磁化移動を用いて脂質膜表面に露出しているアミノ酸残基を調べたところ、EFoF1 での cリングとサブユニット a との架橋実験(Fillingame ら)の結果と一致した。これらの構造データを基に構
造モデルを得て論文発表を行った。次に、膜中におけるサブユニットｃと脂質の相互作用を脂質重水素
のダイナミックス解析から、液晶状態では脂質分子はｃリング表面を脂質分子であるかのように認識し
ており、回転の摩擦によるエネルギーの損失が非常に少ない可能性があることを別の論文で報告した。
３．目標(6-9) 好熱菌サブユニットｃ-リングの固体NMRによる構造解析
本格的な構造解析には、安定な好熱菌サブユニットｃ（TFoc）を用いた。固体 NMR シグナル帰属のた
めに、13C と 15N で均一標識した試料、および逆標識によりシグナルの数を減らした試料３種類を大腸
菌の発現系を用いて調製した。３種類の試料をデザインするにあたっては、配列帰属を可能にするよう
に、しかもシグナルの重なりが最小になるようにした。この方法は COMpensated Patch ASsignment
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by reverse labeling Sampling (COMPASS)法と命名した。これらの試料を用いて一連の多次元スペク
トルを測定してシグナルの帰属を行った。次に、距離情報を与える DARR スペクトルを測定して、近
接原子対の同定を行った。帰属の確認と分解能の高い距離情報を得るために、コムギ胚芽無細胞系を用
いて特定アミノ酸（Ala, Val, Asn, Glu, Gly）標識、および SAIL アミノ酸（Glu, Asn, Pro）標識試料
を調製し、同様な測定を行った。化学シフトから見積もった二面角から TFoc がヘリックス-ループ-ヘリ
ックス構造をとっており、ヘリックス間の磁化移動からヘアピン構造をとっていることが直ちに分か
る。これはわれわれが決定した溶液構造と同じであることを示す。
われわれは目標(8)の一つとしてプロトン・プロトン間距離を測定する方法を開発し、論文発表した。
上記の SAIL-Glu, Asn 標識試料を用いて活性部位での Asn23 と Glu56 の距離をこのプロトン磁化移動
法で決定したところ、それぞれのβプロトン間の距離が約 0.3 nm であり、この両者が水素結合をして
いる構造が強く示唆された。c-リング全構造の計算には、上記固体 NMR 測定で得られた化学シフトか
らの二面角（140）、DARR 磁化移動からの距離情報（サブユニット内 181、サブユニット間 10）、水素
結合（57）と AFM から得られたリング情報を用いた。現時点で得られた構造制限を基に低分解能の構
造モデルを得ることができた（概要図）。骨格原子の RMSD は 1.45 Å である。この構造は、脂質との
磁化移動からどのアミノ酸が脂質に面しているのかを解析した結果とも一致している。今後、この構造
の精密化を進めていくが、これにより本プロジェクトの重要な目的の一つが達成される見通しが立っ
た。これは重要な成果である。この構造はわれわれが提案したプロトン移動モデルと一致している。
精製された TFoc
TFo 中のサブユニットｃ−リングの解析を目指して大腸菌の発現系から ab2 を精製し、
－リング、F１を用いて活性のある TFoF1 を再構成することに成功した。現在、安定同位体標識 ab2c10
の脂質膜再構成試料を作製している。したがって、まだ c－リングとサブユニット a の界面の解析に至
っていない。機能解析は吉田グループの協力を得て進めつつある。
４．目標(10-12) サブユニットｃ不正規構造モデルの検討と構造解析
サブユニットｃの不正規構造形成については EFoc や TFoc でも検討した。しかし、バッテン病との
関連があるのでヒトサブユニットｃ（hFoc）に焦点を絞った。hFoc は EFoc や TFoc より遙かに会合性
が強く、その全合成は困難を極めた。相本グループは化学合成に、吉田グループは生合成に取り組んだ。
化学合成では、最初部分合成を試みたが、強い会合性のために成功せず、一挙に全合成することにした。
合成途中で凝集を起こさない工夫をすることで Fmoc 固相合成法により hFoc (1-75)の全合成に成功し
た。しかし、精製途中で試料の消失が続き、さまざまなタグを開発した。光照射により切断可能な精製
用タグを導入した hFoc (1-75)粗生成物は逆相 HPLC でピークとして溶出されたが、光照射すると消え
てしまった。そこで、酸で除去できるタグをつけて精製し、hFoc (1-75)が可溶な酸性溶媒条件を見つけ
てタグの除去を行い、純品を得ることに成功した。この膜タンパク質合成法は世界的インパクトを持つ
ものである。精製方法の一部を論文で報告した。収量は多くなかったが、この試料を用いて NMR によ
る溶液構造のキャラクタリゼーションを行った。まだ、解析は始まったばかりであるが、NOESY スペ
クトルでは正の NOE（負のピーク）が全く観られなか
ったため、合成された hFoc は少なくとも二次構造は堅
持していることが分かった。生合成でも一定の発現に成
功し、hFoc 遺伝子を好熱菌の他の構成成分とともに発
現させると活性のある複合体が再構成された。したがっ
て、このペプチドが形成するリングには活性があり、リ
ングとしても 10 量体に近い可能性が高い。
さまざまな条件下での hFoc 標品の非正規構造を AFM
により観察した。一例を示すと、光切断性精製タグの付
いたままの hFoc (1-75)を 100 mM 食塩存在下 pH 2 に放
置しておくと、図３上に示すように太さ 7−8 nm の繊維
図３ 光切断性タグ付き sub.c(1-75)（上）と
状のものが形成されていた。さらに、同じ状態のペプチ
緩衝液中で光照射によりタグを除去された
ド溶液中で光照射により精製用タグを除去したものに
sub. c(1-75)（下）から精製した線維状物質の
原子間力顕微鏡像
おいては、図３下に示すようにタグ付き hFoc (1-75)の数
分の一の太さの繊維が観測された。これは非正規構造形
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成がゆっくり進むか、急速に進むかを反映しているものと考えられる。
５．目標（13）固体 NMR の感度向上と解析法の開発
動的核分極システムの開発と液体 He を用い低温プローブの開発により、室温での通常 NMR スペク
トル感度に比べて、約 550 倍の感度向上を実現した。この取り組みの一部を論文で報告した。また、デ
ータ解析法では NMR インフォマティクスとレプリカ交換分子動力学解析を固体 NMR と組み合わせた方法を開
発した。この方法を膜結合ペプチドマストパラン X と古細菌ロドプシンの構造解析に適用した。マスト
パラン X についての結果は論文にまとめて発表した。
以上で述べた発表論文は別紙にまとめてある。特許の申請はない。研究成果は国内外の学会で積極的
に発表した。課題公募時の目的に対しては７０％程度達成されていると考える。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

分かりやすくするために構造解析の項目でまとめて述べた。
３．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

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１５件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

２件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
試料調製が最初の難関であったが、ほぼ目標を達成できた。大腸菌の系は論文としてまとまった。TFoc
についてはわれわれのアミノ酸種限定標識法が成功し、高効率の配列帰属を実現できた。特に技術開発
との連携で始まった SAIL アミノ酸の活用は大きな成果を上げた。そのため、時間的には遠回りした（発
現系の確立に時間がかかった）が、信頼性の高い構造情報を得ることができた。この方法は Fo 全体の解
析にも利用できる。構造についてもまだ低分解能であるが決定することができた。精密化は時間の問題
である。ヒトサブユニットｃについては合成法の開発に時間がかかったが、ここに来て急速に進展しだ
した。達成度は所期の目標に対しては７割程度である。しかし、全体的遅れは否めない。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者は年に１回の全体的交流会、ターゲットプログラム内の交流、発表への参加のオーガナイズ
をするとともに、個々の問題では各分担者と緊密に情報交換をしている。分担機関の研究グループには
連絡責任者を置いてもらい、研究員レベルでの情報交換を日常的にできる体制となっている。ヒトサブ
ユニットｃの発現については、特別の会議を分担機関も含めて開催して対策を話し合った。その結果、
隘路を切り開くことができた。最終年度の研究目標の整理も代表の主導で行われた。阪大蛋白研内では
共同セミナー、メンバー間の頻繁な情報交換を通して情報の共有、連携の推進に取り組んでおり、成果
に反映されている。課題内の情報共有・連携体制は有効に機能している。
９．他の課題との情報共有・連携
阿久津グループ（Ｇ）は旧解析 D2 の藤原チームとは密接な共同研究を行って来た。セミナー、固体 NMR
実験装置の利用をとおして測定のノウハウ等についても情報を共有している。プロトンを用いた距離測
定法を開発し（別紙論文）、ｃ−リングへの応用を精力的に進めている。また、旧解析 D2 の甲斐荘チー
ムとも情報交換とともに SAIL アミノ酸について共同研究を行った（別紙論文）。連携は現在も進んでい
る。コムギ胚芽無細胞発現系については遠藤チームとの情報交換がある。生命の岡村チームとはプロト
ンチャネルの合成・取り扱いの面で相本Ｇが連携を行っている。同Ｇは ERTATO との連携も進めている。
藤原Ｇは日本電子（株）と DNP の実用化で共同研究を行っている。池上Ｇは本プログラム熊の郷、匂坂
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チームと膜蛋白試料調製法、NMR 測定に関する情報交換を行っている。
１０．人材育成

ｃ−リング精製担当者は吉田研究室で基礎技術を習得した。固体、溶液 NMR 担当者は測定現場、セミ
ナー等で教育し、解析については指導者（教授２名、准教授２名、助教１名）が個別に教育し、積極的
に海外を含めて学会発表させている。この中で、ポスドクの１人が横浜市大へ特任助教として就職した。
ペプチド鎖の伸長反応、全長蛋白質の精製という困難な技術を習得させるために、蛋白質化学の教育、
実験実技の指導に教授と助教（2 名）が当たった。博士前期課程の学生は企業に就職した。
１１．終了までの具体的な見通し
目標（1-5）：目標達成
目標（6-9）
：TFoc-リングの高分解能構造を決定する。今までに開発した測定法を用いてサブユニット ab2 と
ｃ-リングの複合体の界面からの情報を得る。機能と構造の関係を明確にするために、吉田グループの
協力を得て変異体を用いた解析も行い、膜にかかる電気化学ポテンシャルがどのようにしてｃ-リング
の回転に結びつくかを明らかにする。
目標（10-12）
：ヒトサブユニットｃの単離に成功し、溶液 NMR で解析、ならびにチオフラビン T による会
合体の解析が可能となった。溶液構造の決定と非正規構造の解明を目指して、研究を続行する。
目標（13）
：固体 NMR の超高感度化では、室温に比べて 550 倍まで感度が向上した DNP を膜蛋白質に応用でき
ることを実証する。構造決定法ではハロロドプシンの高分解能構造決定、データ解析ではトランスデューサ
ー膜蛋白質 pHtrII の主鎖構造決定が可能であることを示す。
得られた知見は、膜蛋白質の研究の基盤技術として論文として公開するとともに、共同研究員を受け入れ、
膜蛋白質の合成・精製法、NMR による解析法を関連分野の研究者に移転する。DNP については企業との共
同研究が行われている。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
・ガン抗原ペプチドや抗エイズ薬など多くのペプチド性医薬品が開発され市販されているが、それらも会合
性が高く純度は低いものが多い。しかし、ヒト F1Fo サブユニットｃの会合性の強さに比べるとその多くはは
るかに精製が容易な筈であり、本研究の成果は高純度ペプチド性医薬品の生産に寄与できると考える。
・超高感度 NMR 測定のために NMR に付属する DNP 装置の開発を行っているが、今後この付属装置を NMR メー
カーとともに商品化することを検討している。

１３．特記事項
われわれのチームが取り扱う膜蛋白質サブユニットｃ-リングはターゲットプログラムに相応しく、生
物学的に重要で、しかも解析困難な蛋白質である。ヒトサブユニットｃはその最たるもので、その難し
さはわれわれの想定を遙かに超えていた。しかし、参加研究者の不屈の努力により、好熱菌ｃ−リング
の構造解析でも、ヒトｃの不正規構造解析でも、目標が見えるところまでやってきた。ここで開発され
た膜蛋白質の化学的、生物的合成法、精製法、さらに膜蛋白質の構造解析法は予想もしない波及効果を
生むと確信している。ヒトと好熱菌のキメラ ATP 合成酵素はその一つである。膜蛋白質の構造解析に
おける SAIL アミノ酸の有用性も見事に示された。固体 NMR の感度向上を実現しつつある DNP システ
ムは固体 NMR 法の応用範囲を大きく広げるであろう。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

15,960

2,245.425

0

7,527.25

0

0

0

0

人件費（千円）

2,687.764

14,390.846

16,047.804

21,840.466

旅費（千円）

2,504.19

業務実施費（千円）

15,429.16

22,286.806

19,682.966

28,401.515

その他（千円）

3,540.121

間接経費（千円）

10,223.076

11,676.923

10,719.23

17,330.769

間接経費（千円）

11,100

61049.998

44,300

50,600

46,450

75,100

合計（千円）

48,100

264,550

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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２３年度
物品費（千円）

計

9,594.884

人件費・謝金（千円） 21,360.805

Ｂ２－Ｂ（基本的な生命の解明）
代表／分担機関の課題名

H+-ATP 合成酵素膜内在 Fo の機能構造と不正規構造の固体 NMR による解明

代 表 ／ 分 担 機 関

学校法人京都産業大学

機関の代表研究者名

吉田

賢右

１．課題開始時における各機関の達成目標
H+-ATP 合成酵素は生体エネルギー変換系の最終段に位置する巨大膜タンパク質複合体である。本研究
においては研究の困難な膜内在 Fo 中のサブユニットｃ-リングの構造と機能を固体 NMR と生化学的な方
法をあわせ用いることにより明らかにすることを目指す。その為に、ｃ-リングをインタクトな状態で
単離し、脂質二重膜中での Fo の再構成に用いる。主に、ｃ-リングを安定同位体標識して構造解析を行
う。さらに、サブユニットｃはバッテン病と呼ばれる遺伝子病において脳神経細胞内の小胞中に大量に
蓄えられることが知られている。これはカテプシン等の欠失によるといわれているが、神経細胞に傷害
を起こすメカニズムは明
らかになっていない。本研
究ではこれにも光を当て
る。しかし、膜タンパク質
の研究はまだ始まったば
かりであり、試料調製法、
安定同位体標識法、固体
NMR 測定法の開発等を行い
ながら研究を進める必要
があり、これも本研究の重
要な目的となる。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
好熱菌 Fo の c-リングの安定同位体標識したものの単離と生物学的機能の確認は、阿久津グループと
の協力で達成した。ヒト c-タンパク質を取り込んだキメラ好熱菌 FoF1 を大腸菌で発現して、活性を検
出した。キメラ好熱菌 FoF1 からヒトの c-タンパク質を精製する方法を開発した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
当グループでは困難な膜タンパク質の発現系の開発を担当して、構造決定は阿久津グループが行っ
た。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
ヒトの c-タンパク質を大腸菌で発現させて構造決定に供する計画であったが、ヒトの c-タンパク質は
きわめて疎水性が強いために、大量発現および精製が困難であった。親水性タンパク質と融合して発
現しても、親水性タンパク質と切り離した途端に強固に凝集して手に負えなくなる。さまざまな試行
の末に、大腸菌における大量発現系の確立している好熱菌 FoF1 の c-リングを、ヒト c-リングに置き
換えて、キメラ好熱菌 FoF1 から精製することを試みた。まずキメラ FoF1 を発現させる組換え大腸
菌の培養条件を検討した結果、37 度で IPGTG 存在下、LB 培地(カナマイシン添加)中で培養する事
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によりヒト c を高発現させることが可能である事が判明した。ヒト c 抗体を用いた分析の結果、細胞
内で発現したヒト c は膜画分のみに存在し、凝集体画分にはほとんど検出されなかった。次に、この
膜画分からのヒト c の有機溶媒抽出(クロロホルム/メタノール)条件の検討を行った。前年度までのヒ
ト c 研究により、強酸条件下で凝集が部分的ではあるが解消する事が見出されていた事から、今回は
各操作段階で混入する水を完全に除去し、強酸条件を高度に維持しながら有機溶媒抽出を行う手法を
検討した。まず反転膜中の脂質成分をジエチルエーテルで脱脂後風乾し、完全に水分を除去した後
100%TFA に溶解した。次に TFA 濃度を 24%に維持しながらクロロホルム/メタノール(2:1)で抽出し、
その後得られた有機溶媒層に少量の水を添加する事によりヒト c 以外の水溶性成分を逆抽出により除
去した。この方法により、膜画分のほとんど(>90%)のヒト c を有機溶媒層に特異的に移行させる事に
成功した。銀染色およびヒト c 抗体を用いたウエスタンブロッティングによる分析の結果、膜から抽
出したヒト c は、融合蛋白質からの物とは異なり、多量体や凝集体が見られなかった。この段階でも
純度は高いが、完全な純品を得るためには好熱菌由来 c と同様に、有機溶媒抽出したヒト c をさらに、
有機溶媒中の陽イオン交換カラムにかける事が有効であると考えられる。またこのヒト c の収量は、
融合ヒト c 蛋白質から得られるヒト c と比べると明らかに高い事が判明した。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数○件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ヒト c タンパク質の発現系の開発が遅れたのは残念であった。
８．課題内の情報共有・連携体制
阿久津グループと綿密な協議を繰り返して構造決定できる発現系の開発をしてきた。
９．他の課題との情報共有・連携
ヒト c タンパク質の発現については、上田卓也グループの無細胞タンパク質合成系も試した。
１０．人材育成
雇用したのは研究補助員であり、特に記述することはない。
１１．終了までの具体的な見通し
機 能 解 析 を お こ な う 。Fo-aサ ブ ユ ニ ッ ト の プ ロ ト ン の 通 り 道 を さ ぐ る 。そ の た め に 、ナ ト リ ウ ム を 輸
送 す る ATP合 成 酵 素 を 使 っ て 実 験 を 行 う 。 プ ロ ト ン 輸 送 ATP合 成 酵 素 と ナ ト リ ウ ム 輸 送 ATP合 成 酵 素 は
サ ブ ユ ニ ッ ト 構 成 や ア ミ ノ 酸 配 列 が 非 常 に よ く 似 て お り 、イ オ ン に 直 接 配 位 す る ア ミ ノ 酸 残 基 以 外 は
同 一 の 機 構 で あ る と 考 え ら れ て い る 。 Fo-aサ ブ ユ ニ ッ ト に 系 統 的 な シ ス テ イ ン 変 異 導 入 を お こ な い 、
化学修飾剤（ＮＥＭ）の反応性、および反応後の活性の残存を調べる。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
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ただちに効果を持つものではない。

１３．特記事項
なし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

4,355

4,074

3,056

0

旅費（千円）

0

799

849

444

2,462

その他（千円）

0

間接経費（千円）

1,546

1,477

1,050

738

合計（千円）

6,700

6,400

4,550

3,200

人件費（千円）
業務実施費（千円）
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間接経費（千円）
合計（千円）

1,308

392
1,700

計

Ｂ２－Ｃ（基本的な生命の解明）
代表／分担機関の課題名

「ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析」サブテーマ（エネルギー変
換関連膜蛋白質ロドプシンへの固体 NMR 解析法の適用）

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人北海道大学

機関の代表研究者名

出村

誠

１．課題開始時における各機関の達成目標
国立大学法人北海道大学では、平成 21 年度まで実施された課題「固体 NMR 膜蛋白質複合体
構造解析技術」において、固体 NMR 解析に最適化したロドプシン系の試料調整技術の検討を進
め、解析を効率化する試料調整技術の確立に成功している。今後、この技術をさらに改良し、ATP
生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析へ適用しつつ、固体 NMR による解析情報を効率的に取得
する。

図１

ハロロドプシンの二次構造（左）と三次構造モデル（右）

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本研究は、実施期間平成 19-21 年度の課題の成果を活かし，平成 22-23 年度に本研究課題としてさら
に測定・解析技術の改良のために研究が継続された。ハロロドプシン膜タンパク質の固体 NMR 多次元
スペクトルの高分解能化が可能になり、連鎖帰属、立体構造解析へ進められる成果が得られてきた。ま
た、ハロロドプシンのホモ３量体形成が１分子機能変調とどうのように関係するか分子間相互作用解析
を各種変異体作製よって確認し選択的相互作用サイトを解明した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
・研究の進捗状況・成果
本研究は、平成 19-21 年度「固体ＮＭＲ膜蛋白質複合体構造解析技術」（ハロロドプシン複合体の固
体 NMR 構造解析と光アニオンポンプ機能変調）の成果を活かし，さらに平成 22-23 年度に本研究課題
としてさらに測定・解析技術の改良のために研究が継続された。これによって、ハロロドプシン膜タン
パク質の固体 NMR 多次元スペクトルの高分解能化が可能になり、連鎖帰属、立体構造解析へ進められ
る成果が得られてきた。
・論文発表、特許件数
発表原著論文 1 報
・課題公募時の目的に対し、どの程度達成されているか。
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当初計画のＮＭＲ構造決定用ハロロドプシンの試料調製においては、大腸菌を宿主とする安定同位体
ラベル膜タンパク質の高発現系の構築に成功した。また当初計画になかったターゲットタンパク研究プ
ログラム内の共同研究によって、セルフリー系での安定同位体選択ラベル膜タンパク質の調製にも成功
したので、本研究では総合的に課題公募時の目的は達成されたと考えられる。
・外部への研究成果等の発信
当プログラム公開ウェブサイトで論文発表要旨等を公開してきた。さらに、平成 23 年度高
校生参加イベント・日本学術振興会ひらめき☆ときめきサイエンスの実施代表者として当研究成果等
を紹介予定である。

(a)
図１

(b)

(a)セルフリー系安定同位体（15Ｎ，13Ｃ）標識ハロロドプシン試料, (b) 安
定同位体標識ハロロドプシン試料の 3D-NCACX スペクトル（スライ
ス：15N=119.3 ppm）

（３）機能解析に関する進捗及び成果
・研究の進捗状況・成果
ハロロドプシン試料のエネルギー変換機能は可視光吸収によって駆動される塩素イオンプンプ機能
である。ホモ３量体形成が１分子機能変調とどうのように関係するか分子間相互作用解析を各種変異体
作製よって確認し選択的相互作用サイトを解明した（論文投稿中）。
・論文発表、特許件数
発表原著論文総数１報
・課題公募時の目的に対し、どの程度達成されているか。
固体ＮＭＲ用に調製されたハロロドプシン試料においては、エネルギー変換機能を保持しているか機
能解析をした上で構造解析に利用した。本研究では総合的に目的は達成されたと考えられる。
・外部への研究成果等の発信

等

当プログラム公開ウェブサイトで論文発表要旨等を公開してきた。さらに、平成 23 年度高校生参加
イベント・日本学術振興会ひらめき☆ときめきサイエンスの実施代表者として当研究成果等を紹介予定
である。

３．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

４０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件
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５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

３件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ＮＭＲ構造決定用ハロロドプシンの試料調製においては、大腸菌を宿主とする安定同位体ラベル膜タ
ンパク質の高発現系の構築に成功した。また当初計画になかったターゲットタンパク研究プログラム内
の共同研究（理化学研究所、横山茂之グループ）によって、セルフリー系での安定同位体選択ラベル膜
タンパク質の調製にも成功した。固体ＮＭＲデータ解析法に関わる研究開発では、大阪大学との共同研
究によって、固体 NMR 法による高分解能の多次元 NMR スペクトル観測が可能になった。以上から本研究
では総合的に当初計画は達成されたと考えられる。

８．課題内の情報共有・連携体制
課題内の実施体制として大阪大学、北海道大学の研究グループが課題実施初期から研究連絡を緊密に
実施するとともに、大阪大学蛋白質研究所共同研究員制度を活用した研究交流を活発に行うことで、研
究連携のための情報共有を効率的に実施してきた。

９．他の課題との情報共有・連携
本課題では、研究成果達成を促進するため、当初計画になかったターゲットタンパク研究プログラム
内の共同研究（理化学研究所、横山茂之グループ）を実施した。これによって、セルフリー系での安定
同位体選択ラベル膜タンパク質の調製にも成功した。
固体 NMR 実験データをもとにした膜タンパク質構造解析のための計算科学手法開発が重要であるの
で、本研究課題を実施にあたり、産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター 創薬分子設計チーム
亀田倫史氏との共同研究も実施している。
また、本プログラム以外にも研究対象の膜タンパク質の機能解析について共同研究を実施した（松山
大学、加茂直樹）。また本研究で得られた膜タンパク質生産方法について他大学研究者へ技術指導した。

１０．人材育成
・科学コミュニケーション能力の育成
学部生、大学院生には社会への科学の説明能力育成として大学内の出前授業企画に毎年参加する
よう研究指導教員が直接指導している。
・問題解決能力の育成
大学院博士後期課程の学生には、大学と包括連携している企業研究者とのブレインストーミング
ワークショップを毎年実施している。専門分野の異なる５名程度の院生が意見を出し合い、15 回にわた
る WG から企業が解決されるべき斬新な課題解決を導き、企業へ提案（プレゼンテーション）する。
・国際力の育成
博士後期課程進学直後に研究指導教員が直接指導し、海外・国内のインターンシップに参加でき
るように支援している。
これらの人材育成内容は、北海道大学人材育成本部と連携して実施にあたっている。
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１１．終了までの具体的な見通し
平成 23 年度以内に、本研究課題で取り上げた７回膜貫通タンパク質（ハロロドプシン）の全体
構造解析に必要な NMR データを観測する。固体 NMR 実験データのみからラフな全体構造を解析
できるところまで到達できる見通しがある。さらに構造精密化のための計算科学手法の導入も有効
にはたらくと考えている。固体 NMR による７回膜貫通タンパク質の立体構造解析では本研究課題
が日本初となる見通しである。この成果を発表し他分野の研究者に成果の活用を推進できるように
解析ソフトウェア等の公開を検討する。また、ハロロドプシン固有の機能解明でも新規な構造情報
が提供できると期待される。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
固体 NMR による膜タンパク質の研究はこれまでも報告されてきたが、７回膜貫通タンパク質で
立体構造まで決定できることは国内ではまだ成功した例がない。本研究成果は国内の固体 NMR 測
定技術が世界最高レベルであることを示すものである。また固体 NMR ではさらなる高感度化が期
待されるので、国内 NMR メーカーによる装置開発への技術還元の橋渡しなど、生命・健康・環境・
物質系の科学技術発展や産業応用がさらに推進される効果が期待される。
１３．特記事項
７回膜貫通タンパク質の生産性の高い発現系を開発できたこと。またこの試料を応用することで膜貫
通タンパク質の固体 NMR 構造解析技術の開発が可能であることを示すことができたこと。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

4,151

4,905

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

3,569

0

旅費（千円）

629

業務実施費（千円）

4,311

3,049

4,893

5,000

その他（千円）

15

間接経費（千円）

2,538

2,386

2,538

1,500

間接経費（千円）

784

9,747

合計（千円）

11,000

10,340

11,000

6,500

合計（千円）

3,400

42,240

設備備品費（千円）
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計

1,972
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代表／分担機関の課題名

｢ATP 生産関連蛋白質系の構造と機能解析｣（ミトコンドリア呼吸の作用機
序の全容の解明を目指す高分解能立体構造解析と機能解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

兵庫県立大学

機関の代表研究者名

吉川信也

１．課題開始時における各機関の達成目標
ミトコンドリア呼吸系（図１）の作用機序の全容の解明のた
めには呼吸系を構成する全ての複合体の構造、機能と複合体
間の相互作用を解析しなければならない。本課題の達成目標
は以下の通りである。
① NADH-ユビキノン還元酵素と FoF1ATPase の 2.8Å 分解能
での構造解析。
② 水素原子レベルでの X 線構造解析、
時間分解赤外分光法、

図1

分子生物学的機能解析によるチトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の解明。
相互作用解析：共結晶の結晶構造解析による呼吸系複合体間とチトクロム c-チトクロム酸化酵素間。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）NADH -ユビキノン還元酵素
（1000KDa）と FoF1ATPase
（550KDa）の２次元結晶化と分光解

NADH-ユビキノン還元酵素、FoF1ATPase
Optical diffraction
２次元結晶化
チトクロム酸化酵素
1.4 Å分解能のデータ収集

析。NADH -ユビキノン還元酵素のサ
ブユニットの欠損も立体構造の損傷
もない標品の２次元結晶化に成功
し、氷包埋極低温２次元構造解析が
可能である結晶の調製条件をさらに

極低温２次元電子顕微鏡解析
のため結晶化条件の最適化中

水素原子レベルの構造解析中
非水素原子の構造解析

部位特異的変異解析
時間分解赤外分光装置解析

ウシ酵素のプロトンポンプ機構
装置開発

CO解離後の時間分解赤外
分光解析

X線構造比較
リン異常分散効果
脂質定量

ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞが平衡制御

相互作用解析
Cyt oxi 単量体/２量体 平衡

改善した。この結晶はヘリックス構

造や金属中心の位置決定に十分な分解能を示している。さらに３次元結晶が電子顕微鏡により確認され
た。FoF1ATPase の２次元結晶化条件は非凍結精製標品を用いることにより格段に改善された。Projection
map は２量体で結晶化されていることを示している。また、出現頻度も面積も向上した。FoF1ATPase の
非共鳴ラマンスペクトルが測定された。NADH -ユビキノン還元酵素還元型のスペクトル測定にほぼ成
功した。
２）チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の解明のための超高分解能Ｘ線構造解析、時間分解赤外
分光解析、分子生物学的機能解析。水素原子レベルの構造解析に最低限必要な 1.4Å 分解能の回折強度
データの精度を平成２２年度大きく高めることに成功した。水素原子位置決定法の開発とデータ処理法
の検討を高精度データを用いてさらに組織的におこなった。また非水素原子の位置決定により 1.8Å 分
解能では検出できなかった種々の酸化状態依存立体構造変化を検出した。
平成２１年度開発に成功した超高感度時間分解赤外分光装置により、ウシ心筋チトクロム酸化酵素の
CO 解離後の時間分解赤外吸収スペクトルの測定に成功した。この結果は、酸素還元中心にある CuB
とプロトンポンプ経路の水チャネルとの間に緊密な相互作用があり、プロトンポンプの一方向性に大き
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く貢献していることを示している。
細菌酵素の特定部位の変異結果に基づいて水形成用プロトン輸送経路が同時にポンプ用プロトンの
輸送経路であると提案されている。この部位に対応するウシ酵素部位の変異の解析をひきつづき行っ
た。その結果、細菌酵素でプロトンポンプ活性も酸素還元活性も消失させる変異をウシ酵素に施したと
ころ、細菌酵素と同じく両活性を消失させた。この結果と、細菌ではポンプ活性を消失させる変異がウ
シでは活性に影響がないことを示す平成２１年の結果とは、ウシと細菌では経路の構造は保存されてい
ても機能は保存されていないことを示唆する。この結果はチトクロム酸化酵素も創薬のターゲットにな
りうることを強く示唆する。
なお、平成２２年度当初にアメリカ学士院紀要(PNAS)に発表されたチトクロム酸化酵素の反応機構
(酸素還元とプロトンゲート機構)に関する論文に対して紹介記事(Commentary)が掲載された。これは、
PNAS がこの論文を特に高く評価していることを示している。
３）相互作用解析。平成２１年度にひきつづき、チトクロム酸化酵素の単量体と２量体平衡に重要な役
割を持つ脂質の X 線構造の精密化、構造比較のため、リン原子の異常分散効果を解析した。また、リン
脂質の含量を定量した。その結果、結晶構造中の脂質の帰属に変更が必要であることが明らかになった。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
1) NADH-ユビキノン還元酵素
２次元結晶化：NADH―ユビキノン還元酵素の２次元結晶化条件に、全く予想外にも、「(１)脂質溶液
の濃度、
（２）合成リン脂質の構造、
（３）脂質：界面活性剤：酵素

３者混合溶液の透析開始前の放置

時間」が非常に重要であることが発見された。これらの３要因について組織的に検討し、２次元結晶中
での酵素配列の規則性、結晶の面積、出現頻度等について長足の進歩をもたらした。
３次元結晶化：負染色電子顕微鏡写真に３次元結晶が認められた。今後の成長が期待できるが、この微
結晶でも XFEL を利用した構造解析には十分利用できる。
2) FoF1ATPase
２次元結晶化：平成２１年度に、F1FoATP 合成酵素２次元結晶化が他の膜タンパク質３次元結晶の場合
と同様に精製標品を凍結することにより、結晶化が大きく妨げられることが発見された。そこで平成２
２年度は、平成２１年度に引き続き、非凍結標品について、これまで凍結標品について検討した条件を
再検討し凍結標品の２次元結晶にあったパッチワーク状の不規則性を完全に除去することができた。ま
た、再現性、出現頻度、酵素配列の規則性等についても格段の進歩がみとめられた。出現頻度は不十分
ではあるが極低温電子顕微鏡２次元結晶構造解析に供することの可能な結晶が得られている。そのプロ
ジェクションマップ中での酵素分子間隔および２次元結晶標品の質量分析結果はこの２次元結晶が F1
部分だけの結晶ではないことを明確に証明している。さらに結晶中で２量体を形成していることもこの
明瞭なプロジェクションマップから明らかであった。F1FoATP 合成酵素はミトコンドリア内膜中で２量
体を形成していることは種々の電子顕微鏡解析から明らかにされている。したがってこの２次元結晶は
ミトコンドリア内膜での存在状態のままで２次元結晶化されていることを強く示唆している。したがっ
て、この F1FoATP 合成酵素の２次元結晶は本酵素の結晶化の最初の成功例と言えよう。
3) チトクロム酸化酵素
プロトンポンプ機構解明のための水素原子レベルのＸ線構造解析：本研究によって解析されているウシ
心筋チトクロム酸化酵素結晶から得られる 1.4Å 分解能の構造解析可能な X 線回折強度データセットは
水素原子位置決定に必要な決定すべきパラメーターの数にほぼ等しい数の実測値を含んでいる。そこ
で、水素原子位置決定のため、温度因子の極端に高いか極端に低い原子には異方性温度因子を設定しな
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いことにより、決定すべきパラメーター数を合理的に減らすことができる。さらに、回折強度データか
ら有意な情報を可能な限り取り出すためのデータ処理法の開発も推進している。平行して、高分解能デ
ータの実験的獲得のため、結晶化条件と X 線回折実験条件の改善に努力した。また、結晶の不凍剤への
浸漬条件の検討、X 線回折実験温度のヘリウム気流による制御等により組織的に X 線回折実験条件の改
善を図った。このような努力によりデータの精度を格段に向上させることに成功した。
この高精度のデータにより非水素原子の構造解析を行なった。その結果 1.8Å 分解能から 1.4Å 分解能
への向上による目覚しい構造情報の増加が認められた。特に酸素還元中心の CuB に配位しているイミダ
ゾール基の一つ(His290)が酸化還元にともなって移動することが認められた。さらに heme a3 平面の併
進も認められた。これは還元型 heme a3 に CN-が配位したときに誘導される構造変化にほぼ等しい。こ
の変化は heme a3 に配位している O2-の３電子還元に不可欠な変化であると CN-結合型酵素の X 線構造
解析から主張したが（４月に PNAS に掲載）この主張が阻害剤の結合していない酵素の代謝回転中で
も正しいことを示している。さらに、CuA 部位と heme a との中間に存在するいくつかの水分子が酸化
還元に伴って移動することが認められた。これは CuA 部位と heme a 間の電子伝達効率に大きく影響す
ると考えられる。休止酸化型の酸素還元中心には塩素イオンが結合しているという主張を否定する、X
線異常分散効果と塩素の精密定量結果を報告した論文は平成２３年６月に Acta cryst D に受理された
（参考論文参照)。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
1) チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の分子生物学的解析
水形成用プロトン輸送経路が同時にポンプ用プロトンの輸送経路であるという提案は,細菌酵素の特
定部位(Asn98Asp, Asn163Asp)の変異結果(酸素還元活性を低下させずに、プロトンポンプ活性を消失
させる。)に基づいている。細菌酵素でプロトンポンプ活性も酸素還元活性も消失させる変異
(Glu242Gln, Asp91Asn)をウシ酵素に施したところ、雑種酵素には活性がないことを強く示唆する結果
を得た。この結果は、ウシ D-pathway は、水形成用 H+を輸送する機能をもつことを示す。この結果と、
細菌ではポンプ活性を消失させる変異がウシでは活性に影響がないことを示す上述（平成２１年）の結
果とは、ウシと細菌では経路の構造は保存されていても機能は保存されていないことを示す。この結果
はチトクロム酸化酵素も創薬のターゲットになりうることを強く示唆する。さらに、ウシ酵素のプロト
ンポンプ経路の２ヶ所のチロシン残基のフェニルアラニンへの変異、さらに Asp422Pro 変異のどれも
細胞の成育を大きく阻害したことはこれらのアミノ酸残基が酵素活性に必須であること示している。
2) チトクロム酸化酵素のプロトンポンプ機構の赤外分光学的解析
平成２１年度に開発に成功した超高感度時間分解析外分光装置用いて、完全還元型ウシ心筋チトクロ
ム酸化酵素からの CO 解離後の時間分解赤外吸収スペクトルを解析した。その結果 heme a3 から光解離し
た CO は CuB に化学量論的に結合し、heme a3 に戻ることなく高速(μsec)で CuB から解離することが認め
られた。アミド I 領域で、CuB からの CO 解離に同調した赤外変化は helix X のバルジ構造の変化に帰属
することができる。したがって、CuB と H-経路の水チャネルとの間には強い用相互作用があり、プロト
ン逆流防止機構に重要な役割を持っていることを強く示唆している。
3) ヘム機能の他の蛋白質やモデル化合物による解析
チトクロム酸化酵素の活性中心のヘムの機能の理解のため他のヘム蛋白質やモデル化合物の機能解
析が行われた。
4) 相互作用解析
チトクロム酸化酵素の単量体/２量体平衡：チトクロム酸化酵素の単量体と２量体平衡はミトコンドリ
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ア内膜中での膜タンパク質相互作用のモデルとして重要である。この相互作用に重要な役割を持つ脂質
の X 線構造の精密化、構造比較のため、平成２１年度に引き続き、リン原子の異常分散効果を解析した。
その結果これまでトリグリセリドと帰属していた電子密度に異常分散が検出されたり、その逆も認めら
れている。また界面活性剤の炭化水素鎖と脂質の脂肪酸鎖との区別も容易ではない。この異常分散解析
は、X 線構造解析だけで脂質の帰属を行なうことは困難であることを示している。そこで、脂質含量の
再検討をおこなった。その結果、結晶構造中の一部の脂質の帰属に変更が必要であることが明らかにな
った。しかし、２量体の安定化に重要であると考えられていたカルジオリピンの電子密度はトリグリセ
リドに置き換えることもできるし異常分散も検出できない。したがって、トリグリセリドの可能性は否
定できない。
チトクロムｃ―チトクロム酸化酵素の２次元共結晶化条件を２１年度にほぼ確立したが、極低温電子
顕微鏡解析が可能な程度の高品質の結晶が得られる頻度が不十分であることが明らかになったため、２
次元結晶化条件の再検討を行なった。最近、非凍結標品を用いて大幅に結晶化条件が改善された。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

２件（平成２２年以降）

PDB 登録の有無にかかわらず構

７件（平成２２年以降）

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１２件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

４件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度(平成１９年度以降について)
NADH-ユビキノン還元酵素、FoF1ATPase どちらも、本課題開始時には規則的な配列はほとんど認めら
れなかったことを考えると、負染色で 20Å 分解能の optical diffraction が得られたことは大きな進歩とい
える。チトクロム酸化酵素の水素原子レベルの構造解析は、X 線回折強度データ収集は完了しているの
でほぼ目的は達成できたといえる。種々の酸化状態、配位子結合状態の X 線構造解析によりプロトンポ
ンプ機構の理解を格段に進歩させたこと、プロトンポンプ機構は細菌とウシとで異なることが示された
こと、これらは予期以上の成果である。平成２２年度の赤外分光時間分解解析はこの装置は当初想定し
ていた性能を発揮していることを示しており、今後の進展が大いに期待できる。
８．課題内の情報共有・連携体制
本課題の４研究チーム（吉川グループ、島田グループ、小倉グループ、宮澤グループ）の研究は相互
の試料提供と情報提供なしには推進がほとんど不可能であるうえに、研究室が位置的に近接しているた
め、非常に緊密に情報と連携のもとに研究教育が推進されている。さらに代表研究者は常に各研究グル
ープの研究の進捗状況を完全に把握するよう努めた。
９．他の課題との情報共有・連携
代表研究者、分担研究者ともに本部主催の全ての研究会、全体交流会等に出席し、主に未発表の実験
結果を発表するとともに、他の課題の発表から本課題の研究推進に有用な種々の情報を得ることができ
た。プログラム内部の他の課題との連携には発展しなかったが、出席者との種々の啓発的な討論は非常
に貴重であった。また、京都大学理学部生物物理学科藤吉研究室、筑波大学物理系白石研究グループ、
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慶応大学医学部医化学末松教室、ペンシルバニア大学医学部ジョンソン研究所（T. Ohnishi group）との
連携研究も推進した。
１０．人材育成
「優れた研究に主体的に参加させること以上の優れた研究者養成法はあり得ない。」こう考えて、研
究の優劣について常に議論している。人材育成のためにも研究レベルを高めることに努力している。
１１．終了までの具体的な見通し
NADH -ユビキノン還元酵素と FoF1ATPase の結晶化条件の改良が順調に進展しており、２次元電子線
構造が 10Å 分解能程度で決定できることが期待できる。また XFEL を利用した立体構造解析も期待で
きる。チトクロム酸化酵素の水素原子レベルの構造解析は２３年度中には完了の見通しである。時間分
解赤外分光装置の改良は平成２２年度大幅に進捗しており、フローセルを利用したチトクロム酸化酵素
の時間分解赤外分光解析によりプロトンポンプ機構の理解を飛躍的に高めることができる見通しであ
る。1.4Å 分解能で水素原子の位置決定を行なう方法、IR, 電子線解析および XFEL の技術、方法は詳
細に公表し、他の研究グループでも（装置も含めて）容易に利用できるようにし、この分野の益々の活
性化を図りたい。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
水素原子レベルの結晶構造解析と時間分解赤外分光解析によりミトコンドリア呼吸鎖酵素の反応機
構を化学反応として(電子の挙動として)解明することに重点をおいて本課題終了後も本研究を継続す
る。これにより、生命現象の解明に貢献するだけではなく、生命現象の制御あるいはタンパク質の設計
の基本原理を確立したい。なお、本研究により、チトクロム酸化酵素のように生体エネルギー変換の鍵
となる酵素の機能(プロトンポンプ)が生物種によって異なることが示されたため、本酵素は創薬の有力
なターゲットになることを強く示唆している。これは基礎的研究も常に応用への発展の可能性を持って
いることを示す典型例の一つになるであろう。これについては、ほとんどの主要新聞、特に日本経済新
聞は全国版に報道した（平成２２年４月）。
１３．特記事項
チトクロム酸化酵素の O2 還元とプロトンポンプ機構の解明は生命科学の最も重要な研究課題の一つ
である。2010 年 3 月に受理された PNAS の論文はこの機構をほぼ解明したものであり、掲載号に
Commentary として紹介されており、その成果の重要性は世界的に認められている。また、この成果を
含めた総説が Ann. Rev. Biophys.に本年５月に出版された。同様の総説が Biochim.Biophys. Acta にも掲載
される(参考論文)。昨年、産経新聞の日本生物物理学会５０周年特集記事に、発足以来５０年間で最も
重要な研究業績８件のうちの一つとしてチトクロム酸化酵素の構造解析があげられていた。これにはタ
ーゲットタンパクプログラム発足以来の当拠点での着実な成果も寄与していると推定できる。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

計

人件費（千円）

16,945

旅費（千円）

業務実施費（千円）

10,855

その他（千円）

間接経費（千円）

8,340

間接経費（千円）

8,340

合計（千円）

36,140

合計（千円）

36,140
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明

機

関

名

京都大学 大学院医学研究科

代 表 研 究 者 名

岩田

想

１．課題開始時における達成目標
輸送体膜蛋白質は生活習慣病、がん、精神神経障害等さまざまな疾患の治療に有効な医薬品の作用点
となり得る、あるいは薬物動態に関与し得るため、医学的にきわめて重要な研究対象である。本研究の
目的は、輸送体膜蛋白質の立体構造を X 線結晶構造解析の手法を用いて高分解能で明らかにし、その分
子機構を解明した上で、構造情報に基づく阻害剤の in silico スクリーニング、化合物ライブラリーから
の阻害剤スクリーニング、新規阻害剤の分子設計・有機合成等を行い、医薬品シーズを合理的に創出す
ることである。
平成 19〜21 年度は V-ATPase のみに関して構
造・機能解析を進めたが、平成 22 年度以降の当課
題では、創薬ターゲットとして重要な輸送体膜蛋
白質 ATP 駆動性膜輸送体および SLC ファミリー膜
輸送体をも研究対象に含める。平成 19〜21 年度の
技術開発課題 生産 D2 ならびに生産 D3 において
確立された膜蛋白質生産・品質評価技術、膜蛋白
質の結晶化を促進する構造認識抗体作製技術等の
基盤を継承・共有化し、
「膜蛋白質構造解析プラッ
トフォーム」を形成する。さらにプログラム内外
（産業界も含む）で膜蛋白質構造解析に関する共
同研究を募集し、このプラットフォームを活用し
ての技術支援を積極的に行う（図 1）。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析に関する成果概要：細菌 V-ATPase の膜内リングおよび種々の膜外ドメイン（EGa 複合体，
DF 複合体，A3B3 複合体、ならびに A3B3DF 複合体）を高分解能で構造解析した。また，ヒト V-ATPase
における創薬ターゲット部分である DF 複合体の結晶化に成功し、構造解析を進めている。その他に、
2 種の SLC 輸送体と 1 種の ABC 輸送体の構造解析（いずれも 3.5Å分解能）、1 種の哺乳類 SLC 輸送体
の結晶化に成功した。
機能解析に関する成果概要：細菌 V-ATPase について、１分子測定計系等の種々の機能アッセイ系を
確立し、酵素学的パラメーター、回転の素過程を明らかにした。また、ヒト V-ATPase の創薬ターゲッ
ト部分のサブユニット構成を明らかにした。さらに上記のアッセイ系を用いて細菌 V-ATPase 阻害活性
を有する数多くの新規化合物を見出した。重要な阻害剤のコンビナトリアル合成にも成功した。細菌
V-ATPase 膜内リングと新規阻害剤との共結晶構造を決定し、その構造データに基づき阻害剤の in silico
スクリーニングを行った。哺乳類 SLC 輸送体に対する抗体が、当該輸送体の基質輸送活性を阻害する
ことを明らかにし、抗体医薬シーズとしての可能性を示した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
(i) V-ATPase（平成 19 年度から現在まで）
細菌 V-ATPase：一般に V 型 ATPase はプロトンを輸送するが、腸球菌 V 型 ATPase は Na+と Li+を輸
送する特性をもつ。新たに Li+結合型膜内リングの X 線結晶構造と性質を明らかにし、以前求めた Na+
結合型の構造と比較することにより、本酵素のイオン選択性の分子基盤を明らかにした（PNAS, 2008;
図 2a）。また、F 型および V 型の両 ATPase の阻害剤として知られる阻害剤 DCCD と膜内リングとの共
結晶構造を明らかにした（分解能 3.1 Å; PDB 3AOU; 図 2b）。得られた基質イオン非結合型の構造か
らイオン輸送機構モデルを提案した（論文投稿中）。
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また、細菌 V-ATPase における種々の膜外ドメインについ
ても構造解析を進めた。腸球菌 V-ATPase の外周固定子であ
るサブユニット E、G、a（N 末水溶性領域）をそれぞれ発
現•精製し、複合体形成能などの機能や X 線小角散乱による
溶 液 構 造 を 明 ら か に し た （ JBC, 2008; 図 3a ）。 腸 球 菌
V-ATPase の回転軸部分である DF 複合体の原子分解能構造
（分解能 2.0 Å; PDB 3AON）を V 型 ATPase として初めて
明らかにした（論文準備中; 図 3b）。好熱菌由来 V-ATPase
の触媒部分である A3B3 複合体の X 線結晶構造（分解能 2.8 Å; PDB 3GQB）を V 型 ATPase として初め
て明らかにした。
（EMBO J, 2009; 図 3c）。腸球菌 V-ATPase の A3B3 複合体について、解像度 2.8 Å（ヌ
クレオチド結合型）および 3.4 Å（ヌクレオチド非結合型）を示す結晶を得ることに成功した。現在構
造精密化中である（図 3d）。腸球菌 V-ATPase の触媒頭部 A3B3DF 複合体の発現精製系を確立し(BBRC,
2009)、原子分解能構造（分解能 2.1 Å）を V
型 ATPase として初めて明らかにした（論文準
備中; 図 3e）。また、腸球菌および好熱菌の
V-ATPase に対する構造認識抗体を作製し、得
られた抗体フラグメント(Fab)と全体構造及
び各種複合体との共結晶化スクリーニングも
行っている。
ヒト V-ATPase：ヒト V-ATPase の各種サ
ブユニットや複合体の大量精製系を確立した
（PEP, 2011）。創薬ターゲット部分であるヒ
ト DF 複合体の結晶化（分解能 2.9 Å）に成
功した。現在、構造精密化中である。
(ii) SLC ファミリー輸送体（平成 22 年度から現在まで）
平成 19〜22 年度の生産 D3 課題にて着手したものの未完了であった SLC 輸送体／抗体フラグメント
複合体の結晶構造解析を引き継いで進めた。その結果、ヒト SLC 輸送体および細菌 SLC 輸送体オーソ
ログの構造決定（分解能はともに 3.5Å）に成功し、その他に 1 種の哺乳類 SLC 輸送体について構造解
析可能な結晶（3.2Å分解能まで回折）を得た（図 4）。

347

Ｂ４（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
(iii) ATP 駆動性輸送体（平成 22 年度から現在まで）
平成19〜22年度の生産D2課題で確立した蛍光ゲルろ過法とメタノール
酵母による大量生産系を用いて、好温性真核単細胞生物 Cyanidioschyzon
merolae から見いだしたABC輸送体(CmABCB1)を調製し、結晶を作製し
た。3.5Å分解能で構造を決定した（図5）。
(iv) その他の膜輸送体，モデル膜蛋白質
細菌ポリスルフィド還元酵素 Psr：好熱菌 polysulfide reductase (Psr)の結
晶構造を 2.4Å分解能で決定し、細菌における硫黄呼吸の分子基盤を明ら
かにした(NSMB, 2008)。
細菌対向輸送体：In-gel 蛍光 Native 電気泳動法を用いた結晶化試料スク
リーニング法を確立した（AB, 2011）。この方法を利用した細菌対向輸送
体の調製条件至適化を進めると共に、結晶化を促進する構造認識抗体を作
製中である。
ヒト・ヒスタミン H1 受容体：細胞内第 3 ループを T4 リゾチームで置き換えた安定化変異体
（HRH1-Nd-T4L）をメタノール酵母を用いて生産・精製した。アンタゴニストの一つである Doxepin
を結合させてキュービック相結晶化法により結晶化し、構造を 3.1Å分解能で決定した (Nature, 印刷
中)。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
(i) V-ATPase（平成 19 年度から現在まで）
ATP 合成活性測定系の確立：好熱菌 V 型 ATPase の ATP 合成活性測定系を確立し、1 分子の ATP 合
成に必要なプロトン透過数が 4 であることを証明した (PNAS, 2007)。
１分子測定系による酵素学的パラメーターの決定：１分子測定系を改良し、多分子系測定と組み合わ
せることにより、好熱菌 V 型 ATPase の酵素学的パラメーターを明らかにした（JBC, 2008）。
高時間分解能１分子観察系による V-ATPase 反応機構：V1 および VoV1 の回転部分に 40 nm の金
コロイド粒子を結合させ、高速カメラでその挙動を観察することにより、ミリ秒単位での回転素過程の
解析が可能になった。その結果、1) V1 部分での ATP 加水分解の反応素過程の時定数が明らかになり、
F1-ATPase と異なる力学—化学エネルギー変換過程を持つことがほぼ確定された。また、2) VoV1 におけ
る Vo ローターの 30°おきのステップを検出できた (Nature Communications, 2011)。
ヒト V-ATPase 外周固定子および回転軸のサブユニット構成：V1 と Vo の結合解離により活性制御さ
れているヒト V-ATPase では、それらを繋ぐ外周固定子と回転軸部分が創薬ターゲットとなり得る。外
周固定子サブユニット（C1、C2、H、E1G1、E1G2、E1G3）
、および回転軸サブユニット（D、F、d1、
d2）についてサブユニット間相互作用や複合体形成能について明らかにした（論文準備中）
。
既知 V-ATPase 阻害剤の阻害機構：環境ホルモン（TBT）が、V1 部分を特異的に阻害することを発見
した。１分子解析から、TBT は ATP 結合直後に起こるステップ回転を阻害することが示された（BJ,
2009）。
阻害剤の有機合成：骨破細胞 V-ATPase の特異的阻害剤（FR 167356）の合成ルートを確立した。さら
に同様のルートを使い、17 種類の誘導体を合成することに成功した（論文準備中）。また、V-ATPase
阻害活性を有する天然化合物 Palmerolide A に関して、3 つに分割したフラグメントを光学活性体として
合成することに成功した。さらに、2 つのフラグメントのカップリングと側鎖エナミド部の構築方法の
開発に成功した。
化合物ライブラリーからのスクリーニングおよび in silico スクリーニング：腸球菌 V-ATPase の ATPase
活性阻害を指標に、制御領域が保有する化合物ライブラリーから 280 種類（IC50 10 μM 以下）の新規阻
害剤を見いだした。このうち V1-ATPase を阻害する化合物は 3 種類のみであり、残りの多くが膜内リン
グに結合すると予想された。また、24 種の阻害剤はヒト V-ATPase が形成するオルガネラのプロトン勾
配も阻害した。阻害剤結合候補である膜内リングと阻害剤との共結晶構造解析を行い、低分解能の X 線
結晶構造を得た。この構造に基づいて、形状類似性を指標とした in silico スクリーニングを行い、候補
化合物を選択した。
(ii) SLC ファミリー輸送体（平成 22 年度から現在まで）
哺乳類 SLC 輸送体に対する抗体が、当該輸送体の基質輸送活性を阻害することを明らかにし、抗体
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医薬シーズとしての利用可能性を示した。
(iii) ATP 駆動性輸送体（平成 22 年度から現在まで）
CmABCB1 を酵母にて発現させた細胞を用いた薬物耐性試験による輸送基質の同定を行い、ヒト由来
ABCB1 と類似の基質特異性を示すことを明らかにした。さらに、それら基質輸送に伴う ATP 分解活性
測定による機能解析を実施した。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

17 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

36 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

62 件

５．課題全体の特許出願件数

11 件（うち国外 1 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

29 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 3 件）

７．当初計画に対する達成度
構造解析に関して：V-ATPase の多くの新規複合体の高分解能での構造解析に成功したほか、SLC 輸
送体や ATP 駆動型輸送体についても 3.5Å付近での構造解析が完了した事例、あるいは近々の構造決定
が有望視される事例が数例あることを考慮すると、計画は十分に達成されているといえる。
機能解析に関して：細菌 V-ATPase については種々の機能アッセイ系を確立し、それを用いて細菌
V-ATPase 阻害活性を有する数多くの新規化合物を見出した。今後、ヒト V-ATPase についても阻害剤ス
クリーニングを進めたい。SLC 輸送体に関する機能解析はまだ十分ではないが、哺乳類 SLC 輸送体に
対する抗体の一つが基質輸送活性を阻害する機能性抗体であり、有望な抗体医薬シーズであることを示
した。本課題が保有する抗体作製法が抗体医薬開発研究にも応用できる可能性を示した点は、当初計画
の範囲外の副次的産物ではあるが良好な評価をいただけるものと考えている。ABC 輸送体についても
基質排出活性と基質特異性を独立に測定する機能解析系を構築した上で、新規阻害剤の合成へと研究が
進展している。当初の計画は十分に達成されている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究課題は、平成 19〜22 年度に実施された技術開発研究（生産 D2 および生産 D3）の成果を継承
している。それら一連の技術を「膜蛋白質構造解析プラットフォーム」として共有化し、各種の創薬タ
ーゲット輸送体の構造解析を密接な連携のもとで進めている。課題全体の運営を円滑にしていくため、
ターゲットタンパク研究説明会や交流会、シンポジウムの後に代表機関および分担機関の代表者が一堂
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ている。また、平均して月 2〜3 回の頻度で
代表研究者は分担研究者に実験の進捗状況や問題点を電話・電子メール等の手段にて確認・照会しつつ、
得られた知見は関係者間ですみやかに双方向的にフィードバックするように指示をしている。さらに、
代表機関の代表者は分担機関を頻繁に訪問し、研究方針を具体的に協議している（例えば、理研横浜で
は月 1 回の頻度でミーティングを行っている）
。
９．他の課題との情報共有・連携
生産 C1 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」
（横山
茂之先生）との連携により、膜蛋白質 AdipoR1、AdipoR2、および Claudin-4/C-CPE 複合体に対する抗体
の作製を共同で行っている。いずれの膜蛋白質に対しても、未変性の立体構造を認識し、かつ高親和性
の抗体が取得できた。AdipoR1／Fab フラグメントの共結晶化スクリーニングを進めている。また、同
課題が有する大腸菌無細胞蛋白質合成システムを使用し、V-ATPase サブユニットの生産を共同で進め
ている。さらに、制御 C1 課題「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」(本間光
貴先生)と連携して、in silico スクリーニングによる V-ATPase 阻害剤の探索および評価を行っている。
生命 B5 課題「非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明」（濡木理先生）との連携により、哺乳
類・薬物排出トランスポーターMATE の細菌ホモログに対する抗体の作製を共同で行った。生命 A5 課
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題「新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」
（岡村康司先生，中川敦史先生）との連携により、
マウス・プロトンチャネル VSOP に対する抗体の作製を共同で行った。課題内部では代表機関と分担機
関（理化学研究所播磨研究所）との連携により細菌・シュウ酸トランスポーターOxlT に対する抗体の
作製を共同で行った。本プログラム以外では、協和発酵キリン、第一三共等の製薬企業と創薬ターゲッ
ト膜蛋白質に対する機能性抗体の開発を共同で進めているほか、海外の研究者（英国ロンドン大学の
Bonnie Wallace）とも抗体フラグメントを利用した膜蛋白質結晶構造解析の共同研究を行っている。
１０．人材育成
ポスドク等を課題内の他の機関に移籍（例：分担機関の東大・浜窪グループから中核機関の京大・岩
田グループへ 1 名、分担機関の理研（現 京都産業大）
・横山謙グループから分担機関の東大・浜窪グル
ープへ 1 名）させることにより、共同研究の体制をより緊密にし、技術交流を深化させる取り組みを行
っている。雇用している研究者等に対しては、本プログラムでの開発技術や研究手法を広く普及させる
ため、国内外の他の研究室で新たなポジションを獲得して研究を発展させるように促すつもりである。
しかしながら一方で、本プログラムでの開発技術の普遍性を検証したり、技術を活用して数多くの膜蛋
白質の構造解析例を論文の形で発表するにはさらに 2〜3 年の時間を要する。その期間に現在の人財を
維持・育成するだけの研究予算が与えられれば、次世代の膜蛋白質構造解析分野における日本の研究者
層はたいへん厚いものになるであろう。
１１．終了までの具体的な見通し
本課題が有する「膜蛋白質構造解析プラットフォーム」を効率的に運用して、V-ATPase、ATP 駆動性
輸送体、SLC ファミリー輸送体の構造解析の成功例を積み上げるとともに、広くプログラム内外（産業
界も含めて）に対して技術支援を行う活動も強化したい。取得した膜蛋白質に対する構造認識抗体は機
能性抗体としての生理活性を有する可能性が高い。今後これらの抗体による膜蛋白質の機能制御の分子
機構を膜蛋白質／抗体複合体の立体構造情報に基づいて理解するとともに、進化分子工学的手法による
抗体分子の人為的改変、膜蛋白質／抗体の分子間相互作用の計算機上でのシミュレーション等の実験を
融合させることにより、合理的な抗体医薬創出の新たな潮流を生み出すことが可能であろう。
また、本研究で新たに見出された V-ATPase および ABC 駆動性輸送体の阻害剤については、誘導体の
合成経路を確立し、医薬品開発に繋がる新規化合物の創出をめざす。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究において抗体作製支援を行っているが、取得される抗体の多くは「結晶化リガンド」の枠を超
えた「細胞機能制御抗体」ともいうべき新しいカテゴリーの抗体である。「膜蛋白質構造解析プラット
フォーム」を今後も適切に維持・運用してゆくことができれば、膜蛋白質構造解析、ならびに膜蛋白質
をターゲットとする抗体医薬創出における 5〜10 年後の我が国の国際競争力は顕在化するであろう。現
時点でも国内の多くの製薬企業が本研究の成果に興味を示し、そのうち数社とは実際に共同研究を開始
するに至っている。我が国の膜蛋白質研究における Center of Excellence (COE)として「膜蛋白質構造解
析プラットフォーム」に関わる人員ならびに設備の維持のための予算措置を切に希望する。
１３．特記事項
「膜蛋白質構造解析プラットフォーム」が有する技術をプログラム内外で広く普及させるためのアウ
トリーチ活動の一環として、「滞在型技術トレーニング」を実施している。これは、共同研究先の研究
員が数日間〜2 週間程度、代表機関（京都大学）に滞在して実際に実験作業に参加するかたちで、膜蛋
白質に対する結晶化リガンド作製の技術支援を行うものである。代表機関では今後も、然るべきリソー
ス（人員、研究予算等）が与えられればこのような活動をさらに拡充して継続してゆけると考えている。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,388

0

0

0

物品費（千円）

5,640

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

34,928

人件費（千円）

18,787

25,273

20,805

48,552

旅費（千円）

7,692

業務実施費（千円）

18,825

11,650

13,810

32,656

その他（千円）

4,201

間接経費（千円）

12,000

11,077

10,385

24,362

間接経費（千円）

15,739

合計（千円）

52,000

48,000

45,000

105,570

合計（千円）

68,200

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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計

318,770
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代 表 機 関 の 課 題 名

創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明

代

京都大学 大学院医学研究科

表

機

関

機関の代表研究者名

岩田

想

１．課題開始時における各機関の達成目標
輸送体膜蛋白質は生活習慣病、がん、精神神経障害等さまざまな疾患の治療に有効な医薬品の作用点
となり得る、あるいは薬物動態に関与し得るため、医学的にきわめて重要な研究対象である。本研究の
目的は、輸送体膜蛋白質の立体構造を X 線結晶構造解析の手法を用いて高分解能で明らかにし、その分
子機構を解明した上で、構造情報に基づく阻害剤の in silico スクリーニング、化合物ライブラリーから
の阻害剤スクリーニング、新規阻害剤の分子設計・有機合成等を行い、医薬品シーズを合理的に創出す
ることである。
当機関では V-ATPase および SLC ファミリー膜輸送体をターゲットとして、図 1 に示すような流れで
構造・機能解析を進める。平成 19〜21 年度の技術開発課題 生産 D3 において確立された膜蛋白質の結
晶化を促進する構造認識抗体作製技術の基盤を活用して、プログラム内外（産業界も含む）で膜蛋白質
構造解析に関する共同研究を募集し、技術支援を積極的に行う。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析に関する成果概要：細菌 V-ATPase の膜内リングおよび種々の膜外ドメイン（EGa 複合体，
DF 複合体，A3B3 複合体、ならびに A3B3DF 複合体）を高分解能で構造解析した。また，ヒト V-ATPase
における創薬ターゲット部分である DF 複合体の結晶化に成功し、構造解析を進めている。その他に、2
種の SLC 輸送体と 1 種の ABC 輸送体の構造解析（いずれも 3.5Å分解能）、1 種の哺乳類 SLC 輸送体の
結晶化に成功した。
機能解析に関する成果概要：細菌 V-ATPase の機能アッセイ系を確立し、化合物ライブラリーの中か
ら細菌 V-ATPase 阻害活性を有する数多くの新規化合物を見出した。また、ヒト V-ATPase の創薬ターゲ
ット部分のサブユニット構成を明らかにした。細菌 V-ATPase 膜内リングと新規阻害剤との共結晶構造
を決定し、その構造データに基づき阻害剤の in silico スクリーニングを行った。哺乳類 SLC 輸送体に対
する抗体が、当該輸送体の基質輸送活性を阻害することを明らかにし、抗体医薬シーズとしての可能性
を示した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
(i) V-ATPase（平成 19 年度から現在まで）
細菌 V-ATPase：一般に V 型 ATPase はプロトンを輸送するが、腸球菌 V 型 ATPase は Na+と Li+を輸
送する特性をもつ。新たに Li+結合型膜内リングの X 線結晶構造と性質を明らかにし、以前求めた Na+
結合型の構造と比較することにより、本酵素のイオン選択性の分子基盤を明らかにした（PNAS, 2008;
図 2a）。また、F 型および V 型の両 ATPase の阻害剤として知られる阻害剤 DCCD と膜内リングとの共
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結晶構造を明らかにした（分解能 3.1 Å; PDB 3AOU;
図 2b）。得られた基質イオン非結合型の構造からイオ
ン輸送機構モデルを提案した（論文投稿中）。
また、細菌 V-ATPase における種々の膜外ドメイン
についても構造解析を進めた。腸球菌 V-ATPase の外
周固定子であるサブユニット E、G、a（N 末水溶性領
域）をそれぞれ発現•精製し、複合体形成能などの機
能や X 線小角散乱による溶液構造を明らかにした
（JBC, 2008; 図 3a）。腸球菌 V-ATPase の回転軸部分で
ある DF 複合体の原子分解能構造（分解能 2.0
Å; PDB 3AON）を V 型 ATPase として初めて
明らかにした（論文準備中; 図 3b）。腸球菌
V-ATPase の A3B3 複合体について、解像度 2.8
Å（ヌクレオチド結合型）および 3.4 Å（ヌク
レオチド非結合型）を示す結晶を得ることに成
功した。現在構造精密化中である（図 3d）。
腸球菌 V-ATPase の触媒頭部 A3B3DF 複合体の
発現精製系を確立し(BBRC, 2009)、原子分解能
構造（分解能 2.1 Å）を V 型 ATPase として
初めて明らかにした（論文準備中; 図 3e）。ま
た、腸球菌および好熱菌の V-ATPase に対する
構造認識抗体を作製し、得られた抗体フラグメント(Fab)と全体構造及び各種複合体との共結晶化スクリ
ーニングも行っている。
ヒト V-ATPase：ヒト V-ATPase の各種サブユニットや複合体の大量精製系を確立した（PEP, 2011）。
創薬ターゲット部分であるヒト DF 複合体の結晶化（分解能 2.9 Å）に成功した。現在、構造精密化中
である。
(ii) SLC ファミリー輸送体（平成 22 年度から現在まで）
平成 19〜22 年度の生産 D3 課題にて着手したものの未完了であった SLC 輸送体／抗体フラグメント
複合体の結晶構造解析を引き継いで進めた。その結果、ヒト SLC 輸送体および細菌 SLC 輸送体オーソ
ログの構造決定（分解能はともに 3.5Å）に成功し、その他に 1 種の哺乳類 SLC 輸送体について構造解
析可能な結晶（3.2Å分解能まで回折）を得た（図 4）。

(iv) その他の膜輸送体，モデル膜蛋白質
細菌ポリスルフィド還元酵素 Psr：好熱菌 polysulfide reductase (Psr)の結晶構造を 2.4Å分解能で決定し、
細菌における硫黄呼吸の分子基盤を明らかにした(NSMB, 2008)。
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細菌対向輸送体：In-gel 蛍光 Native 電気泳動法を用いた結晶化試料スクリーニング法を確立した（AB,
2011）。この方法を利用した細菌対向輸送体の調製条件至適化を進めると共に、結晶化を促進する構造
認識抗体を作製中である。
ヒト・ヒスタミン H1 受容体：細胞内第 3 ループを T4 リゾチームで置き換えた安定化変異体
（HRH1-Nd-T4L）をメタノール酵母を用いて生産・精製した。アンタゴニストの一つである Doxepin を
結合させてキュービック相結晶化法により結晶化し、構造を 3.1Å分解能で決定した (Nature, 印刷中)。

(iv) 抗体作製支援活動
生産 C1 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」
（横山
茂之先生）との連携により、ヒト・アディポネクチン受容体 AdipoR1、AdipoR2、およびヒト・
Claudin-4/C-CPE 複合体に対する抗体の作製を共同で行った。生命 B5 課題「非翻訳 RNA による高次細
胞機能発現機構の解明」
（濡木理先生）との連携により、哺乳類・薬物排出トランスポーターMATE の
細菌ホモログに対する抗体の作製を共同で行った。生命 A5 課題「新規膜電位センサー蛋白群の構造と
機能の解明」
（岡村康司先生，中川敦史先生）との連携により、マウス・プロトンチャネル VSOP に対
する抗体の作製を共同で行った。課題内の分担機関（理化学研究所播磨研究所・山下敦子先生）との連
携により細菌・シュウ酸トランスポーターOxlT に対する抗体の作製を共同で行った。その他にも海外
の研究機関や国内の企業と連携して、種々の膜蛋白質に対する抗体の作製を共同で行った。いずれの膜
蛋白質に対しても、未変性の立体構造を認識し、かつ高親和性の抗体が取得できた。膜蛋白質／抗体フ
ラグメントの共結晶化スクリーニングを進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
(i) V-ATPase（平成 19 年度から現在まで）
ATP 合成活性測定系の確立：好熱菌 V 型 ATPase の ATP 合成活性測定系を確立し、1 分子の ATP 合
成に必要なプロトン透過数が 4 であることを証明した (PNAS, 2007)。
ヒト V-ATPase 外周固定子および回転軸のサブユニット構成：V1 と Vo の結合解離により活性制御さ
れているヒト V-ATPase では、それらを繋ぐ外周固定子と回転軸部分が創薬ターゲットとなり得る。外
周固定子サブユニット（C1、C2、H、E1G1、E1G2、E1G3）、および回転軸サブユニット（D、F、d1、
d2）についてサブユニット間相互作用や複合体形成能について明らかにした（論文準備中）
。
化合物ライブラリーからのスクリーニングおよび in silico スクリーニング：腸球菌 V-ATPase の ATPase
活性阻害を指標に、制御領域が保有する化合物ライブラリーから 280 種類（IC50 10 μM 以下）の新規阻
害剤を見いだした。このうち V1-ATPase を阻害する化合物は 3 種類のみであり、残りの多くが膜内リン
グに結合すると予想された。また、24 種の阻害剤はヒト V-ATPase が形成するオルガネラのプロトン勾
配も阻害した。阻害剤結合候補である膜内リングと阻害剤との共結晶構造解析を行い、低分解能の X 線
結晶構造を得た。この構造に基づいて、形状類似性を指標とした in silico スクリーニングを行い、候補
化合物を選択した。
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(ii) SLC ファミリー輸送体（平成 22 年度から現在まで）
哺乳類 SLC 輸送体に対する抗体が、当該輸送体の基質輸送活性
を阻害することを明らかにし、抗体医薬シーズとしての利用可能
性を示した(図 6)。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

10 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

13 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

15 件

５．各機関の特許出願件数

3 件（うち国外 1 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

7件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 2 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
構造解析に関して：V-ATPase の多くの新規複合体の高分解能での構造解析に成功したほか、SLC 輸送
体についても 3.5Å付近での構造解析が完了した事例、あるいは近々の構造決定が有望視される事例が
数例あることを考慮すると、計画は十分に達成されているといえる。
機能解析に関して：細菌 V-ATPase については種々の機能アッセイ系を確立し、それを用いて細菌
V-ATPase 阻害活性を有する数多くの新規化合物を見出した。今後、ヒト V-ATPase についても阻害剤ス
クリーニングを進めたい。SLC 輸送体に関する機能解析はまだ十分ではないが、哺乳類 SLC 輸送体に
対する抗体の一つが基質輸送活性を阻害する機能性抗体であり、有望な抗体医薬シーズであることを示
した。本課題が保有する抗体作製法が抗体医薬開発研究にも応用できる可能性を示した点は、当初計画
の範囲外の副次的産物ではあるが良好な評価をいただけるものと考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究課題は、平成 19〜22 年度に実施された技術開発研究（生産 D2 および生産 D3）の成果を継承
している。それら一連の技術を「膜蛋白質構造解析プラットフォーム」として共有化し、各種の創薬タ
ーゲット輸送体の構造解析を密接な連携のもとで進めている。
課題全体の運営を円滑にしていくため、ターゲットタンパク研究説明会や交流会、シンポジウムの後
に代表機関および分担機関の代表者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
ている。また、平均して月 2〜3 回の頻度で代表研究者は分担研究者に実験の進捗状況や問題点を電話・
電子メール等の手段にて確認・照会しつつ、得られた知見は関係者間ですみやかに双方向的にフィード
バックするように指示をしている。さらに、代表機関の代表者は分担機関を頻繁に訪問し、研究方針を
具体的に協議している（例えば、理研横浜では月 1 回の頻度でミーティングを行っている）
。
９．他の課題との情報共有・連携
生産 C1 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」
（横山
茂之先生）との連携により、膜蛋白質 AdipoR1、AdipoR2、および Claudin-4/C-CPE 複合体に対する抗体
の作製を共同で行っている。いずれの膜蛋白質に対しても、未変性の立体構造を認識し、かつ高親和性
の抗体が取得できた。AdipoR1／Fab フラグメントの共結晶化スクリーニングを進めている。また、同
課題が有する大腸菌無細胞蛋白質合成システムを使用し、V-ATPase サブユニットの生産を共同で進め
ている。さらに、制御 C1 課題「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」(本間光
貴先生)と連携して、in silico スクリーニングによる V-ATPase 阻害剤の探索および評価を行っている。生
命 B5 課題「非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明」
（濡木理先生）との連携により、哺乳類・
薬物排出トランスポーターMATE の細菌ホモログに対する抗体の作製を共同で行った。生命 A5 課題「新
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規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」（岡村康司先生，中川敦史先生）との連携により、マウ
ス・プロトンチャネル VSOP に対する抗体の作製を共同で行った。課題内部では代表機関と分担機関（理
化学研究所播磨研究所）との連携により細菌・シュウ酸トランスポーターOxlT に対する抗体の作製を
共同で行った。
本プログラム以外では、協和発酵キリン、第一三共等の製薬企業と創薬ターゲット膜蛋白質に対する
機能性抗体の開発を共同で進めているほか、海外の研究者（英国ロンドン大学の Bonnie Wallace）とも
抗体フラグメントを利用した膜蛋白質結晶構造解析の共同研究を行っている。
１０．人材育成
若手研究者１名を分担機関の東大・浜窪グループから当機関に移籍させることにより、共同研究の体
制をより緊密にし、抗体作製に関する技術交流を深化させる取り組みを行った。雇用している研究者等
に対しては、本プログラムでの開発技術や研究手法を広く普及させるため、国内外の他の研究室で新た
なポジションを獲得して研究を発展させるように促すつもりである。しかしながら一方で、本プログラ
ムでの開発技術の普遍性を検証したり、技術を活用して数多くの膜蛋白質の構造解析例を論文の形で発
表するにはさらに 2〜3 年の時間を要する。その期間に現在の人財を維持・育成するだけの研究予算が
与えられれば、次世代の膜蛋白質構造解析分野における日本の研究者層はたいへん厚いものになるであ
ろう。
１１．終了までの具体的な見通し
本課題が有する「膜蛋白質構造解析プラットフォーム」を効率的に運用して、V-ATPase、ATP 駆動性
輸送体、SLC ファミリー輸送体の構造解析の成功例を積み上げるとともに、広くプログラム内外（産業
界も含めて）に対して技術支援を行う活動も強化したい。取得した膜蛋白質に対する構造認識抗体は機
能性抗体としての生理活性を有する可能性が高い。今後これらの抗体による膜蛋白質の機能制御の分子
機構を膜蛋白質／抗体複合体の立体構造情報に基づいて理解するとともに、進化分子工学的手法による
抗体分子の人為的改変、膜蛋白質／抗体の分子間相互作用の計算機上でのシミュレーション等の実験を
融合させることにより、合理的な抗体医薬創出の新たな潮流を生み出すことが可能であろう。
また、本研究で新たに見出された V-ATPase 阻害剤については、誘導体の合成経路を確立し、がんや
骨粗鬆症の治療薬開発に繋がる新規化合物の創出をめざす。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
当機関において膜蛋白質の抗体作製支援を行っているが、取得される抗体の多くは「結晶化リガンド」
の枠を超えた「細胞機能制御抗体」ともいうべき新しいカテゴリーの抗体である。「膜蛋白質構造解析
プラットフォーム」を今後も適切に維持・運用してゆくことができれば、膜蛋白質構造解析、ならびに
膜蛋白質をターゲットとする抗体医薬創出における 5〜10 年後の我が国の国際競争力は顕在化するであ
ろう。現時点でも国内の多くの製薬企業が本研究の成果に興味を示し、そのうち数社とは実際に共同研
究を開始するに至っている。我が国の膜蛋白質研究における Center of Excellence (COE)として「膜蛋白
質構造解析プラットフォーム」に関わる人員ならびに設備の維持のための予算措置を切に希望する。
１３．特記事項
「膜蛋白質構造解析プラットフォーム」が有する技術をプログラム内外で広く普及させるためのアウ
トリーチ活動の一環として、「滞在型技術トレーニング」を実施している。これは、共同研究先の研究
員が数日間〜2 週間程度、代表機関（京都大学）に滞在して実際に実験作業に参加するかたちで、膜蛋
白質に対する結晶化リガンド作製の技術支援を行うものである。代表機関では今後も、然るべきリソー
ス（人員、研究予算等）が与えられればこのような活動をさらに拡充して継続してゆけるものと考えて
いる。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,388

0

0

0

物品費（千円）

2,063

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

21,139

人件費（千円）

2,522

8,543

5,744

24,999

旅費（千円）

業務実施費（千円）

8,393

3,764

5,794

8,847

その他（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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間接経費（千円）

4,000

3,692

3,462

10,154

間接経費（千円）

7,615

合計（千円）

17,303

16,000

15,000

44,000

合計（千円）

33,000

125,303

６
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関
分 担 機 関 の 課 題 名

サブテーマ１：ヒトおよび腸球菌(E. hirae) V-ATPase の機能解析と阻害剤の
スクリーニング；サブテーマ２：好熱菌(T. thermophilus) V-ATPase のホロ複
合体、サブ複合体の発現•精製系構築と機能解析、リード化合物の評価；サ
ブテーマ３：GFP 融合蛋白質技術を応用した結晶化用試料スクリーニング
システムの高度化

分

担

機

関

機関の代表研究者名

独立行政法人理化学研究所
１：村田

武士、２：横山

謙、３：山下

敦子

１．課題開始時における各機関の達成目標
V-ATPase は真核生物のほとんどの膜系に存在し、プロトンポンプとして働いて内部の酸性環境を作り
出している（図 A）。また、V-ATPase は破骨細胞やガン細胞の細胞膜にも多く発現している。本酵素に
よる酸性環境異常が骨粗鬆症やガン転移の原因の一つであり、その特異的阻害剤はこれら疾患の新しい
治療薬として期待されている。我々はバクテリア型 V-ATPase を初めて同定し、分子生物学•生化学•構
造生物学的研究を展開してきた。本研究では V-ATPase の構造•機能研究をさらに進め、V-ATPase の分
子メカニズムの解明を目指す（図 B）。また、ヒト V-ATPase サブユニットの構造•機能解析を行い、真
核細胞 V-ATPase の多機能性や上記疾患などについて考察する（図 C）
。さらにバクテリア V-ATPase の
サブユニット構造を使ったインシリコスクリーニング、化合物ライブラリーからのスクリーニング、有
機合成を行い、骨粗鬆症やガンの治療薬に繋がる V-ATPase の特異的阻害剤の創出を目指す（図 D）。
サブテーマ１ではヒトおよび腸球菌由来 V-ATPase の発現•精製とその機能解析を行い、V-ATPase の
分子メカニズムやヒトとバクテリアの V-ATPase の違いなど明らかにすることを目的とする。また、既
知構造をもとにしたインシリコスクリーニング、化合物からのスクリーニングを行い、骨粗鬆症やガン
の治療薬に繋がるリード化合物の探索を行う。
サブテーマ２では好熱菌 V-ATPase のホロ複合体やサブ複合体の発現•精製系構築し、機能解析を行う。
また、一分子回転実験系を用いて阻害剤の反応機構を明らかにすることを目的とする。
サブテーマ３では平成 21 年度までに生産 D2 課題にて開発した GFP 融合蛋白質技術を応用した膜タ
ンパク質結晶化支援法を用いて、立体構造が解明されていない輸送体膜蛋白質の結晶化を支援すること
を目的に、開発技術の高度化と実際の試料への適用を行う。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
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＜構造解析に関して＞
バ ク テ リ ア V-ATPase に 関 し て ---腸球菌 V-ATPase の各種サブユニットや複合体の大量精製系を確
立した。このうち、Li+結合型膜内リング（2.4 Å; PNAS, 2008）、DCCD 結合型膜内リング（3.1 Å；論
文投稿中）、外周固定子（SAXS による溶液構造モデル; JBC, 2008）、DF 複合体（分解能 2.0 Å; 論文投
稿中）、A3B3 複合体（ヌクレオチド非結合型；2.8 Å、ヌクレオチド結合型；3.4 Å；論文準備中）、A3B3DF
複合体（2.1 Å; 論文準備中）の立体構造を得ることに成功した。また、好熱菌由来 V 型 ATPase の A3B3
複合体の X 線結晶構造（2.8Å分解能; EMBO J, 2009）を明らかにした。これらの構造情報から V-ATPase
の分子メカニズムの理解を大幅に進めることができた。
ヒト V-ATPase に関して---バクテリア V-ATPase の研究で得られた知見をもとに、ヒト V-ATPase の各種
サブユニットや複合体の大量精製系を確立した（PEP, 2011）。このうち、創薬ターゲット部分である
DF 複合体の結晶化（2.9 Å分解能）に成功した。現在、構造精密化中である。
サブテーマ３に関して--- In-gel 蛍光 Native 電気泳動法について、条件を至適化し、システムを完成した
（AB, 2011）。この方法を各種輸送体蛋白質に適用し、結晶化能判定に利用可能であることを立証し、
結晶化に適した良好な性質を持つ試料を見いだすことに成功した。
＜機能解析に関して＞
V-ATPase のサブユニットやサブ複合体について、タンパク質—タンパク質相互作用を詳細に解析し
た。これにより V-ATPase のサブユニット構成や分子集合機構についての多くの知見を得ることができ
た(論文準備中)。バクテリア V-ATPase について、１分子測定計系等の種々の機能アッセイ系を確立し
（PNAS, 2007）、酵素学的パラメーター（JBC, 2008）、回転の素過程（論文準備中）を明らかにした。
上記のアッセイ系を用いて既知の阻害剤の反応機構を明らかにし（BJ, 2009）、さらに、化合物ライブラ
リーからバクテリア V-ATPase 阻害活性を有する数多くの新規化合物を見出した。バクテリア V-ATPase
膜内リングと新規阻害剤との共結晶構造を決定し、その構造データに基づき阻害剤の in silico スクリー
ニングを行った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
＜バクテリア V-ATPase に関して＞
膜内リングのイオン選択性---一般に V-ATPase はプロトンを輸送するが、腸球菌 V-ATPase は Na+と Li+
を輸送する。そこで今回、Li+結合型膜内リングの X 線結晶構造と性質を明らかにし、以前求めた Na+
結合型の構造と比較することにより、本酵素のイオン選択性を明らかにした（PNAS, 2008）。
阻害剤結合型リングの結晶構造解析--- V-ATPase の阻害剤として知られる DCCD と膜内リングとの共結
晶構造を明らかにした（分解能 3.1 Å; PDB 3AOU）。得られた基質イオン非結合型の構造からイオン
輸送機構モデルを提案した（論文投稿中）。
外周固定子の溶液構造---腸球菌 V-ATPase のサブユニット E、G、aN 末ドメインをそれぞれ発
現•精製し、複合体形成能などの機能や X 線小角散乱による溶液構造を明らかにした
（JBC, 2008）。
腸球菌 DF 複合体の結晶構造解析---回転軸部分である DF 複合体の原子分解能構造（分
解能 2.0 Å; PDB 3AON）を V 型 ATPase として初めて明らかにし、構造に基づいた生化
学実験を展開し、回転軸の役割について明らかにした（論文投稿中）
。
好熱菌 A3B3 複合体の結晶構造解析---好熱菌由来 V 型 ATPase の触媒部分である A3B3 複
合体の X 線結晶構造（分解能 2.8 Å; PDB 3GQB）を明らかにした。（EMBO J, 2009）。
腸球菌 A3B3 複合体の結晶構造解析---ヌクレオチド結合型（分解能 2.8 Å）および非結合
型（分解能 3.4 Å）A3B3 複合体の X 線結晶構造解析に成功した。構造に基づいた生化
学実験を展開し、ヌクレオチドに依存した構造変化と A3B3 部分の役割を明らかにした
（論文準備中）。
腸球菌 A3B3DF 複合体複合体の X 線結晶構造解析---触媒頭部 A3B3DF 複合体の発現精
、原子分解能構造（分解能 2.1 Å）を V-ATPase として初
製系を確立し（BBRC, 2009）
めて明らかにした。構造に基づいた生化学実験を展開し、現在 V1-ATPase の回転メカニ
ズムモデルを作成中である。
全複合体複合体の結晶化---腸球菌及び好熱菌 V-ATPase の全複合体の結晶化に成功し、
結晶性の改善にとり組んでいる。結晶性を改善するために、V-ATPase のサブユニットを
特異的に認識する抗体を作成した。複数の特異的抗体が得られ、酵素—抗体複合体の結
晶化スクリーニングを進めている。
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＜ヒト V-ATPase に関して＞
各サブユニットや複合体の結晶化---バクテリア V-ATPase の研究で得られた知見をもとに、精製に成功
したヒト由来の d1、d2、C2、F、H、C1 サブユニット、E1G1、E1G2、E1G3、E2G1、E2G2、E2G3、
DFd1、E1G1C2 複合体（PEP, 2011）や、最近発現精製に成功した A3B3DF 複合体について結晶化スクリ
ーニングを継続している。現在のところ、創薬ターゲット部分である H サブユニッ
トと E1G1 複合体の微結晶が得られている。
ヒト DF 複合体の X 線結晶構造解析---創薬ターゲット部分であるヒト DF 複合体の
結晶化（分解能 3.5 Å）に成功した。現在、構造解析中である。
＜サブテーマ３に関して＞
平成 21 年度までに開発した GFP 融合蛋白質技術を応用した膜タンパク質結晶化支援法のうち、In-gel
蛍光 Native 電気泳動法について、条件を至適化し、システムを完成した（AB, 2011）。この方法を各種
輸送体蛋白質に適用し、結晶化能判定に利用可能であることを立証した。この方法も含めた GFP 融合
蛋白質技術を X 線結晶構造解析未達成の輸送体膜蛋白質に適用し、試料スクリーニングを行った結果、
結晶化に適した良好な性質を持つ試料を見いだすことに成功した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
腸球菌 V-ATPase のサブユニット間相互作用---精製に成功したすべてのサブユニット（A、B、D、E、F、
G、d、a、ローターリング）についてビアコアやゲル濾過を用いて、サブユニット間相互作用を明らか
にした。これにより V-ATPase のサブユニット構成や分子集合機構を明らかにすることができた。
ヒト V-ATPase 外周固定子及び回転軸のサブユニット構成---V1 と Vo の結合解離により活性制御されてい
るヒト V-ATPase では、それらを繋ぐ外周固定子と回転軸部分が創薬ターゲットとなり得る。外周固定
子サブユニット（C1、C2、H、E1G1、E1G2、E1G3）及び、回転軸サブユニット（D、F、d1、d2）に
ついてサブユニット間相互作用や複合体形成能について明らかにした。これによりヒト V-ATPase のサ
ブユニット構成やアイソフォームの違いを明らかにすることができた（論文準備中）。
V-ATPase のイオン結合部分の特定---赤外分光法(ATR-FTIR)を用いて、腸球菌 V-ATPase のイオン結合部
分の特定に成功した（JACS, 2011）。
ATP 合成活性測定系の確立---好熱菌 V 型 ATPase の ATP 合成活性測定系を確立し、ATP１分子の合成に
必要なプロトン透過数が４であることを証明した (PNAS, 2007)。
１分子測定系による酵素学的パラメーターの決定---１分子測定系を改良し、多分子系測定と組み合わせ
ることにより、好熱菌 V 型 ATPase の酵素学的パラメーターを明らかにした（JBC, 2008）。
高時間分解能１分子観察系による V-ATPase 反応機構--- V1 および VoV1 の回転部分に 40 nm の金コ
ロイド粒子を結合させ、高速カメラでその挙動を観察することにより、ミリ秒単位での回転素過程の解
析が可能になった。その結果、1) V1 部分での ATP 加水分解の反応素過程の自邸数が明らかになり、
F1-ATPase と異なる力学—化学エネルギー変換過程を持つことがほぼ確定された。2) VoV1 における Vo
ローターの 30°おきのステップを検出できた（論文準備中）。
既知 V-ATPase 阻害剤の阻害機構---環境ホルモン（TBT）の阻害様式を１分子計測により解析し、ATP
結合直後に起こるステップ回転を阻害するが分かった。（BJ, 2009）
化合物ライブラリーからのスクリーニング及び in silico スクリーニング---腸球菌 V-ATPase の ATPase 活
性阻害を指標に、制御領域が保有する化合物ライブラリーから 280 種類（IC50 10μM 以下）の新規阻
害剤を見いだした。このうち V1-ATPase を阻害する化合物は 3 種類のみであり、残りの多くが膜内リン
グに結合すると予想された。また、24 種の阻害剤はヒト V-ATPase が形成するオルガネラのプロトン勾
配も阻害した。阻害剤結合候補である膜内リングと阻害剤との共結晶構造解析を行い、低分解能の X 線
結晶構造を得た。この構造に基づいて、形状類似性を指標とした in silico スクリーニングを行い、候補
化合物を選択した。現在、これらの候補の合成及び誘導体の合成経路の検討を行っている。
有害菌 V-ATPase をターゲットとした新規抗生剤の開発---腸球菌の V-ATPase は、化膿連鎖球菌やウェル
シュ菌などの有害微生物の V-ATPase と高い相同性を示す。今回得られた 280 種類の阻害剤の中で 22 種
類の阻害剤が腸球菌の増殖速度を低下させた。その中には、5 µM という低濃度で菌の増殖を阻害する
ものも含まれていた。そこで、上記の有害微生物の V 型 ATPase を阻害することで菌の増殖を抑制する
という、新しい作用機序をもった抗菌剤としての可能性も視野にいれ、研究を進めている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

7件
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PDB 登録の有無にかかわらず構

２２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１３件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１７件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
構造解析に関して：バクテリア V-ATPase の多くの新規複合体の高分解能構造解析に成功し、これを参
考にヒト V-ATPase の創薬ターゲット部分についても構造決定されつつあることを考慮すると、計画は
十分に達成されているといえる。
機能解析に関して：バクテリア及びヒト由来 V-ATPase のサブユニット間相互作用や酵素反応機構につ
いて明らかにした。また、種々の機能アッセイ系を確立し、それを用いて V-ATPase 阻害活性を有する
数多くの新規化合物を見出した。以上より計画は十分に達成されているといえる。
サブテーマ３に関して：生産 D2 課題での開発技術が輸送体膜蛋白質に適用可能であることを確認し、
開発技術を完成させたこと、これらの技術を利用して X 線結晶構造解析未達成の輸送体膜蛋白質の良好
な遺伝子種・精製条件を見つけることに成功したことから、計画は十分に達成できたといえる。
８．課題内の情報共有・連携体制
＜研究の連携体制＞
理化学研究所、及び京都産業大学で V-ATPase の生産を行い、機能解析及び阻害剤のスクリーニング
を行っている。精製標品を代表機関である京都大学に郵送し、結晶化及び構造解析を行っている。その
構造を基に分担機関である静岡県立大学で新規阻害剤の合成を行っている。
＜課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度＞
プロジェクト全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、ターゲットタンパク研究説明会や交
流会、シンポジウムの後に中核機関（京都大学）および分担機関（理化学研究所、京都産業大学、静岡
県立大学）の代表者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。さらに中核機
関の代表者は月に一度の頻度で分担機関である理化学研究所を訪問し、プロジェクトの進行状況や問題
点を相互に確認•照会しつつ、計画全体の合理化を検討した。また、分担機関の静岡県立大学にも訪問
し、連携を深め、その後は電話やメール等で頻繁に情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
本プロジェクトでは課題 C 制御領域が保有する化合物のスクリーニングを行ったが、効率を上げるた
めの化合物のサンプル調製などで長野哲雄先生、岡部隆義先生、小島宏建先生にご協力いただいた。課
題 C 生産領域の横山茂之先生が保有する大腸菌無細胞蛋白質合成システムを使用させてもらい、ヒト及
び腸球菌の V-ATPase サブユニットの合成を行った。発現条件検討が容易であり、これにより多くのヒ
ト V-ATPase サブユニットの精製が可能となった。また、課題 C 制御領域の本間光貴先生にご参加いた
だき、インシリコスクリーニングによる阻害剤の探索及び評価を行った。
開発した In-gel 蛍光検出電気泳動法関連の技術については、プログラム共有サイトでの情報提供の他、
依頼のあったターゲット研究課題２課題に情報提供を行った。また、開発技術の高度化として、生産
D1 課題「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
表：阪大高木教授）で開発されたタグ技術を本機関で開発した in-gel 蛍光検出 Native 電気泳動法に適用
する応用検討を行った。また本課題の代表機関と連携し、本機関にて開発した技術および生産 D3 課題
「抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術」（代表：京大岩田教授）にて開発された技術を組み合わせ、これ
までに構造解析が達成されていない輸送体膜蛋白質へ適用して、立体構造解析を進めている。
一方、プログラム外との連携としては、開発技術について論文発表やプレスリリースなどを行った結
果、国内外の学術機関・企業などから多くの問い合わせを受け、情報提供を行った。また、開発技術を
利用し、プログラム外研究者と共同研究３件を行っている。
１０．人材育成
当機関にて４名の若手研究者が参画し、これら若手研究者の課題の実施、論文発表や学会発表などの
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研究成果の発表にあたっては、代表研究者が教育指導を行うことで、人材育成を行った。参加した４名
のうち、１名は大学の技術系職員として就職し、残りの３名は現在所属機関にて研究活動を継続してお
り、本プログラムおよび本プログラムから発展した研究の成果をまとめ、将来的に学術機関教育・研究
職への就職を目指す予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
サブテーマ１に関して:ヒト DF の構造に基づいた生化学実験を展開し、回転軸部分の役割を明らかにす
る。また、それ以外の部分に関しても生化学的実験を継続し、構造と機能の相関、並びに V-ATPase 間
の違いについて明らかにする。また、本研究で新たに見出された V-ATPase 阻害剤については、がんや
骨粗鬆症の治療薬開発の可能性や、新規の抗生剤の可能性について検討し、有効性が示されれば特許化
する。
サブテーマ２に関して: 平成２３年度より京都産業大学へ移転した。
サブテーマ３に関して: 代表者が内閣府「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択されたため、
平成２２年度で終了した。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
構造解析に関して：イオン輸送を担う膜内リングのイオン選択性の解明は、真核生物のプロトン輸送の
メカニズムを解明する上で極めて重要な成果で、ひいては V 型 ATPase がもたらす疾病の理解や治療に
役立つものと期待できる。また、V1-ATPase の高分解能結晶構造の決定は、類縁酵素である ATP 合成酵
素 FoF1 との比較を可能にし、回転分子モーターによる力学—化学エネルギー変換機構に関する理解や V1
部分を標的とした阻害剤の設計に役立つものと期待できる。
機能解析に関して：V-ATPase による定量的な ATP 合成活性の測定系確立も、特筆すべき点であると考
える。V-ATPase/FoF1 の根幹は、ATP 合成・分解と膜間のイオン移動とのエネルギー共役である。これを
直接評価できるようになり、単に V-ATPase にとどまらず、FoF1 を含めた回転触媒機構によるエネルギ
ー変換機構の理解を進める上で、非常に強力なツールを得たといえる。ATP 合成を根幹とした生体エネ
ルギー変換機構の完全解明は、メタボリックシンドロームの効果的な治療を考える上での基礎知識とし
て重要である。また、V 型 ATPase 研究として初めて輸送イオン結合活性測定系を確立した。このアッ
セイ系を用いて V-ATPase のイオン輸送機構解析や新規阻害剤の作用機構の研究が進むと期待できる。
ヒト V-ATPase の新規阻害剤や有害微生物に対する抗生剤として期待される化合物に関しては、特許化
及び企業等との共同研究を検討する。
サブテーマ３に関して：輸送体膜蛋白質は、生体内で重要な機能を果たしており、創薬の重要な標的と
なっているにも関わらず、立体構造解明が進んでいなかった。本プログラムにて開発した成果は、この
輸送体膜蛋白質の結晶化支援に有効であることが立証できた。さらに、通常の生化学実験設備や入手が
容易な実験試薬などを用いて実施可能な技術であるため、波及効果が非常に高いものである。これらの
ことから、本プログラムでの開発技術は、基礎生物学の分野にも、製薬産業などの産業界へも大きく貢
献することができると考える。
１３．特記事項
研究成果としてアピールする事項について上記１２に記載した。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

16,264.691

16,730.247

15,061.302

8,289.876

旅費（千円）

430.58

業務実施費（千円）

7,098.386

4,808.215

5,131.006

10,787.048

その他（千円）

388.014

間接経費（千円）

6,999.923

6,461.538

6,057.692

5,723.076

間接経費（千円）

30,333

28,000

25,250

24,800

合計（千円）
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合計（千円）

計

194.959
5,678.755

2,007.692
8,700

117,083
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代 表 ／ 分 担 機 関 の 課 題 名 「創 薬 に 繋 が る 輸 送 体 膜 蛋 白 質 の 構 造 、 機 能 の 解 明 」
（特異的阻害剤の開発）
代 表 ／ 分 担 機 関

静岡県公立大学法人静岡県立大学

機関の代表研究者名

菅

敏幸

１．課題開始時における各機関の達成目標
V-ATPase は真核生物のほとんどの膜系に存在し、プロトンポンプとして働いて内部の酸性環境を作り
出している。V-ATPase は破骨細胞やガン細胞の細胞膜にも多く発現し、その酸性環境異常が骨粗鬆症や
ガン転移の原因の一つであることが知られている。V-ATPase の特異的阻害剤はこれら疾患の新しい治療
薬として期待されている。本委託業務では、バクテリア及びヒト由来 V-ATPase の構造•機能解析を行い、
その分子メカニズムの解明を目的とする。また、バクテリア V-ATPase のサブユニット構造を使ったイ
ンシリコスクリーニング、化合物ライブラリーからのスクリーニング、有機合成を行い、骨粗鬆症やガ
ンの治療薬に繋がる V-ATPase の特異的阻害剤の創出を目的とする。V-ATPase の機能解析を目指した阻
害剤のコンビナトリアル合成を実施する。また、基盤技術開発の制御と連携して進める化合物ライブラ
リーの情報も取り入れ、多種の強力な阻害剤の合成を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
アステラス製薬が骨粗しょう症治療薬の開発過程で見出した V-ATPase 阻害物質である FR167356 の
誘導体合成を行った。その結果、20 種類程度の誘導体を調整した。それらのバクテリア由来 V-ATPase
阻害活性を検討したところ、２種類について阻害活性が認められた。そのうちの一つは FR167356 より
も強力な阻害活性を示すことが明らかになった。
さらに、タンパク質の作用機構解明のため、in Silico 解析により得られた知見を基に共結晶化に適

する候補として挙げられた、強力な V-ATPase 阻害作用を有する化合物の合成に成功した。
また、海洋生物のホヤから得られた V-ATPase 特異的阻害物質である Palmerolide の合成研究を行い、
母骨格である２０員環ラクトンの構築に成功した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
1. FR167356 誘導体の合成
アステラス製薬（旧藤沢薬品工業）は、骨粗しょう症の治療薬として FR167356 (1)及び FR202126 (2)
を報告している。1 と 2 は、同じ 2,5-ジ

N
OH

クロロベンズアミド構造を有するため

O

N

HN

N
O

に、活性発現にはこの部分が必須である
O

との仮説を立てて構造展開を試みた。昨
年度に確立した FR167356 (1)の合成ルー

HN
Cl

O
Cl

Cl

Common Unit

HN
Cl

O
Cl

Cl

トに基づき、さらなる誘導体合成を行っ

2,6-dichloro-N-phenylbenzamide
FR167356 (1)

FR202126 (2)

た。
ジヒドロベンゾフラン誘導体の合成
天然の生物活性物質にはジヒドロベンゾフラン環を含むものが多く存在する。本化合物においてもタ
ンパク質との結合の際、置換基の向きがタンパク質との相互作用に影響する可能性も考えられる。合成
にはジヒドロベンゾフラン環の構築に効果的な C-H 挿入反応を用いた。
フェノール 3 の水酸基をエチル化し 4 を得た。得られた 4 のオレフィンを Ru 酸化によりカルボ
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ン酸とし、 SOCl2 と MeOH を用いてメチルエステル 5 を合成した。エステル体 5 に対し、
p-acetamidobenzenesulfonylazide (p-ABSA) を用いてジアゾ化を行った。反応は素早く進行し、ジアゾ体 6
を得た。得られたジアゾ体は安定であり、シリカゲルカラムによって精製した。
次に、得られたジアゾ体 6 を用
EtI, K2CO3

いて、C-H 挿入反応を行った。ま
ず、室温で反応を行った。しかし、

OH

O

acetone
60 °C
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NO2
3

MeO
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と同量の水の付加体が得られた。そ
こで、モレキュラーシーブスを加え
ることにより、系中を脱水状態に保
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ちながら反応を行った。その結果、
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水の付加を抑制し、高収率で目的と

O
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O

するジヒドロベンゾフラン環 7 を
得ることに成功した。しかし、-78 °C

BnNH2
Me3Al

の条件において良好なジアス
テレオ選択性は得られなかった。7
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50%
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Scheme 1

のニトロ基を Zn, AcOH によって
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との縮合反応によりアミド体 8 を

HN
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O
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生成物である trans 体を用いてこ
れより先の合成を行った。MeLi を
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作用させ、目的とする FR167356 (1)
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のジヒドロ体である 9 を得た。ま

O
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H
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Cl
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O

た、8 に対して Weinreb 法を用いて
ベンジルアミンを導入し、アミド体

O

16

15

Cl

17

10 も得て
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Figure 1

得られた 9 は、バクテリア由来 ATPase に対して FR167356 (1)よりも強力な阻害活性を示すことが明
らかになった。これまでに合成した誘導体を Figure 1 に示す。
2. Palmerolide A (1) の合成研究
初期の Palmerolide A (30) の合成経路を以下の図に示す (Scheme 2)。２０員環部はマクロラクトン化、
クロスメタセシス、鈴木—宮浦反応、により構築できると考え、そのフラグメントを想定し、その３成
分を順次連結させることで、部分合成、全合成を達成することとした。しかし、比較的良好に反応する
メタセシス触媒の入手が困難となったことや、クロスメタセシス反応による連結が効率的に進行しなか
った事から、本経路は変更することとした。
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Scheme 2
現在の 30 の逆合成解析を以下の図に示す (Scheme 3)。合成した各フラグメント (34-36)は、鈴木—宮浦
反応、エステル化により３成分を連結し、続く改良野崎—檜山−岸反応（Y. Kishi, K. Namba, J. Am. Chem.
Soc., 2005, 127, 15382. 以下、改良 NHK 反応）により、２０員環マクロラクトン骨格の構築を試みた。
難波、岸らによって報告された改良 NHK 反応は、大員環構築反応の際にほぼ必須とされる高希釈条件
でなくとも良好に反応が進行することが知られており、本経合成に適用することで効率良く合成できる
と考えた。

Scheme 3
カルボン酸 35 の合成は位置選択的な反応及び触媒的不斉合成を利用して行った。すなわち、安価な
グルタルアルデヒド 37 から 3 工程にて 30 の右上部と同様の炭素骨格を構築した後、野依不斉水素移
動反応を行い 97% ee にて不斉中心の構築に成功した。2 段階の変換の後、位置選択的なヒドロスタニ
ル化反応に次ぐヨウ素化を行い、最後に加水分解を行うことで 35 を合成した。一方で、ボロン酸エス
テル 34 はキラルプール法により合成した。安価な L-アスコルビン酸 (42) から合成可能なジオール 43
を原料とし、5 段階の反応を経てアルキン 44 へと導いた。最後にヒドロホウ素化を行い 34 を大量ス
ケールにて合成している。さらに、鈴木-宮浦カップリング前駆体であるであるビニルヨージド 36 は、
ヒドロキシアルデヒド 40 に対する不斉アルドール反応を用いて合成した。そして、34 と 36 の鈴木―
宮浦カップリングを行った後、35 との縮合反応によって３成分を連結した。現在、アセタール部をア
ルデヒドヘと変換後、NHK 反応による 20 員環の構築に成功した。
O
O

MeO

O
H

H

TMS

37
O
H

3

OR

40
R = TBDPS

38

O
1. RuCl[(S,S)-Tsdpen]
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（３）機能解析に関する進捗及び成果

（２）にて示した内容は、本項の成果も兼ねる。
３．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

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

３１件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
化合物の供与状況などを鑑みて、達成に近いものと考える。
８．課題内の情報共有・連携体制

合成化合物の供与、およびタンパク質との結合実験結果からのフィードバックは非常にスムーズ
にいっており高度な連携がとれているものと考える。
９．他の課題との情報共有・連携

１０．人材育成
参加した研究者（ポスドク等）は、６名おり、その現在の所属は以下のとおりである。
静岡県立大学３名、トリケミカル研究所１名、メルシャン株式会社１名、理研１名

１１．終了までの具体的な見通し
現在進行している 2. Palmerolide A (30) の合成研究において、母骨格の構築に成功しているので、これ
より含窒素側鎖の導入に挑む。既にエナミド側鎖の合成については有機マグネシウム試薬とイソシアネ
ートとの反応によりモデル化合物での合成を達成しており、適用する予定である。これより各フラグメ
ントの部分活性を検証し、V−ATPase 阻害剤の開発を行う。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
V-ATPase に関連する疾患に対する有効な治療薬の開発に大きく寄与する可能性が高いため、医学・生
理学的にきわめて重要であるといえる。また、本課題によって合成された化合物群は V-ATPase の機能
理解に非常に有効なツールとなり得るため、生物学的研究用試料として展開が可能であると考える。

１３．特記事項

※特にアピールする事項等（成果等）について、自由に記載してください。
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１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度
1,384.616

設備備品費（千円）

物品費（千円）

試作品費（千円）

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

旅費（千円）

0

その他（千円）

0

業務実施費（千円）

3,333.847

3,076.924

2,884.616

2,300

間接経費（千円）

1,000.153

923.076

865.384

690

4,334

4,000

3,750

2,990

合計（千円）

間接経費（千円）
合計（千円）

計

415.384
1,800

６
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分 担 機 関 の 課 題 名

「創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明」
（ATP 駆動性輸送体の
構造、機能の解明）

分

担

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人
加藤

京都大学

博章

１．課題開始時における各機関の達成目標
国立大学法人京都大学では、生産 D2 課題（平成 19〜21 年度）において、膜蛋白質結晶化支援技術と
してメタノール資化性酵母を用いた結晶化用タンパク質の高品質・大量生産システムを開発し、ABC
トランスポーターおよびペルオキシソーム膜タンパク質輸送体−受容体複合体の結晶化を達成するとい
った成果をあげてきた。本課題では、真核生物由来 P 糖蛋白質ホモログの立体構造の解明研究と、メタ
ノール資化性酵母用いた高密度培養システムによる研究支援を実施する。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①真核生物由来 ABC トランスポーターの構造・機能解析の実施
これまでに開発した膜蛋白質結晶化支援技術の適用により得ら
れた、好温性真核生物由来 ABC トランスポーター(CmABCB1)の結
晶性の改良と構造解析、および輸送基質の同定と基質排出の機能解
析を実施した。CmABCB1 は、メタノール資化性酵母を用いて大量
生産し、ATP アナログや輸送基質アナログとの複合体結晶の調製、
および、部位特異的変異導入により、これまで得られている
CmABCB1 の結晶性の改良を行った。その結果、3.5 Å 分解能での
立体構造決定に成功した。また、CmABCB1 を酵母にて発現させた
細胞を用いた薬物耐性試験による輸送基質の同定を行った。さら
に、それら基質輸送に伴う ATP 分解活性測定による機能解析を実
施した。
②メタノール資化性酵母の高密度培養系による膜蛋白質の研究支援
これまでに開発したメタノール資化性酵母の高密度培養による膜タンパク質の大量生産技術を生産
D２課題によって、既に結晶の得られている ABC トランスポーターおよびペルオキシソーム膜タンパ
ク質輸送体−受容体複合体の解析に用いると同時に、課題内の他の輸送体膜蛋白質として SLC ファミリ
ー輸送体の生産への応用を検討した。また、システムの適用範囲の拡大を行なうため、ターゲットタン
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パク研究交流会「生産」にて本培養法の詳細について詳しく公開するとともに技術的な質問に答えた。
さらに、蛋白質科学会年会にてワークショップ「構造解析を目指した高難度組換え蛋白質生産の最前線」
を主催するとともに、演者として本方法の実績とともに有効性や可能性について広く関係コミュニティ
に周知した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
●3.5 Å 分解能における真核生物由来 ABC トランスポーターの立体構造の決定
昨年度まで生産 D 課題「膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発」において開発した「結晶化に適
した膜タンパク質の判別法」を用いて、真核生物の ABC トランスポーター19 種類の遺伝子に対するス
クリーニングにより見いだした好熱性真核生物由来 ABC トランスポーター(CmABCB1)の立体構造決定
を目指し、結晶の分解能の改良を行った。まず、ジャーファメンターによるメタノール酵母培養条件の
改良とタンパク質の抽出ならびに精製条件の再検討を行った。次に、結晶化用の試料のタンパク質と界
面活性剤の化学量論的な関係を適切に調整することにより結晶が安定的に得られるように改良した。さ
らに、結晶化に用いる沈殿剤の種類について再度探索を行った。そして、SPring-8 を用いた X 線回折実
験により 1000 個の結晶から 20 個の良質の結晶を選抜し、構造解析に用いることが可能なＸ線回折強度
データを収集することができた。その結果、結晶解析の分解能を 3.5 Å まで向上させることが達成でき
た。次いで、水銀および白金化合物を用いた重原子誘導体結晶の調製を試みた結果、水銀化合物を用い
た良好な誘導体結晶が得られた。その結晶を用いて SPring-8 の BL41XU において 4 波長の多波長異常
分散(MAD)法による X 線回折強度データの収集を行った。得られたデータを用いて位相決定を行った結
果、モデル構築可能な電子密度図を得ることに成功した。その電子密度に当て嵌まる立体構造分子モデ
ルを構築した。現在 R 値 26.8%、Rfree 値 29.6%になるまで構造の精密化を行うことができている。そ
の結果、CmABCB1 のほぼ分子全体のペプチド主鎖の立体構造を決定することができた。機能解析の結
果を含めて論文を発表する予定である。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
●真核生物由来 ABC トランスポーターの輸送基質の同定と基質排出の機能解析
CmABCB1 の薬剤排出活性を、出芽酵母 Saccharomyces cerevisiae の薬剤感受性株 AD1-8u-株を用いた
薬剤耐性実験によって調べた。この S. cerevisiae 株は細胞膜に存在する 7 つ全ての基質排出型 ABC トラ
ンスポーターの遺伝子を破壊した株であるため、導入した ABC トランスポーター遺伝子の機能を適確
に評価することができる。そこで、CmABCB1 の cDNA が組み込まれた pABC3 プラスミドを用いてこ
の細胞を形質転換し、CmABCB1 を恒常的に発現させた形質転換株を用いて、基質の候補となる化合物
を含む培地中での増殖を調べた。その結果、ローダミン 6G などヒトの多剤排出型 ABC トランスポー
ターである P 糖タンパク質の基質となる化合物の多くが細胞外へと排出されることを見いだした。ま
た、排出された化合物の中には、ヒト P 糖タンパク質とは異なるものがあった。例えば、CmABCB1 は
P 糖タンパク質が排出しないフルコナゾールを排出した。一方、P 糖タンパク質が排出する臭化エチジ
ウムは CmABCB1 によって排出されなかった。
次いで、CmABCB1 の排出基質化合物依存的な ATP 加水分解酵素(ATPase)活性を測定して ABC トラ
ンスポーターメカニズムの要である ATP 水解と基質輸送の共役機能を調べた。測定では、可溶化に用
いたβ-DDM ミセル中の精製 CmABCB1 を ATP、MgCl2 と様々な濃度の化合物の存在下 37℃でインキュ
ベーションした。ATP 加水分解反応によって生成した無機リン酸をリン酸モリブデン法によって定量
し、反応時間あたりに生成した無機リン酸の濃度から ATPase 反応初速度を求めた。ATPase 反応におけ
る速度論的パラメーターは、高濃度における基質阻害効果を導入して改変したミカエリス―メンテンの
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式を用いて算出した。その結果、先に酵母を用いた薬剤耐性実験により見いだされた基質はいずれも
ATPase 活性を促進することが判明した。このことは、基質の排出と ATP 水解が共役していることを示
す。一方、排出されなかった化合物でも ATPase 活性を促進するものが見いだされた。このことは、こ
の化合物が CmABCB1 の分子内部の活性部位に取り込まれたままで排出されないことを示しており、新
たな阻害様式の化合物であることを示している。
さらに、癌細胞の多剤耐性を抑制するヒト P 糖タンパク質の輸送阻害化合物の開発を目的として、P
糖タンパク質と CmABCB1 の輸送基質であるベラパミルをもとに、様々な類縁体を合成した。これらの
類縁体化合物は、結晶性の向上および基質複合体調製に有用であると期待された。これらの類縁体によ
る CmABCB1 の ATPase 活性に対する影響を調べた結果、ベラパミルよりも強力に CmABCB1 の ATPase
活性を阻害する類縁体を見出すことができた。
３．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

1件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ほぼ予定通りに、好熱性真核生物由来の新規な多剤排出型 ABC トランスポーターの X 線結晶構造解析
を行い、その立体構造を決定することができた。また、その新規 ABC トランスポーターの基質排出活性
と基質特異性を独立に測定する機能解析系を構築することができた。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究課題は、平成 19~22 年度に実施された技術開発研究（生産 D2）の成果を継承している。研究
は一ヶ所で行われているため、日常的に情報交換と技術交換が Face-to-face で行うことができている。
また、毎週、研究参加者の進捗報告と実験計画を議論するブリーフィングを行っており、実験結果に応
じて機動的に対応できる体制を構築している。代表機関のグループとの研究技術交流も日常的に行われ
ており、互いの膜タンパク質結晶解析の技術の集積と改良そして個々の標的への利用が実施できてい
る。
９．他の課題との情報共有・連携
開発したメタノール資化性酵母の高密度培養技術を応用した膜タンパク質結晶化支援法について広
く普及させることを目的として、2010 年 7 月 1 日の研究交流会において、詳しい実験方法の詳細を公
開するとともに、実験時に経験する実際的な多くの質問に答えた。また、阪大蛋白研の高木博士ととも
に第 10 回日本蛋白質科学会年会（2010 年 6 月 18 日）においてワークショップ「構造解析を目指した
高難度組換え蛋白質生産の最前線」を企画し、結晶化を目指した膜蛋白質の大量調製に関する情報公開
を行った。そして、演者として本方法の実績とその有効性や可能性について広く関係コミュニティに周
知した。その結果、若手を中心とするターゲット蛋白プログラムに関わる多数の研究者にメタノール酵
母利用の有用性と高密度培養の利便性を直接訴えることができた。
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１０．人材育成
研究を実施した学生と博士研究員の指導は、分担機関代表者が直接行った。さらに、X 線結晶構造解
析の実際的な内容やシンクロトロンの使用については、分担者中津准教授が直接指導した。毎週の研究
セミナーにおいて、研究の進行状況について現状報告を受けて、対応を協議した。また、博士研究員に
対しては、新着雑誌紹介、学生指導の機会を設け、将来研究指導者となるための準備の機会を与えた。
また、海外の関連学会や研究技術習得を目的としたワークショップへの参加を奨励した。
本研究を開始するまでに行っていた技術開発研究（生産 D2 平成 19~22 年度）によって有為の若手
人材を育成することができた。すなわち、関連のテーマにより 4 名の博士後期課程修了者を送り出すこ
とができた（内 2 名は製薬企業の研究部門にて、2 名は国立大学のポスドク研究員として活躍している）。
１１．終了までの具体的な見通し
現在、さらに分解能が 3.0 Å を越えるまでに向上した結晶が得られており、すでに報告されている他
のタイプの ABC トランスポーターと比較して、最も高分解能での結晶構造決定がプログラム終了まで
にできると期待される。また、同時に進めている機能解析の結果を総合して、酵素反応になぞらえた新
しい ABC トランスポーター能動輸送メカニズムを提唱する予定である。ABC トランスポーターを標的
とした医薬品開発では臨床実験で頓挫した例が知られていることから、単なる立体構造を基盤としたド
ラッグデザインではなく、立体構造に基づいた反応メカニズムを基盤とした調節化合物のデザインを進
めて行く計画である。
膜タンパク質の取り扱い方を習いたいと言う希望はいくつかの製薬企業から要望を聞いており、実際
に研修員としての受け入れも行っている。今後とも、具体的な実験方法の公開など、膜タンパク質の実
験技術の移転に務めて行きたい。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
膜タンパク質の精製と結晶化は、特殊な技術と経験の蓄積であるため、企業単独で習得することは困
難であることから、技術研修を望むとの問い合わせが多い。そこで、予算等の裏付けがあれば、研修生
としての受け入れなどを実施し、ノウハウの移転を実施して行きたいと考えている。膜タンパク質は、
タンパク質全体の約 3 割を占め、有効な創薬ターゲットの半分が膜タンパク質であると指摘されている。
しかし、立体構造データベースに占める膜タンパク質の数は約 1％に過ぎない。したがって、医薬品開
発の成功率が落ちてきている現状では、未解明の宝庫である、膜タンパク質研究に活路を見出すことが
有効であると考えられる。
１３．特記事項
ABC トランスポーターの立体構造解析の成果については、2012 年 3 月の FEBS-ABC 2012 Meeting に
おいて招待講演を行う予定である。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

0

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

4,738

旅費（千円）

5,731

業務実施費（千円）

5,108

その他（千円）

1,269

間接経費（千円）

2,954

間接経費（千円）

2,100

合計（千円）

12,800

合計（千円）

9,100
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分 担 機 関 の 課 題 名

「創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明」
（輸送体膜蛋白質の X 線結晶構造解析に必要な構造認識抗体の作製）

分

担

機

関

東京大学

機関の代表研究者名

浜窪隆雄

先端科学技術研究センター

１．課題開始時における各機関の達成目標
輸送体膜蛋白質は生活習慣病、がん、精神神経障害等さまざまな疾患の治療に有効な医薬品の作用点
となり得る、あるいは薬物動態に関与し得るため、医学的にきわめて重要な研究対象である。平成22 年
度以降の当課題では、創薬ターゲットとして重要な輸送体膜蛋白質V-ATPase、ATP 駆動性膜輸送体、お
よびSLC ファミリー膜輸送体に関する構造・機能解析を中心に研究を進める。
これまでの技術を基盤として、マウス・ハイブリドーマ法による抗体スクリーニング技術を用いて、
輸送体膜蛋白質および他課題の標的蛋白質に対する抗体を取得する。結晶化リガンドとして機能するこ
とが有力視されるモノクローナル抗体について、マウス腹水化を経て結晶化に必要な良質かつ大量の
IgG 標品を他課題に供給する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
これまでの技術を基盤として、マウス・ハイブリドーマ法による抗体スクリーニング技術を用いて抗
体作製を行なった結果、V0V1ATPase の各サブユニットに対する抗体計１９クローンを取得した。7 回膜
貫通蛋白質については 3 種類計２１クローンを取得した。トランスポーター蛋白質４種類については、
human Band III、rat Glut5、human Glut1、細菌 oxlT についてクローンの新規取得および陽性ウェル
からのクローニングの追加を行い、京都大学の岩田研に共結晶化への検討に提供した。
（２）技術開発の進捗及び成果
これまでの技術を基盤として、マウス・ハイブリドーマ法による抗体スクリーニング技術を用いて
抗体作製を行なった結果、好熱菌 V0V1ATPase について計１９クローンを取得、7 回膜貫通蛋白質につい
ては蛋白 B について結晶化のための抗体大量精製、蛋白 C について１４１陽性ウェルうち６クローン樹
立および大量精製、蛋白Ｄについて陽性ウェル１３９うち１５クローン樹立および大量精製、蛋白Ｅに
ついて１６８ウェル陽性を取得した。トランスポーター蛋白質４種類については、human Band III につ
いて 1 クローン大量精製、および rat Glut5 について１０クローン追加クローニングおよび大量精製、
human Glut1 について８４ウェル陽性、８クローン樹立および大量精製、細菌 oxlT について３０５ウ
ェル陽性、１１クローン樹立し、京都大学の岩田研に共結晶化への検討に提供した。

３．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

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

２件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

０件
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の件数
６．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

１件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
一般的には抗体作製の成功率はあがり安定的になっている。陽性ウェルの数が多数となってきている
ので、スクリーニングの重要性が増している。

９．課題内の情報共有・連携体制
抗原の調整とスクリーニング時の連携がもっとも重要であるが、ほぼスムーズな連携が保たれてい
る。
１０．他の課題との情報共有・連携
医学薬学 A 課題「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」（富
田泰輔先生）とは、以前よりニカストリン抗体の作製で共同研究関係にあり、今年度にはいって阻害
抗体ががん細胞の抑制に効果があるとする論文がアクセプトされた（文献２）。
１１．人材育成
東大先端研は博士後期課程のみしかとれず、本研究に学生を充てることには困難があった。しかし、
大学院生が結晶構造解析からコンピュータシミュレーションによる解析に興味を持つ良いきっかけ
となった。現在最先端プロジェクトで抗原抗体反応の自由エネルギー計算による抗親和性抗体のデザ
インを行っており研究室内での波及効果がある．
１２．終了までの具体的な見通し
結晶構造解析に有用な抗体が取得できており、構造や機能の解明が期待される。構造が解明された抗
体を調べると CDR3 にインサーションがはいっていたり、基本構造にミューテーションがはいるな
ど、マウス抗体では想定外の構造をとっていることが見られる。マウス抗体の作製は早くて半年と時
間と手間のかかる作業であるが、他の方法では得られない抗体が作製できる可能性がある。現在
FIRST プログラムでコンピュータによるデザインも手がけているが、試すべきひとつの方法としてマ
ウス抗体は重要であると考える。

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プロジェクトでチェックしきれない陽性ウェル等が多数存在する。これらのウェルを産業界に提供
して、それぞれの目的に使用できるように図ることはわが国の産業発展に寄与するものと思う。
１４．特記事項
抗体を用いた蛋白質の構造解析は、ひとつには構造をとりにくい unfolded protein についても情報が得
られる可能性があり、膜蛋白質のみならず今後これまでの結晶構造解析では困難でかつ蛋白質相互作用
には重要な hub 蛋白質についても応用できる優れた方法である。今後発展の可能性があり、国家プロジ
ェクト等のなんらかの形で継続されるのが望ましいと思う。
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Ｂ４－Ｆ（基本的な生命の解明）
１５．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

452
5,465

人件費（千円）

5,245

旅費（千円）

91

業務実施費（千円）

3,986

その他（千円）

685

間接経費（千円）

2,769

間接経費（千円）

2,008

合計（千円）

12,000

合計（千円）

8,700
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計

20,700

Ｂ４－Ｇ（基本的な生命の解明）
代表／分担機関の課題名

横山 謙 ／好熱菌 T. thermophilus V-ATPase の構造・機能解析

代 表 ／ 分 担 機 関

横山 謙 ／京都産業大学

機関の代表研究者名

横山 謙

１．課題開始時における各機関の達成目標
V-ATPase は 真 核 生 物 の ほ と ん ど の 膜 系 に 存 在 し 、プ ロ ト ン ポ ン プ と し て 働 い て 内 部 の 酸 性
環 境 を 作 り 出 し て い る （ 図 １ -A）。 ま た 、 V-ATPase は 破 骨 細 胞 や ガ ン 細 胞 の 細 胞 膜 に も 多
く発現している。本酵素による酸性環境異常が骨粗鬆症やガン転移の原因の一つであり、
その特異的阻害剤はこれら疾患の新しい治療薬として期待されている。我々はバクテリア
型 V-ATPase を 初 め て 同 定 し 、分 子 生 物 学 •生 化 学 •構 造 生 物 学 的 研 究 を 展 開 し て き た 。本 研
究 で は V-ATPase の 構 造 •機 能 研 究 を さ ら に 進 め 、V-ATPase の 分 子 メ カ ニ ズ ム の 解 明 を 目 指
す（ 図 １ -B）。ま た 、ヒ ト V-ATPase サ ブ ユ ニ ッ ト の 構 造 •機 能 解 析 を 行 い 、真 核 細 胞 V-ATPase
の 多 機 能 性 や 上 記 疾 患 な ど に つ い て 考 察 す る （ 図 １ -C）。 さ ら に バ ク テ リ ア V-ATPase の サ
ブ ユ ニ ッ ト 構造を使ったインシリコスクリーニング、化合物ライブラリーからのスクリーニング、有機合
成を行い、骨粗鬆症やガンの治療薬に繋がる V-ATPase の特異的阻害剤の創出を目指す（ 図 １ -D）

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
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Ｂ４－Ｇ（基本的な生命の解明）
＜構造解析に関して＞
好熱菌由来V型ATPaseのA3B3複合体のX線結晶構造（2.8Å分解能）を明らかにした。ホロ酵素の結晶性を改
善し、最大で 5Å の反射点を含むデータセットが得られた。
＜機能解析に関して＞
好熱菌由来V型ATPaseのATP合成活性測定系を確立した。ATPの加水分解反応の１分子測定系により、好熱菌由
来V型ATPaseの酵素学的パラメーターを明らかにし（JBC, 2008）、有機スズ化合物によるV-ATPase の阻害ポ
イントを明らかにした。（BJ, 2009）。無負荷状態での回転観察系を開発し、プロトン移動に伴う Vo分子内部
の動きを観察した。(Nature Communications, 2011)

（２）構造解析に関する進捗及び成果
A3B3複合体の結晶構造解析---好熱菌由来V型ATPaseの触媒部分であるA3B複合体のX線結晶構造（分解能2.8
）を V 型ATPaseとして初めて明らかにした。B-A 界面にある活性中心を形成するアミノ酸残基側鎖の配
置を議論できるようになった。変異導入実験との組み合わせにより、複数の芳香環側鎖が活性中心の形成に
関与していることがわかった（EMBOJ, 2009）。ホロ酵素の結晶化に成功し、結晶性の改善にとり組んでいる。
現在、最大で 5 のスポットを含む反射データが得られている。結晶性を改善するために、V-ATPase のサブ
ユニットを特異的に認識する抗体を作成した。複数の特異的抗体が得られ、酵素—抗体複合体の結晶化スク
リーニングを進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
ATP合成活性測定系の確立---好熱菌由来V型ATPaseのATP合成活性測定系を確立した。膜電位がなくてもpH
勾配だけで合成反応が起こることがわかった。また、合成が始まるプロトン駆動力を測定することによりATP
１分子の合成に必要なプロトン透過数が４であることを証明した (PNAS, 2007)。
１分子測定系による機能解析---１分子測定系を改良し、多分子系測定と組み合わせることにより、好熱菌由
来V型ATPaseの酵素学的パラメーターを明らかにし、回転触媒機構によるATP 合成反応と加水分解反応の可
逆性について議論した（JBC, 2008）。環境ホルモンであるトリブチルチンクロライド(TBT)が、F1 のATPase
活性をまったく阻害せず、V1が特異的に阻害されることを発見した。その阻害様式を１分子計測により解析
し、ATP の結合ではなく、結合直後に起こるステップ回転が阻害されることが示唆された（BJ, 2009）。V1
および VoV1 の回転部分に 40 nm の金コロイド粒子を結合させ、高速カメラでその挙動を観察することに
より、ミリ秒単位での回転素過程の解析が可能になった。その結果、1) V1 部分での ATP 加水分解の反応素
過程の自邸数が明らかになり、F1-ATPase と異なる力学—化学エネルギー変換過程を持つことがほぼ確定さ
れた。2) VoV1 における Vo ローターの 30°おきのステップを検出できた。Vo 部分の回転子と固定子間の相
互作用、すなわち水素イオンの透過過程を可視化できたと考えている。(Nature Communications, 2011)。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

5件

PDB 登録の有無にかかわら

6件

ず構造解析したタンパク質
数
４．各機関の論文発表件数

7件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）
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６．各機関における成果を活用した共同研究数
（プログラム内外含む）

2件
（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
V-ATPase の部分構造をほぼ決定することができた。酵素全体の構造決定は未達成。1 分子計測による機能解
析、阻害剤の作用部位について明らかになった。
８．課題内の情報共有・連携体制
構造解析を担当する国立大学法人京都大学と連携し、 A3B3 複合体の構造を決めることができた。国立大学
法人京都大学および国立大学法人東京大学と共同で V-ATPase に対する特異的抗体を作成するなど、課題内
の他グループとの連携はうまくいっている。
９．他の課題との情報共有・連携

１０．人材育成
担当課題と関連したテーマで、三人の博士課程後期過程の学生が、学位を習得した。

１１．終了までの具体的な見通し
1) 高時間分解能１分子観察系による V-ATPase 反応機構の解明
1 分子観察により明らかになった反応機構と構造情報を組み合わせリード化合物になりえる阻害剤の設計に
繋げる。
2) V-ATPase 全体構造解析
複数の特異的抗体と V-ATPase との複合体の結晶化スクリーニングを進め、V-ATPase 全体の原子解能構造に
つながる結晶を作成する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
V-ATPase の膜内在性部分を含む全体構造の決定は、タンパク質によるエネルギー変換機構に対する理解を決
定的に進めうるものである。V-ATPase の構造情報から V-ATPase を標的とした薬剤の分子設計が可能にな
り、骨粗鬆症に対する新薬の開発が期待される。
１３．特記事項
Nature Communications 誌に掲載された Vo 部分に由来する動きを観察した研究成果に関する記事が京
都新聞、日刊工業新聞、日経産業新聞に掲載された。
１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千

２３年度

0

物品費（千円）

1,545

0

人件費・謝金（千

2,645

円）
試作品費（千円）

円）
人件費（千円）

5,280

旅費（千円）

639

業務実施費（千

1,627

その他（千円）

478

円）

376

計

Ｂ４－Ｇ（基本的な生命の解明）
間接経費（千円）

2,072

間接経費（千円）

1,592

合計（千円）

8,980

合計（千円）

6,900

６
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課

題

名

非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明

機

関

名

東京大学

代 表 研 究 者 名

濡木理

１．課題開始時における達成目標
ヒト全ゲノムの 35%が翻訳されない RNA（非翻訳 RNA，
non-coding RNA：ncRNA）として転写され，発生・分化・増
殖など様々な高次生命機能を果たしている．特に小分子
ncRNA（miRNA，siRNA）は，Argonaute などのタンパク質と
リボヌクレオプロテイン複合体を形成し，RNAi による配列
特異的な遺伝子発現抑制（RNA サイレンシング）に働いたり，
またアポトーシスや転写伸長抑制に働く．本委託業務では，
１）ncRNA の機能を制御している ncRNA の転写後修飾，２）
ncRNA の成熟と RNA サイレンシング，３）ncRNA による RNAi
以外の高次生命機能制御に焦点を当て，機能解析を推進する
研究者と構造解析を行う研究者が連携し，ncRNA の高次生命機能制御機構の基本メカニズムを解明する
ことを目的とする．その結果として，基礎科学のみならず RNA 医薬など医療分野にも資することを目的
とする．
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析チームは機能が最も明瞭な非翻訳 RNA である tRNA や rRNA を修飾したり，これらと協同して働
くタンパク質との複合体の構造解析を行い，RNA とタンパク質が協同して生命機能に働く機構を明らか
にした．さらに，RNAi や小分子 RNA の biogenesis に働くタンパク質の構造解析に向けた試料調製と結
晶化に成功した．さらに，Lafire を核酸の自動フィッティングに用いることができるよう機能拡張する
ことに成功した．また機能解析においては，非翻訳 RNA の網羅的な修飾解析や末端構造解析，修飾酵素
の同定，および Argonaute タンパク質と相互作用する小分子 RNA の網羅的解析を行った．さらに小分子
RNA が Argonaute に loading される機構を解明した．構造解析と機能解析を相補的に行い，全体の事業
を実質的に推進した．
（２）構造解析に関する進捗及び成果
① tRNA 修飾酵素群・tRNA 多重複合体の構造・機能解析
タンパク質合成に必須の非翻訳 RNA である tRNA 分子には，様々な転写後修飾が導入され，立体構造の安定
化，タンパク質による認識，遺伝情報の解読，細胞内局在などに寄与している．真核細胞や古細菌の tRNAPhe
では，37 位がかさ高いワイブトシン（yW）塩基に修飾されることで，アンチコドン・コドンの塩基対が安定化され，
コドンのすべり認識が防がれている．本修飾反応は，tRNA 修飾酵素群 TRM5，TYW1―TYW4 と濡木・鈴木チ
ームが新規に同定した TYW5 が一連の反応を連続的に触媒している．まず横山チームは，TRM5 と tRNA 複合
体の結晶構造を決定し，C 末端ドメインが tRNA の L 字型構造形成を認識して修飾を導入する特徴的な機構を
解明した（図 1）（ NSMB, 2009）．さらに濡木チームでは，TYW1 および TYW2（古細菌由来），TYW4（ S.
cerevisiae 由来），TYW5（ヒト由来）の結晶構造を高分解能で決定した．TYW1（2.4Å 分解能）に関しては，鈴木
チームとの共同研究で変異体解析を並行することで，２つの鉄硫黄クラスターが協同してラジカル反応を触媒
し，複雑な 3 員環塩基を合成する機構を明らかにした．TYW2 に関しては，2 種の古細菌由来の酵素に関して
AdoMet との複合体の構造を 2.3 および 1.7Å 分解能で構造を決定し，鈴木チームによる変異体解析を並行す
ることで，AdoMet のメチル基でなくアミノカルボキシプロピル基を転移する機構を明らかにした（PNAS, 2009）．
さらに TYW4 の結晶構造を，アポ型，AdoMet 結合型，SAH 結合型の形で，2.7, 2.5, 1.7Å 分解能で決定し，１
つの触媒部位で２つの反応を触媒できること，特にカルボキシメチル化は溶液中に溶存する CO2 を固定した
（鈴木チームとの共同研究）うえでメチル化を触媒することを明らかにした．一方，CAU をアンチコドンに持つ
tRNAIle2 のアンチコドン 1 字目に修飾塩基リシジン（L）を導入し，tRNA のコドンとアミノ酸の両方の特異性をメチ
オニンからイソロイシンに変換する TilS に関して，tRNAIle2 との複合体の結晶構造を決定し，tRNA の結合に伴っ
て C 末端ドメイン２つが大きく構造変化し，その一方が tRNA のアミノ酸受容ステムを結合することが契機となっ
て，TilS のドメイン間接触が徐々に変化し，tRNA を端から認識しながら，最終的に C34 を触媒トンネルに提示さ
せる高特異的な RNA 認識機構を解明した（図２）．さらに鈴木チームとの共同研究により，TilS は tRNA がプロセ
シングされる前の前駆体から修飾を開始することで，MetRS による誤アミノアシル化を妨げていることを明らかに
した（Nature, 2009）．さらに成熟した tRNA のアミノアシル化に関して，ピロリジル tRNA 合成酵素（PylRS）と
tRNAPyl（アンバーサプレッサー）の複合体の結晶構造を決定した（図３）．ピロリジン（22 番目の天然アミノ酸）
は，メタン古細菌や一部の細菌に存在し，メタン呼吸に関わる酵素の触媒部位で働く．ピロリジンは PylRS が直
接 tRNAPyl にアミノアシル化し，遺伝子のアンバー終止コドンに組み込まれる．PylRS•tRNAPyl 複合体の結晶構造
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図 1，2，3TRM5•tRNA 複合体，TilS•tRNAIle2 複合体，PylRS•tRNAPyl 複合体の結晶構造

図 1，2，3TRM5•tRNA 複合体，TilS•tRNAIle2 複合体，PylRS•tRNAPyl 複合体の結晶構造

解析の結果，PylRS は tRNAPyl の縮小したコア領域を形と大きさに基づいて認識しており，他の系との直交性の
構造基盤が明らかになった（Nature, 2009）．
古細菌は，AsnRS，GlnRS，CysRS の遺伝子を欠失しており，例えば GlnRS の代わりに GluRS が tRNAGln に Glu
を結合した後，GatCAB アミド基転移酵素が Glu を Gln に変換する．横山チームでは，GatCAB•tRNAGln•GluRS３
重複合体（トランスアミドソーム）の結晶構造を決定し，チャネリング反応の機構を解明した（Nature, 2010）（図
４）．また，原核生物から真核生物にまで保存され，上記と同様な tRNA 依存的なアミノ酸変換で Sec-tRNASec
（セレノシステイン；２１番目のアミノ酸）を合成する反応に働くキナーゼ PSTK に関して，濡木チームは同生物種
由来 tRNA との複合体で（PNAS，2009; NAR，2010），横山チームは異生物種由来 tRNA との複合体（Mol.
Cell，2010）で結晶構造を決定し，C 末端ドメインが大きく動き，特徴的な D ループを認識することで，tRNA 識別
が開始されることを明らかにした（図５）．田中チームでは ATP を用いて Acetyl-CoA の Acelty 基を tRNAmet の
C34 に転移し，ac4C を合成する TmcA の結晶構造を決定し，鈴木チームとの共同研究により新規なアセチル基
転移機構を解明した（ EMBO J. ，2009）．また，鈴木チームとの共同研究により大腸菌由来の i6A 修飾酵素
MiaA-tRNAPhe 複合体及び MiaA-tRNAPhe-DMASPP の複合体の構造解析に成功し（図６），tRNA の認識機構や
アデニンへのジメチルアリル基の転移メカニズムを明らかにした．tRNA の i6A 修飾は植物では植物ホルモンで
あるサイトカイニンとして働いており，植物の成長にとって必須である．また 20 種類のアミノアシル tRNA 合成酵
素（aaRS）の中で最後に残ったアラニル tRNA 合成酵素 (AlaRS)の結晶構造を，田中チーム•濡木チーム，横山
チームが決定した（図７）（PNAS, 2009）．

図 4, 5, 6, 7 トランスアミドソーム，PSTK•tRNASec 複合体，MiaA•tRNAPhe 複合体，AlaRS•tRNAAla 複合体の結晶構造

②リボソーム関連タンパク質群の構造・機能解析
リボソームは RNA とタンパク質から構成される超分子複合体であり，その大部分は，ncRNA (リボソ
ーム RNA：rRNA)が占めている．横山チームでは，30S アッセンブリー機構について，RbfA と 30S との
複合体の立体構造決定に成功し（図８），RbfA が 16S rRNA の高次構造形成を助け，未成熟な 30S が
50S と会合することを妨げる役割を果たすことを明らかにした(Mol. Cell,2007)．また，RimM と 30S
複合体の結晶構造解析に成功し，RimM が 30S の head 領域のアッセンブリーを進めていることを明ら
かにした．リボソームと相互作用するタンパク質の多くは tRNA を擬態し，リボソームに結合する．そ
の１つ，P 部位と E 部位の中間に結合しペプチド転移反応を促進する，EF-P とその CCA 末端相当部位を
リジル化修飾する GenX との複合体の結晶構造解析に成功した（図９）
（Mol. Cell, 2010）．また，濡木
チームは，古細菌のペプチド鎖伸長因子 EF1a が tRNA のみならず，翻訳終結因子 eRF1 や Pelota（mRNA
が異常な二次構造を取る場合リボソームを解離し mRNA を分解するタンパク質）をもリボソーム A 部位
に運ぶ carrier GTPase として働くことを突き止め（PNAS, 2010b），さらに EF1α•Pelota 複合体の結晶
構造を決定することで，Pelota が EF1αを GTP 型に固定しつつ A 部位に運ばれリボソームの解離に働く
機構を解明した（図 10）
（PNAS, 2010a）．
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図 8, 9, 10 RbfA-30S ribosome 複合体，EF-P•GenX 複合体，aEF1a•Pelota 複合体の結晶構造

図 8, 9, 10 RbfA-30S ribosome 複合体，EF-P•GenX 複合体，aEF1a•Pelota 複合体の結晶構造

③

RNA サイレンシング関連タンパク質群の構造・機能解析
塩見チームとの共同研究により，哺乳類の RNAi/microRNA 経路に関わる因子の
構造解析を目指し，各因子の発現・精製，結晶化を行っている．濡木チームでは，
様々な真核生物由来の Argonaute ファミリータンパク質を昆虫細胞で大量調製す
る系を構築し、いくつかの系で大量発現に成功している。また、生殖細胞におい
て Aube と AGO3 が amplification loop を作って piRNA を量産するための場を提
供する Tudor が、Aube と AGO3 の N 末端ループのジメチル化された Arg を認識する
ことを見いだし、11 個ある Tudor の Tudor domain のうち、どれが Aube および AGO3
に修飾依存的に結合するかを、プルダウンアッセイによって明らかにした（図 11）
。
さらに、Tudor サブドメインの結晶化に成功した（図 12）。また,生殖細胞で生殖顆
粒に存在し piRNA の生産に必須な,RNaseH ドメインを持つ Maelstrom の触媒ドメイ
ンを大量に発現し,結晶化に成功し,3 Å 分解能の回折データを収集することに成功
している．現在位相決定を行って構造決定を進めているとともに,塩見研究室と共
図 11, 12 Tudor の
同研究で機能解析を行っている．さらに，ミトコンドリア外膜に存在するカルジオ
リピンを加水分解し，脂質メディエーターであるフォスファチジル酸を産生し， ドメイン機能と結晶
piRNA の産生，ミトコンドリアの局在を制御している Zucchini に関して，大腸菌での組み換えタンパク
質を用いて結晶化に成功した.横山チームでは，miRISC（miRNA-induced silencing complex）等の高次複
合体の再構成に取り組んでいる．siRNA や microRNA（miRNA）は，巨大タンパク質 Dicer を中核とし
たプロセシング因子によって生成される．ヒト Dicer について，微小結晶を得ることに成功し，ヒト Dicer
と相互作用するタンパク質である TRBP2，Argonaute について，Dicer・TRBP2，Dicer・Argonaute・TRBP2
複合体の精製にも成功した．TRBP2 は，Dicer から Argonaute に RNA の引き渡しをすることが知られて
いる．siRNA および Ago2 との結合を担う第一 dsRBD と第二 dsRBD の構造を決定した．一方，Argonaute
はプロセシングされた RNA や TNRC6A，TNRC6B 等と結合して miRISC を形成し，標的 mRNA の翻訳
抑制を引き起こす．横山チームでは，miRISC が標的 mRNA のポリ A 分解を導くことを発見した．さら
に，TNRC6A，TNRC6B 各々が複数の Argonaute 結合部位を持つことを明らかにした．TNRC6A，TNRC6B
と Ago2 との複合体については，Ago2 や TNRC6B の発現系を構築して精製方法を確立するとともに，
TNRC6B と Ago2 との複合体の再構成に成功した．miRNA, siRNA 等の機能発現において要となる構成
因子を順調に準備しつつ，各々の複合体について構造機能解析を進めている．
＜塩見チーム＞
① Argonaute タンパク質と相互作用する小分子 RNA およびタンパク質の同定
ショウジョウバエ Argonaute 蛋白質 AGO2 に対するモノクローナル抗体を用いて，ハエ体細胞より相互作用す
る小分子 RNA を同定し，endo-siRNA/esiRNA と命名した．esiRNA の多くがトランスポゾン（転移因子）に由来
し，AGO2-esiRNA 複合体が体細胞におけるトランスポゾンの発現抑制に関与していることを示した（ Nature,
2008）．一方，ヒト Argonaute 蛋白質 AGO1, AGO2, AGO3, AGO4 に対するモノクローナル抗体を作成し，それ
ぞれに相互作用する小分子 RNA の同定を開始した．ヒト AGO2 と AGO3 に結合する小分子 RNA のほとんどが
miRNA であった（ PNAS, 2008）．また，これら多くの miRNA 種に関して，5’または 3’末端の異なる変異種
（variants）が存在することを明らかにした．miRNA の 5’末端から数えて 8 番目までの配列はシード（seed）配列と
呼ばれ，標的 mRNA 認識のための中核配列となることが知られている．したがって，5’末端配列の付加や欠失
は miRNA のシード（seed）配列の変化をもたらすものであり， miRNA の標的 mRNA を変化させる可能性を生じ
る．
②生殖細胞小分子 RNA 産生のメカニズムの解明
生殖細胞特異的な小分子 RNA である piRNA は，Dicer に依存しない，amplification loop 経路あるいは
primary processing 経路により産生されることを明らかにした。amplification loop 経路では，Argonaute ファミリー
の Aub および Ago3 が，Tudor タンパク質上のジメチル化された Arg を認識して結合し，繰り返し piRNA を産生
することを明らかにした．一方，細胞質に局在する Piwi タンパク質に対する piRNA を産生する primary
processing 経路では，flamenco 領域に加え traffic jam 領域から，zucchini タンパク質によって切り出され piRNA
が産生されることを明らかにした（Nature, 2009）．
③小分子 RNA の Argonaute タンパク質への loading のメカニズムの解明
小分子 RNA の Ago タンパク質への loading には Hsp90 が働くことを解明した（NSMB, 2010）．
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④Argonaute タンパク質の機能ドメインの詳細な解析
Argonaute蛋白質はPAZとPIWIドメインを有する．ショウジョウバエAGO1
をモデルとして用い，PAZドメインが一本鎖の小分子RNA結合ドメインであ
ることを明らかにした．一方，PIWIドメインの変異体ではmiRNAに結合でき
るが，標的RNA切断活性が失われることを明らかにした．つまり，PIWIドメイ
ンが切断活性に大きく寄与していることが明確になった（図13）．また，PIWI
ドメインの大半を欠失させた変異体ではGW182タンパク質とmiRNAとに結
合する能力が失われていた．したがって，PIWIドメインは標的RNA切断活
性のみならず，GW182とmiRNAの相互作用にも影響を与えることが明らか
となった．
図 13. AGO1 PIWI ドメイン変異体.bantam は miRNA の 1 種．

＜鈴木チーム＞
① RNA 修飾酵素の機能解析および構造解析
独自のリボヌクレオーム解析を用いて，大腸菌機能未知遺伝子群より網羅的に RNA 修飾遺伝子を探索した．
最新の成果の１例として，古細菌由来 tRNAIle の C34 に存在する，新規の RNA 修飾アグマチジン（agm2C）
を発見し，化学構造の決定に成功した(Nat Chem Biol.,2010)．この修飾により，塩基対合のパターンが C-A
対合から agm2C-G 対合へ変化することが明らかとなり，AUA コドンの解読に不可欠であることが判明した。ま
た、比較ゲノムを用いることでアグマチジン合成酵素 TiaS（tRNAIle-agmatidine synthetase）を同定し，組換
えタンパク質を用いて in vitro でのアグマチジン再構成に成功した(Nat Chem Biol.,2010)．さらに、TiaS は
ATP を用い、wobble 位シチジンの 2 位をリン酸化することで活性化し，続いてアグマチンのアミノ基に求核置換
攻撃をさせることで agm2C が形成される機構を解明した，また、TiaS は自身の Thr18 を自己リン酸化し，
agm2C 形成反応に重要な役割を担っていることを示した。これらの結果から、TiaS には、RNA とタンパク質の
異なる基質をリン酸化する新規ドメインを有することが明らかとなり、これを TCK(Thr18-C34 kinase)ドメインと
命名した。さらに、TiaS-tRNAIle 複合体の結晶構造を解析したところ、TCK ドメインによるリン酸化機構や
agm2C 形成機構の構造基盤が明らかとなった。
② piRNA メチル化酵素の機能解析
マウス精巣切片の in situ hybridization により精子形成における piRNA メチレース(mHEN1)の時空間的な発現
プロファイルを解明した結果，mHEN1 は一次精母細胞特異的に転写されており，その発現時期は Piwi タンパク
である Mili と Miwi の発現時期と重なっており，Mili と Miwi に結合している piRNA がメチル化されている事実と
一致した．さらに，mHEN1 は二本鎖 RNA の 3’突出末端の 1 本鎖部位を特異的に認識し，3’末端から 4 塩基
目までの配列に特異性を示すことを発見した．また，精巣の miRNA はメチル化されていないため，pre－miRNA
を基質としたメチル化を調べたところ，pre－miRNA の 5’末端リン酸基が mHEN1 による認識を排除することが
解明された（NSMB, 2007）．
③ 非翻訳 RNA の解析
独自に開発した多検体自動アフィニティークロマト装置（往復循環クロマトグラフィー）を用いて，マウス
UsnRNA，snoRNA などを単離し，酵母ミトコンドリア tRNA 全 24 種類を，質量分析計により精密化学構造解析を
行った．その結果，マウス U3 snoRNA の 2 位には未同定の 2'-O-メチルアデノシンを発見した．また，マウス U8
snoRNA の 5’末端がトリメチルグアノシンキャップ構造であることを確認したが，約 30%は 5’末端が水酸基になっ
ていることが判明し，この特徴的な 5’末端構造が U8 snoRNA の機能と関わっている可能性がある．さらに，
UsnRNA の 3’末端にはゲノムにコードされていない A や U の付加が多く見られ，非翻訳 RNA の成熟における
3’末端形成過程が明らかになった．また，酵母ミトコンドリア tRNA 全 24 種類のほぼ全ての修飾塩基を同定し，
tRNA の修飾欠損に起因することが判明しているミトコンドリア脳筋症の発症機構の解明に大きな貢献が期待さ
れる．
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

６９件

PDB 登録の有無にかかわらず構
造解析したタンパク質数

８０件

４．課題全体の論文発表件数

１１４件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ
ログラム内外含む）
７．当初計画に対する達成度

４１件
（うち産業界との共同研究数３件）

高次生命機能に働く小分子 RNA および Argonaute タンパク質の機能解析は順調に進んでいる．遺伝暗号の正
確な翻訳に働く非翻訳 RNA（tRNA，rRNA）に関しては構造解析が大きな成果を挙げており，すでに試料調製
が整っている小分子 RNA および関連タンパク質の構造解析にも今後の進展が期待される．
８．課題内の情報共有・連携体制
構造解析グループと機能解析グループは互いにチームごとに連携し，それぞれの研究室において 2〜3
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時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し，すでに８報の共著の論文を発表し
ている．グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をは
かっている．
９．他の課題との情報共有・連携
本課題で取り扱うタンパク質は，100kDa 以上の高分子量タンパク質も多く，なおかつ複合体を形成して機能す
る．したがって，その発現・精製，解析は極めて高難度である．そこで，技術開発課題 C「生産」との共同研究で
研究を進めている．また，田中チームの開発した蛋白構造自動精密化プログラム LAFIRE はプログラム内の
グループに提供している．
１０．人材育成
学部生，大学院生の研究教育は，雇用されているポスドクおよび助教，准教授，教授が，直接に実験を
指導し，またセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行っている．雇用されているポスドクは，
パーマネントのポジションにアプライしている者もあるが，概ね決まっていない．
１１．終了までの具体的な見通し
すでに成果の上がっている tRNA，rRNA の機能構造解析に関しては，東大化合物ライブラリー拠点とも
連携し，特異的阻害剤のスクリーニングを行っており，有効な抗生物質の創出が期待される．小分子 RNA
による遺伝情報のサイレンシングに働くタンパク質の構造解析に関しても，大量調製，結晶化，データ
収集が成果を上げてきており，もう少し研究期間があれば，RNAi および小分子 RNA の biogenesis に関
して機能の分子基盤を解明し，教科書を塗り替えるような知的財産を蓄積し，また不妊治療や RNA 医療
への社会応用への道が開けるところである．
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後も，チームの連携・共同研究を維持し，遺伝暗号翻訳の構造基盤に関しては，教科
書を塗り替えるような知的財産の構築ならびに薬効の高い抗生物質の創出を目指して，化合物ライブラ
リー基盤とも連携していく計画である．また，小分子 RNA の biogenesis や小分子 RNA による遺伝子発
現制御に関しては，小分子 RNA を脂質カプセルなどに封入し特異的細胞にデリバリーすることにより，
RNA 医薬として医療の分野で貢献する戦略を検討している．
１３．特記事項
１．2008 年に Nature に発表した論文“Drosophila endogenous small RNAs bind to Argonaute2 insomatic
cells.”は Science 誌の Perspective、Cell 誌の Leading Edge Molecular Biology Select、Nat. Struct.
Mol. Biol.誌の News & Views 、5 月 13 日付けの日刊工業新聞に取り上げられた。
（塩見）
２．2008 年に Nature に発表した論文“Conformational transition of Sec machinery inferred from bacterial
SecYE structures”は日経サイエンス 1 月号（11/25 発売）にて特集された．
２．第５回日本学術振興会賞受賞（2009 年 3 月）「遺伝暗号翻訳の動的機構の構造基盤」（濡木理）
３．第６回日本分子生物学会三菱化学奨励賞受賞 (2008 年 10 月) 「RNA 修飾の生合成と機能に関する
研究」（鈴木勉）
４．BMB2008 シンポジウム「非コード RNA 研究の新領域」企画（2008 年 12 月 9 日神戸）（塩見春彦）
５．日刊工業新聞（2008 年 5 月 13 日）「遺伝情報の破壊抑制：慶大が RNA 発見」（塩見春彦）
６．BMB2008 シンポジウム「遺伝暗号翻訳研究の新たな展開」企画（2008 年 12 月 10 日神戸）
（濡木理）
７．21 年度持田記念学術賞受賞（2009 年 10 月）「遺伝暗号翻訳と生体恒常性に働く多機能タンパク質
の分子機構の解明」（濡木理）
８．22 年度木原記念財団学術賞受賞（2010 年 5 月）
「遺伝暗号翻訳とタンパク質合成のメカニズムの構
造基盤」（濡木理）
９．第 27 回井上学術賞受賞（2011 年 2 月）「遺伝暗号翻訳とタンパク質合成のメカニズムの解明」
10．2011 年に Nature に発表した論文“Structure and function of a membrane component SecDF that
enhances protein export”は，日刊工業新聞と日経産業新聞（2011 年 5 月 23 日付け）に掲載された．
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

14,809

13,161

15,225

0

物品費（千円）

5,924

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

30,045

人件費（千円）

19,116

16,606

15,175

29,288

旅費（千円）

1,175

業務実施費（千円）

22,998

23,310

23,446

24,558

その他（千円）

1,395

間接経費（千円）

17,077

15,923

16,154

16,154

間接経費（千円）

11,561

76,869

合計（千円）

74,000

69,000

70,000

70,000

合計（千円）

50,100

333,100

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

濡木理

１．課題開始時における各機関の達成目標
ヒト全ゲノムの 35%が翻訳されない RNA（非翻
訳 RNA，non-coding RNA：ncRNA）として転写さ
れ，発生・分化・増殖など様々な高次生命機能
を果たしている．特に小分子 ncRNA（miRNA，
siRNA）は，Argonaute などのタンパク質とリボ
ヌクレオプロテイン複合体を形成し，RNAi によ
る配列特異的な遺伝子発現抑制（RNA サイレンシ
ング）に働いたり，またアポトーシスや転写伸
長抑制に働く．本委託業務では，１）ncRNA の機能を制御している ncRNA の転写後修飾，２）ncRNA の
成熟と RNA サイレンシング，３）ncRNA による RNAi 以外の高次生命機能制御に焦点を当て，機能解析を
推進する研究者と構造解析を行う研究者が連携し，ncRNA の高次生命機能制御機構の基本メカニズムを
解明することを目的とする．その結果として，基礎科学のみならず RNA 医薬など医療分野にも資するこ
とを目的とする．
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
機能が最も明確に明らかになっている非翻訳 RNA である tRNA を修飾したり，アミノアシル化するタ
ンパク質と特異的 tRNA との複合体の構造解析を行い，tRNA の機能が修飾によりどのように調節され，
またいくつもある tRNA のうち特異的な tRNA のみが酵素によって認識されるダイナミックなメカニズム
の構造基盤を解明した．また，こうして生成したアミノアシル tRNA を基質としてタンパク質の生合成
を行うリボソームにおいて，翻訳の終結や異常翻訳の停止に働くタンパク質が，tRNA を擬態してリボソ
ームに取り込まれ，翻訳を終結したりリボソームをリサイクルするメカニズムを原子分解能で明らかに
した.さらに，リボソームで作られた新生タンパク質を膜を透過して細胞外に分泌するトランスロコン
マシーナリー膜タンパク質に関して，構造解析と機能解析を駆使することで，どのような作用機構でタ
ンパク質の膜透過を引き起こすかを原子分解能で解明した.また，真核細胞の小分子 RNA に関しては，
生殖細胞においてレトロトランスポゾンの発現を抑制し，ゲノムの維持に働いている piRNA の産生に働
く 3 つの重要なタンパク質に関して結晶化に成功し，良好な回折データの収集に成功した．下記に説明
図を含めた成果の詳細を記す.
（２）構造・機能解析に関する進捗及び成果（構造解析と機能解析を相補的に行ったので並行して記述
する）
① tRNA の修飾やアミノアシル化を触媒する酵素と tRNA との複合体の構造・機能解析
タンパク質合成に必須の非翻訳 RNA である tRNA 分子には，様々な転写後修飾が導入され，立体構造の安定
化，タンパク質による認識，遺伝情報の解読，細胞内局在などに寄与している．真核細胞や古細菌の tRNAPhe
では，37 位がかさ高いワイブトシン（yW）塩基に修飾されることで，アンチコドン・コドンの塩基対が安定化され，
コドンのすべり認識が防がれている．本修飾反応は，tRNA 修飾酵素群 TRM5，TYW1―TYW4 と濡木・鈴木チ
ームが新規に同定した TYW5 が一連の反応を連続的に触媒している．まず我々は，TYW1 および TYW2（古細
菌由来），TYW4（S. cerevisiae 由来），TYW5（ヒト由来）の結晶構造を高分解能で決定した．TYW1（2.4Å 分解
能）に関しては，鈴木チームとの共同研究で変異体解析を並行して行うことで，２つの鉄硫黄クラスターが協して
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ラジカル反応を触媒し，複雑な 3 員環塩基を合成する機構を明らかにした（J. Mol. Biol., 2007）．TYW2 に関し
ては，2 種の古細菌由来の酵素に関して AdoMet との複合体の構造を 2.3 および 1.7Å 分解能で構造を決定し，
鈴木チームによる変異体解析を並行することで，AdoMet のメチル基でなくアミノカルボキシプロピル基を転移す
る機構を明らかにした（PNAS, 2009）．さらに TYW4 の結晶構造を，アポ型，AdoMet 結合型，SAH 結合型の形
で，2.7, 2.5, 1.7Å 分解能で決定し，１つの触媒部位で２つの反応を触媒できること，特にカルボキシメチル化は
溶液中に溶存する CO2 を固定した（鈴木チームとの共同研究）うえでメチル化を触媒することを明らかにした
（Nucleic Acids Res., 2009）．また，ヒトの TYW5 を同定し，鈴木チームとの共同研究で，本活性を質量分
析を用いて立証した．さらに，TYW5 の結晶構造解析により，TYW5 の触媒ドメインが JmjC domain
であることを見いだした．ヒストンの脱メチル化酵素と同様に，TYW5 は Fe2+, 2-OG 依存性オキシゲ
ナーゼであり，本来ペプチドを認識するポケットが，TYW5 由来のループにより占拠されており，代わ
りに保存された Arg108, 149 が存在し，これらが tRNA の結合に重要であることを見いだした．また，
C 端ドメインはαヘリックスバンドル構造で，やはり tRNA の結合に重要な陽電荷のパッチを形成して
いた．これらのことから，TYW5 は局所的な残基置換とドメイン追加によって，タンパク質でなく RNA
を修飾する酵素に分子進化したものと考えられる（Nucleic Acids Res., 2009）．また，すべての tRNA に保
存された TΨC ループ上の T59 のメチル化を FAD と葉酸を用いて触媒する TrmFO と FAD，テトラヒドロ葉酸と
の複合体の結晶構造を 1.05 Å 分解能で決定し，核酸の新規のメチル化反応の機構を明らかにした（PNAS,
2009）．一方，CAU をアンチコドンに持つ tRNAIle2 のアンチコドン 1 字目に修飾塩基リシジン（L）を導入し，tRNA
のコドンとアミノ酸の両方の特
異性をメチオニンからイソロイ
シンに変換する TilS に関して，
tRNAIle2 との複合体の結晶構
造を決定し，tRNA の結合に伴
って C 末端ドメイン２つが大きく
構造変化し，その一方が tRNA
のアミノ酸受容ステムを結合す
ることが契機となって，TilS のド
メイン間接触が徐々に変化し，
tRNA を端から
図 1，2 TilS•tRNAIle2 複合体，PylRS•tRNAPyl 複合体の結晶構造
認識しながら，最終的に C34 を
触媒トンネルに提示させる高特異的な RNA 認識機構を解明した（図 1）（Nature, 2009）．さらに鈴木チームとの
共同研究により，TilS は tRNA がプロセシングされる前の前駆体から修飾を開始することで，MetRS による誤アミ
ノアシル化を妨げていることを明らかにした（Nature, 2009）．
修飾を受け成熟した tRNA のアミノアシル化に関しては，ピロリジル tRNA 合
成酵素（PylRS）と tRNAPyl（アンバーサプレッサー）の複合体の結晶構造を決定
した（図 2）．ピロリジン（22 番目の天然アミノ酸）は，メタン古細菌や一部の細菌
に存在し，メタン呼吸に関わる酵素の触媒部位で働く．ピロリジンは PylRS が直
接 tRNAPyl にアミノアシル化し，遺伝子のアンバー終止コドンに組み込まれる．
PylRS•tRNAPyl 複合体の結晶構造解析の結果，PylRS は tRNAPyl の縮小したコア
領域を形と大きさに基づいて認識しており，他の系との直交性の構造基盤が明
らかになった（Nature, 2009）．古細菌は，AsnRS，GlnRS，CysRS の遺伝子を欠
失しており，例えば GlnRS の代わりに GluRS が tRNAGln に Glu を結合した後，
GatCAB アミド基転移酵素が Glu を Gln に変換する．原核生物から真核生物に
まで保存され，これと同様な tRNA 依存的なアミノ酸変換で Sec-tRNASec（セレノ
システイン；２１番目のアミノ酸）を合成する反応に働くキナーゼ PSTK に
関して，我々は同生物種由来 tRNA との複合体で（PNAS，2009; NAR，
図 3．PSTK と tRNASec の複合体構造
2010）結晶構造を決定し，C 末端ドメインが大きく動き，特徴的な D ルー
プを認識することで，tRNA 識別が開始されることを明らかにした（図 3）．
②ペプチド産生に働くタンパク質および tRNA との複合体の構造・機能解析
リボソームは RNA とタンパク質から構成される超分子複合体であり，その大部分は，ncRNA (リボソ
ーム RNA：rRNA)が占めている．我々は，我々は，古細菌のペプチド鎖伸長因子 EF1a が tRNA のみな
らず，翻訳終結因子 aRF1 や Pelota（mRNA が異常な二次構造を取る場合リボソームを解離し mRNA
を分解するタンパク質）をもリボソーム A 部位に運ぶ carrier GTPase として働くことを突き止めた（図
4）
（PNAS, 2010b）．さらに EF1α•Pelota 複合体の結晶構造を決定することで，Pelota が EF1αを GTP
型 に 固 定 し つ つ tRNA を 擬 態 し な が ら ,A 部 位 に 運 ば れ ,GTP が 加 水 分 解 さ れ た 後 に 構 造 変 化
（accommodation）に伴う構造衝突によりリボソームの解離に働く機構を解明した（図 4）（ PNAS,
2010a）．また,aRF1 と EF1αの結晶構造を 2.1 Å 分解能で決定し,aRF1 が tRNA を擬態してリボソーム
の A 部位に運ばれつつ,新生ペプチドを切り離しつつリボソームを解離する構造基盤を解明した（図 4）
（論文準備中）．
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図 5．CdpS の結晶構造
図 4．aEF1a は tRNA, aRF1, Pelota の共通の GTPase として働く

また，２分子のロイシル tRNA を用いて環状ジペプチドを合成する,新規の酵素 CdpS の結晶構造を
2.0A 分解能で決定したところ,アミノアシル tRNA 合成酵素の触媒ドメインと酷似していることが判明
した(図 5)（PNAS, 2011）．さらに変異体解析の結果,tRNA のリボースの水酸基を真似して,CdpS のセ
リン残基が活性化されたロイシンを共有結合し（中間状態をトラップすることに成功した）,これにグ
ルタミン酸が一般塩基触媒として働くことで,環状ジペプチドが形成されることを明らかにした．現在
tRNA との複合体の結晶化を行っている．
さらに，タンパク質が生体内で適切に機能するためには，リボソームで合成されたタンパク質が細胞
質から各細胞内小器官へと運ばれたり、細胞表面に分泌さ
れたりする必要性がある。その過程において，多くのタン
パク質は，生体膜を越えて輸送される。生体膜は通常イオ
ンなどの小分子すら透過させない性質（膜透過障壁）を保
っているが，生体膜には巨大なタンパク質を輸送するため
に Sec トランスロコンと呼ばれるタンパク質を膜透過さ
せる為の孔が存在している。Sec トランスロコンは通常は
閉じており(クローズド型)，タンパク質が膜透過するとき
のみ開く。細菌においては膜タンパク質 SecYE 複合体が
Sec トランスロコンを形成し，モータタンパク質である
SecA ATPase が SecY と相互作用して膜透過反応を起こす
ことが知られているが，その詳細なメカニズムは不明であ
った。我々は，高度好熱菌由来 SecYE 複合体の結晶構造
図 6 プレオープン型の SecYE の結晶構造
を抗体との複合体において 3.2Å 分解能で決定し，構造を
もとに機能解析を進めた（図６）（Nature, 2008）。その結果，Sec トランスロコンはタンパク質の膜透
過にともなって少なくとも２つの状態(プレオープン型とクローズド型)(図６)をとることが明らかと
なった。プレオープン型ではクローズド型と異なり，細胞質側に疎水性の凹みが存在し，膜透過するタ
ンパク質との相互作用部位を形成している。さらに SecA との相互作用の研究を進めた結果，SecY と SecA
との特異的相互作用部位を同定し，SecA との相互作用により SecY がクローズド型からプレオープン型
へ構造転移することを示した。一方，SecA も SecY との相互作用によって SecA の内部にある IRA1 と NBF1
という領域の間が広がる構造転移を起こすことを突き止めた。これらの構造変化によって SecYE,SecA
が共に活性化状態となり，タンパク質の膜透過反応を開始するモデルを提唱した。
さらに，タンパク質膜透過チャネルである SecYE と協働する SecDF に関
して， 3.3Å分解能での結晶構造を解明した（図 7）．生化学的解析によ
り，SecDF は，SecA が変性したタンパク質を SecYE に押し込んだ後の，
タンパク質膜透過後期過程を，膜を介したプロトンの濃度勾配のエネル
ギーを用いて促進する機能を持つことを明らかにした．さらに，システイ
ンクロスリンクにより，SecDF の第一ペリプラズムドメインが２つの構造をダ
イナミックに往復することで，タンパク質を SecYE チャネルから引きずり出
すことを明らかにした．さらに，パッチクランプ解析と蛍光分光解析によ
り，SecDF がプロトンを輸送し，これを駆動力としてタンパク質の膜輸送を
促進するシャペロンとして働くことを実証し，さらに，プロトン輸送に働くア
ミノ酸残基を同定することに成功した（Nature, 2011）．

図 7．SecDF の結晶構造
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③RNA サイレンシング関連タンパク質群の構造・機能解析
塩見チームとの共同研究により，哺乳類の RNAi/microRNA 経路に
関わる因子の構造解析を目指し，各因子の発現・精製，結晶化を行
っている．我々は，様々な真核生物由来の Argonaute ファミリータ
ンパク質を昆虫細胞で大量調製する系を構築し、いくつかの系で大
量発現に成功している。また、生殖細胞において Aube と AGO3 が
amplification loop を作って piRNA を量産するための場を提供す
る Tudor が、Aube と AGO3 の N 末端ループのジメチル化された Arg
を認識することを見いだし、11 個ある Tudor の Tudor domain のう
ち、どれが Aube および AGO3 に修飾依存的に結合するかを、プルダ
ウンアッセイによって明らかにした（図 8）。さらに、Tudor サブド
メインの結晶化に成功した（図 9）
。また,生殖細胞で生殖顆粒に存
在し piRNA の生産に必須な,RNaseH ドメインを持つ Maelstrom の触
媒ドメインを大量に発現し,結晶化に成功し,3 Å 分解能の回折デー
タを収集することに成功している（図 10）．現在位相決定を行っ
て構造決定を進めているとともに,塩見研究室と共同研究で機能 図 11, 12 Tudor のドメイン機能と結晶
解析を行っている．さらに，ミトコンドリア外膜に存在するカルジオリピンを加水
分解し，脂質メディエーターであるフォスファチジル酸を産生し，piRNA の産生，
ミトコンドリアの局在を制御している Zucchini に関して，大腸菌での組み換えタ
ンパク質を用いて結晶化に成功した.以上のように，miRNA, siRNA 等の機能発現
において要となる構成因子を順調に準備しつつ，各々の複合体について構造機能解
析を進めている．
図 7．Maelstrom の結晶

（３）機能解析に関する進捗及び成果
本チームは構造解析チームであるが，変異体解析などの機能解析は行っており，これらの結果に関して
は，構造解析と付随しているため(2)に記述した.
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

30 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

33 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

36 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

8件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
遺伝暗号の正確な翻訳に働く非翻訳 tRNA の biogenesis やリボソーム関連のタンパク質複合体に関しては，十
分な成果があげられた．さらに，高次生命機能に働く小分子 RNA および Argonaute タンパク質の機能解析も順
調に進んでおり，すでに試料調製が整い高分解能結晶が得られている小分子 RNA 関連タンパク質の構造解
析・機能解析にも今後の進展が期待される．
８．課題内の情報共有・連携体制
構造解析グループと機能解析グループは互いにチームごとに連携し，それぞれの研究室において 2〜3
時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し，すでに８報の共著の論文を発表し
ている．グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をは
かっており，実質的な共著論文としての成果も上げてきた．
９．他の課題との情報共有・連携
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本課題で取り扱うタンパク質は，100kDa 以上の高分子量タンパク質も多く，なおかつ複合体を形成して機能す
る．したがって，その発現・精製，解析は極めて高難度である．そこで，技術開発課題 C「生産」との共同研究で
研究を進めている．
１０．人材育成
学部生，大学院生の研究教育は，雇用されているポスドクおよび助教，准教授，教授が，直接に実験を
指導し，また週 2 回のセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行っている．雇用されているポス
ドクは，母国フランスのストラスブール大学において，パーマネントの Associate Professor のポジショ
ンにアプライしてるが，まだ決まっていない．
１１．終了までの具体的な見通し
すでに成果の上がっている tRNA，rRNA の修飾酵素と RNA の複合体解析に加え，小分子 RNA による遺
伝情報のサイレンシングに働く複合体の構造解析の遂行が期待される．特に esiRNA および piRNA と協
同して働く Argonaute およびこれらと相互作用するタンパク質の大量調製系を確立し，単体および
miRNA・ターゲット RNA との複合体の結晶構造解析を推進する．さらに生殖細胞において，piRNA の生産
に重要な Maelstrom や Zucchini に関しては，結晶化ならびに高分解能回折データの収集に成功してお
り，塩見研究室と連携し，構造と機能を明らかにし，生殖細胞が piRNA を生産し，レトロトランスポゾ
ンの発現を抑制してゲノムを維持する分子機構を原子分解能で明らかにする．これらのメカニズムは高
等真核細胞でも保存されており（Zucchini のヒトホモログである MITOPLD に関しては予備的な結晶化に
すでに成功している），本研究を通じて得られた知見は，特に不妊治療の分野で社会に大きく貢献する
ことが期待される．
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後も，チームの連携・共同研究を維持し，遺伝暗号翻訳の構造基盤に関しては，教科
書を塗り替えるような知的財産の構築ならびに薬効の高い抗生物質の創出を目指して，化合物ライブラ
リー基盤とも連携していく計画である．また，小分子 RNA の biogenesis や小分子 RNA による遺伝子発
現制御に関しては，カプセルに封入し特異的細胞にデリバリーすることにより，RNA 医薬として医療
の分野で貢献する戦略を検討している．
１３．特記事項
１．第５回日本学術振興会賞受賞（2009 年 3 月）「遺伝暗号翻訳の動的機構の構造基盤」（濡木理）
２．BMB2008 シンポジウム「遺伝暗号翻訳研究の新たな展開」企画（2008 年 12 月 10 日神戸）
（濡木理）
３．21 年度持田記念学術賞受賞（2009 年 10 月）「遺伝暗号翻訳と生体恒常性に働く多機能タンパク質
の分子機構の解明」（濡木理）
４．22 年度木原記念財団学術賞受賞（2010 年 5 月）
「遺伝暗号翻訳とタンパク質合成のメカニズムの構
造基盤」（濡木理）
５．第 27 回井上学術賞受賞（2011 年 2 月）「遺伝暗号翻訳とタンパク質合成のメカニズムの解明」
６．2011 年に Nature に発表した論文“Structure and function of a membrane component SecDF that
enhances protein export”は，日刊工業新聞と日経産業新聞（2011 年 5 月 23 日付け）に掲載された．
１４．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

11,709(千円)

２０年度

２１年度

２２年度

9,830（千円） 15,225（千円）

２３年度

0

物品費（千円）

人件費・謝金（千円） 5,528(千円)

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

0

0

2,584(千円)

業務実施費（千円）

5,983(千円)

5,555（千円）

間接経費（千円）

5,308(千円)

4,615（千円)

合計（千円）

23,000(千円)

20,000（千円） 20,000（千円） 20,000（千円） 合計（千円）

160（千円） 12,801(千円)
4,615（千円)

4,615(千円)
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3,688(千円)

旅費（千円）

372 (千円)

その他（千円）

335 (千円)

間接経費（千円）

計

2,977(千円)

22,130

12,900(千円)

95,900

Ｂ５－Ｂ（基本的な生命の解明）
分 担 機 関 の 課 題 名

非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明
（Argonaute 蛋白質の構造―機能相関）

分

担

機

関

機関の代表研究者名

学校法人慶應義塾
塩見

春彦

１．課題開始時における各機関の達成目標
RNAi は生物学における革命的な技術、しかも今後疾患治療への応用が大きく期待される技術である。
しかし、RNAi の重要性は、むしろ、このメカニズムが多くの生物種において進化的に極めて古い生体
防御機構として、また、ゲノムの品質管理機構として、そして 遺伝子発現制御機構として機能してい
ることである。RNAi 関連分子経路の解析から、このメカニズムにおける鍵となる分子は 20〜30 塩基長
の小分子 RNA と Argonaute タンパク質であることが明らかとなった（図）。ゲノム配列の解読が完了し
た今、
「ヒトの設計図の解明」につながる次の大きなステップはこの膨大な数の小分子 RNA による生命
活動を支える制御プログラムを理解することである。本分担研究では、Argonaute タンパク質と小分子
RNA の相互作用を生化学的かつ構造生物学的に解析する。
具体的達成目標は；
（1）ショウジョウバエ及びヒト Argonaute タンパク質に対する抗体を作成し、相互作用する小分子 RNA
及び蛋白質を同定する。highly parallel pyrosequencing 法等を用いて相互作用する小分子 RNA の同定を進
め、個々の Argonaute タンパク質が関与する RNAi 関連分子経路を明らかにする。
（2）抗体を用いた蛋白質複合体の精製を進め、個々の Argonaute タンパク質の機能を明らかにする。さ
らに個々の Argonaute タンパク質の機能ドメイン（小分子 RNA 結合、標的遺伝子発現抑制活性、蛋白
質—蛋白質相互作用等）を明らかにする。
（3）蓄積した生化学的解析データを基に、Argonaute タンパク質の構造—機能相関を明らかにする。

図 ： RNA
サイレン
シング。
20-30 塩基
長の小分
子 RNA と
Argonaute
タンパク
質が形成
する複合
体（RISC）
による遺
伝子発現
抑制機構
を総称し
て RNA サ
イレンシングと呼ぶ。RISC は転写及び転写後のレベルで特定遺伝子の発現を抑制する。その際、小分
子 RNA は標的 RNA に RISC をガイドする認識分子として機能する。
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２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
達成目標（1）に関しては；
ショウジョウバエには 5 種類の Argonaute タンパク質（AGO1, AGO2, AGO3, Aub, Piwi）が存在するが
これら全てに対して複数のモノクローナル抗体を作成した。これらを用いて、それぞれの Argonaute を
精製し、相互作用している RNA 及びタンパク質を同定した。その結果、AGO1 は miRNA と、AGO2 は
内在性 siRNA (endo-siRNA)と、そして AGO3, Aub, Piwi の 3 種類の PIWI サブファミリーArgonaute は
piRNA と結合していることを明らかにした。また、AGO2 は endo-siRNA と複合体を形成し、体細胞に
おいて転移因子（トランスポゾン）の発現抑制に、そして AGO3, Aub, Piwi は piRNA と複合体を形成し、
生殖細胞において転移因子の発現抑制に関与していることを明らかにした。
ヒトには 8 種類の Argonaute タンパク質が存在するが、その
内、Ago1, Ago2, Ago3, Ago4 に対して複数のモノクローナル抗
体を作成した。これらを用いて、それぞれの Argonaute を精製
し、相互作用している RNA 及びタンパク質を同定した。その
結果、これら Argonaute が結合している主な小分子 RNA は
miRNA であることを明らかにした。また、miRNA には 5’およ
び 3’末端に関して多くのバリアントが存在することを見いだ
した（図 1）
。4 種類の PIWI サブファミリーArgonaute に関して
は、現在も抗体作成を継続している。

図 1. miRNA の 5’または 3’末端の異なる変異種（variants）の一例.
達成目標（2）に関しては；
Argonauteタンパク質はPAZとPIWIドメインを有する。ショウジョウバエAGO1をモデルとして用い、
PAZドメインが一本鎖の小分子RNA結合ドメインであること、一方、PIWIドメインの変異体では
miRNAに結合できるが、標的RNA切断活性が失われることを明らかにした。つまり、PIWIドメイン
が切断活性に大きく寄与していることが明確になった。また、PIWIドメインはGW182とmiRNAの相
互作用にも関与することが明らかにした。AGO1はmiRNA生成酵素であるDicer-1 (DCR-1)とも複合体
を形成する。この複合体には2本鎖RNA(dsRNA)結合タンパク質であるLoqsが含まれているが、一方、
GW182を含む複合体にはDCR-1とLoqsどちらも含まれていなかった。つまり、AGO1は細胞質内で少
なくとも2種類の複合体として存在していることを明らかにした。さらに、Loqsに4種類の異性体（ス
プライシングバリアント／アイソフォーム：A, B, C, D）が存在することを明らかにした。これら4
種類のアイソフォームの内、AとBがDCR-1及びAGO1と相互作用すること、一方、DはDicer-2 (DCR-2)
及びAGO2と相互作用することを示した。精製した複合体とIn vitroプロセシングアッセイを用いて、
DCR-1-AGO-1-Loqs-A/B複合体はmiRNA前駆体（pre-miRNA）からmiRNAへのプロセシングに直接関
与していること、一方、DCR-2-AGO2-Loqs-D複合体は外来性長鎖dsRNAのsiRNAへのプロセシング
および内在性siRNA (endo-siRNA/esiRNA)前駆体からesiRNAのプロセシングに直接関与していること
を明らかにした。
ショウジョウバエ生殖細胞特異的なArgonauteタンパク質であるPIWIサブファミリータンパク質
（AGO3, Aub, Piwi）に関しては、ショウジョウバエ卵巣由来の培養細胞（OSC）を樹立し、それを
用いて、piRNAが細胞質においてプロセスされ、成熟piRNAがPiwiと結合すること、さらに、piRNA
のプロセッシングが細胞質でおこることを示した（図2）。この生成過程に関与する新規タンパク質
としてArmi (RNAヘリケース)とZuc (核酸分解酵素)を同定した。一方、PIWIサブファミリータンパク
質 の 内 、 AGO3 と Aub が 卵 巣 に お い て 、 特 定 の ア ル ギ ニ ン 残 基 が dprmt5 (Drosophila protein
methyltransferase 5)によりメチル化されること、そして、このメチル化アルギニン修飾はこれらPIWI
タンパク質とpiRNAとの結合に必須であることを示した。また、メチル化アルギニン修飾はTudorタ
ンパク質により特異的に認識され、Aub-Tudorの2者複合体およびAub-Tudor-AGO3の3者複合体が形成
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されることとこれら複合体の形成はpiRNAの質（由来）に影響することを明らかにした。さらに、
AGO3とAubが関与するpiRNA生合成にはMaelが要求されることを示した。このタンパク質には進化
的に保存されているドメイン（Maelドメインと呼ぶ）が存在している。

図 2. piRNA のプロセッシングは細胞質で
おこる.
(A) ショウジョウバエ卵巣由来の体細胞
培養株 OSC で、Piwi は piRNA と結合
している。
(B) 野生型 Piwi は核に局在するが、N 末
端を欠失した変異体は細胞質に局在
した。一方、Slicer 活性を持たない変
異体（Piwi-DDAA）の局在は野生型と
同じく核であった。
(C) これら変異体はいずれも piRNA が結
合した。したがって、これらの結果か
ら、piRNA は細胞質でプロセスされ成
熟化し、Piwi と複合体を形成した後、
核に移行することが示唆された。
達成目標（3）に関しては；
Argonaute タンパク質の PAZ と PIWI ドメインの役割を明らかにし、またアルギニンのメチル化の意義
を見いだした（上述）。また、これらの成果をふまえ、構造解析に必要な cDNA、発現ベクター、変異体、
およびそれらに付随する情報を濡木研に供与した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
達成目標（2）（3）の成果に関して上述したように、課題公募時の目的に対し、充分達成された。また、この
成果は Nature 誌を含むトップジャーナルに発表した。さらに、これらの成果はカナダ、アメリカ、ロシ
ア、中国、韓国、台湾等で開催された国際学会で発表した。そのすべてが招待講演である。また、研究
室のホームページ（英語）においても成果を発信している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
達成目標（1）（2）の成果に関して上述したように、課題公募時の目的に対し、充分達成された。また、この
成果は Nature、Genes & Development 誌を含むトップジャーナルに発表した。さらに、これらの成果は
カナダ、アメリカ、ロシア、中国、韓国、台湾等で開催された国際学会で発表した。そのすべてが招待
講演である。また、研究室のホームページ（英語）においても成果を発信している。

３．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

0件
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造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

13 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

10 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度

充分達成された.
８．課題内の情報共有・連携体制

・本研究に関するマネジメントは適切であった。
・課題内において各機関間の情報共有・連携体制が効率的・効果的に機能している。特に、濡木
研とは密接な情報交換を行って来た。
９．他の課題との情報共有・連携

・学会等で交流し、本プログラムの他の課題と、必要に応じて情報共有・連携等を実施してきた。
・本プログラム以外の研究者、企業等と連携している。特に海外（ロシア、イタリア、アメリカ）
の研究者との連携が深まっている。
１０．人材育成
【評価の観点】
・人材の育成の取組に関しては、塩見が大学院生と雇用しているポスドクに丁寧な指導を行い、また彼
らが国内外の学会に出席することを奨励し、関連分野の最新の知見を得るのみならず、国際的な研究
者に育つことを積極的に推進している。本プログラムの経費で雇用されたポスドク等は関連の研究分
野で研究を継続する予定である。
１１．終了までの具体的な見通し

当初設定した目標は充分達成される。作成した各種モノクローナル抗体とそれらを用いた小分子
RNA の単離精製等の技術に関して、技術移転を目的とした共同研究を試薬会社と検討している。ま
た、他分野の研究者に成果の活用を推進するために、各種 Method 本のチャプター（英語および日本語）
を書いた。
英文のチャプター：
1. Miyoshi, K., Uejima, H., Nagami, T., Siomi, H., and Siomi, MC. 2008. In vitro RNA cleavage assay for
Argonaute-family proteins. Methods in Molecular Biology 442: 29-43.
2. Siomi, MC., Nishida, KM., and Siomi, H. 2008. How to define targets for small guide RNAs in RNA silencing:
a biochemical approach. Methods in Enzymology 449: 345-355.
3. Saito, K., Miyoshi, K., Siomi, MC., and Siomi, H. 2010. The key features of RNA silencing. pp1-28. In RNA
Technologies and Their Applications (eds., V. Erdmann and J. Barciszewski) Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
DOI 10.1007/978-3-642-12168-5_1
4. Miyoshi, K., Okada, T., Siomi, H. and Siomi, MC. 2011. Biochemical analyses of endogenous Argonaute
complexes immunopurified with anti-Argonaute monoclonal antibodies. Methods in Molecular Biology 725,
Argonaute Proteins: Methods and Protocols (ed., Hobman TC & Duchaine TF) ISBN: 978-1-61779-045-4.
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pp29-43.
さらに関連の成果に関係する総説（英語と日本語）（下の 13 を参照）を書いた。したがって、優れた

成果の創出や社会への還元、技術移転・普及に関する取組を積極的に行っている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
RNAi 関連経路（miRNA、endo-siRNA、piRNA）の解析を進め、世界をリードする成果を出してきた。
これらの成果は我が国の科学技術発展のみならず、国際的にも大きな貢献であると評価されると予想さ
れる。また、これら成果は産業応用への基本技術を提供するものである。さらに、作成した各種モノク
ローナル抗体等の技術移転を目的とした共同研究を試薬会社と検討している。
１３．特記事項
我々の成果は国際的にも高く評価されており、毎年、Nature 誌を含む有名ジャーナルから関連分野の総
説を書く依頼が来ています。下にその内の幾つかを挙げておきます。
1. Siomi, H., and Siomi, MC. 2009. On the road to reading the RNA interference code. Nature 457: 396-404.
2. Siomi, H., and Siomi, MC. 2009. RISC hitches onto endosome trafficking. Nature Cell Biology 11: 1049-1051.
3. Siomi, M.C., Mannen, T., and Siomi, H. 2010. How does the royal family of Tudor rule the Piwi-interacting
RNA pathway? Genes & Development 24: 636-646.
4. Siomi, H., and Siomi, MC. 2010. Posttranscriptional regulation of miRNA biogenesis in animals. Molecular
Cell 38: 323-332.
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

3,331

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

5,171

1,000

1,073

5,193

旅費（千円）

93

業務実施費（千円）

2,522

3,361

7,388

3,268

その他（千円）

317

間接経費（千円）

2,307

2,308

2,539

2,539

間接経費（千円）

1,777

11,470

合計（千円）

10,000

10,000

11,000

11,000

合計（千円）

7,700

49,700
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代表／分担機関の課題名

非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明
（非翻訳 RNA の機能発現に必要な RNA 修飾の探索と機能解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科

機関の代表研究者名

鈴木 勉

１．課題開始時における各機関の達成目標
① 非 翻 訳 RNAの 解 析
当 研 究 室 で 開 発 さ れ た 全 自 動 RNA精 製 装 置 （ 往 復 循 環 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー ） の 改 良 を 行 い 、
よ り 高 収 率 か つ 高 純 度 の 精 製 法 を 確 立 す る 。様 々 な ncRNAの 単 離 を 試 み る 。質 量 分 析 計 に よ
る 精 密 解 析 を 行 う こ と で 、 RNA修 飾 の 探 索 と 構 造 解 析 を 進 め る 。
②RNA修 飾 酵 素 の 機 能 解 析 お よ び 構 造 解 析
大 腸 菌 お よ び 酵 母 に お け る rRNAや tRNAを 修 飾 す る 新 規 遺 伝 子 、 酵 素 お よ び そ の 真 核 生 物 ホ
モ ロ グ の 探 索 と 生 合 成 機 構 、機 能 解 析 を 進 め る 。更 に 、共 同 研 究 に よ っ て 立 体 構 造 が 得 ら れ
れば、基質認識や反応機構の詳細な解析を行う予定である。
③真 核 生 物 リボソームRNAの成 熟 に必 要 なRNA修 飾 酵 素 の機 能 解 析
酵母で見つかった新規RNA修飾酵素は、リボソームRNAの生合成に必須であることを明らかにしてい
る。本酵素の生化学的な解析を進めると共に、リボソームRNAの成熟過程におけるRNA修飾の役割およ
び本酵素の機能解析を進める。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
非翻訳 RNA の解析に関しては、当研究室で開発された全自動 RNA 精製装置（往復循環クロマトグラフィー）
を用いて、様々な ncRNA の単離に成功した。また、質量分析計による精密解析を行うことで、多くの修飾塩基
を同定した。特に、古細菌 tRNA から新規 RNA 修飾であるアグマチジン（agm2C）を発見したことが特筆すべ
き成果として挙げられる。RNA 修飾酵素の機能解析および構造解析では、大腸菌および酵母における rRNA
や tRNA を修飾する新規遺伝子、酵素およびその真核生物ホモログの探索と生合成機構、機能解析を行っ
た。具体的には、大腸菌 tRNAMet のアンチコドン 1 字目に存在する N4-アセチルシチジン（ac4C）を修
飾する TmcA の同定と機能解析、16S rRNA の N4, 2’O ジメチルシチジン（m4Cm1402）の修飾酵素 RsmH
と RsmI の同定、23S rRNA の 2069 位の 7-メチルグアノシン（m7G）と 2445 位の 2-メチルグアノシン（m2G）
の両方のメチル化修飾に関与する RlmKL の同定、真核生物 18S rRNA の N4-アセチルシチジン（ac4C
1773）の修飾酵素である RrcA の同定と機能解析、哺乳動物 tRNAPhe に存在するヒドロキシワイブトシン
(OHyW)のヒドロキシル化酵素 TYW5、酵母および哺乳動物 tRNA の 3-メチルシチジン（m3C）のメチル化酵
素 ABP140（Trm140）の同定、アグマチジン（agm2C）合成酵素 TiaS の同定と機能解析など、が挙げられる。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
構造解析に関しては、グループ内外での活発な共同研究を行っている。鈴木グループが発見した RNA
修飾酵素の構造解析をグループ内外で共同研究を実施している。グループ内のすべてのグループとの共
著論文（濡木研 7 報、田中研 1 報、塩見研 1 報、横山研 1 報）がある。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
古細菌由来 tRNAIle から新規の RNA 修飾であるアグマチジン（agm2C）を発見し、化学構造の決定に成功し
た(Nature Chem Biol.,2010)。アグマチジンはアンチコドンの 1 字目（通称 wobble 位）に存在し、シチジンの
2 位にアグマチンが結合した修飾塩基である。この修飾により、塩基対合のパターンが C-A 対合から agm2C-G
対合へ変化することが明らかとなり、AUA コドンの解読に不可欠であることが判明した。また、比較ゲノムを用い
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ることでアグマチジン合成酵素 TiaS（tRNAIle-agmatidine synthetase）を同定し、組換えタンパク質を用いて
in vitro でのアグマチジン再構成に成功した。さらに、TiaS による agm2C 形成機構を解析したところ、TiaS は
ATP を用い、wobble 位シチジンの 2 位をリン酸化することで活性化し、続いてアグマチンのアミノ基に求核置換
攻撃をさせることで agm2C が形成される機構を解明した。また、TiaS は自身の Thr18 を自己リン酸化すること
を見出した。リン酸化 Thr18 は agm2C 形成反応に重要な役割を担っていることが明らかとなっている。これらの
結果から、TiaS には、RNA とタンパク質の異なる基質をリン酸化する新規ドメインを有することが明らかとなり、
これを TCK(Thr18-C34 kinase)ドメインと命名した(Nature Struct Mol Biol.,2011)。さらに産総研の沼田博
士らとの共同研究により、TiaS-tRNAIle 複合体の結晶構造を解析したところ、TCK ドメインによるリン酸化機構
や agm2C 形成の詳細な分子メカニズムが判明した。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

17 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

18 件(すべて共同研究です。)

造解析したタンパク質数

TYW1, TYW2, TYW4, TYW5, ASL-30S, TmcA, TilS-tRNAIle, TiaS-tRNAIle

４．各機関の論文発表件数

２９件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

２１件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 2 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
グループの中での活発な共同研究を行い、予想以上の成果が得られている。特に、新規 RNA 修飾酵素
に関しては、論文が公開される前にグループ内で構造解析を開始することができた。このことが大きな
アドバンテージとなり、重要なタンパク質に関しては海外のグループに先んじて構造解析の論文を発表
することができている。
８．課題内の情報共有・連携体制
グループ内での活発な情報交換と共同研究を実施している。特に全てのグループとの共著論文（濡木研
7 報、田中研 1 報、塩見研 1 報、横山研 1 報）があることからも情報の共有と連携体制が効果的に働い
ている。特に、鈴木グループが発見した RNA 修飾酵素の構造解析をグループ内外で積極的な共同研究
を実施している。グループ内のすべてのグループとの共著論文（濡木研 7 報、田中研 1 報、塩見研 1 報、
横山研 1 報）があることからも、本チームの貢献度がわかる。
９．他の課題との情報共有・連携
他のプロジェクトおよび企業との連携は活発に行っている。具体的には、製薬企業と連携し、tRNA 修
飾酵素の阻害剤のスクリーニングを行っている。また、当研究室で確立された往復循環クロマトグラフ
ィーを用いた RNA の単離精製法と RNA マススペクトロメトリーを駆使し、数多くの共同研究を実施し
ている。RNA 医薬の開発では製薬企業との共同研究を実施している。
１０．人材育成
本プロジェクトでは研究員 1 名を雇用している。また多くの学生が関わっている。彼らのアカデミック
キャリアを着実に形成するために、得られた成果を積極的に論文発表することを常に心がけている。
１１．終了までの具体的な見通し
非翻訳 RNA の解析に関しては、当研究室オリジナルな精製法および解析法を駆使し、現在も多くの新規修
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飾や機能に関連した末端構造の解析が進行中である。すでに、新規 RNA 修飾を 7 種類発見しており、23 年
度にはこれらの多くの化学構造が明らかになることが期待される。これらの RNA 修飾酵素の探索も行う予定で
あり、RNA 修飾の機能と生合成を解明し、高次生命現象との関連性を見出していきたい。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
RNA 修飾酵素の阻害剤は全く新しいタイプの抗生物質として開発できる可能性がある。本プロジェク
トで得られた成果を産業応用するために、実際に製薬会社との共同研究が進行中である。
１３．特記事項
競争の激しい RNA 研究の分野において、構造解析チームに機能解析チームを加えた本プロジェクトの
フォーメーションは極めて効率よく機能したと考えます。実際に鈴木チームが発見した新規 RNA 修飾
酵素に関しては、機能解析と同時に構造解析が進行させることができ、海外グループの追随を許さない
成果が得られております。

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

3,100

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

7,887

旅費（千円）

業務実施費（千円）

7,208

10,000

10,000

2,113

その他（千円）

間接経費（千円）

3,092

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

2,308

14,400

合計（千円）

13,400

13,000

13,000

13,000

合計（千円）

10,000

62,400

設備備品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

細胞内機能発現のための非翻訳 RNA の修飾とプロセシングの構造基盤

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人北海道大学

機関の代表研究者名

田中勲

１．課題開始時における各機関の達成目標
本委託業務では，１）
ncRNA の機能を制御し
ている ncRNA の転写後
修飾，２）miRNA、siRNA

P0‐P1

の成熟と RNA サイレン
シング，３）miRNA によ
る RNAi 以外の高次生命

eIF5B

YcbY
TmcA

機能制御に焦点を当て，
機能解析を推進する研究
者と構造解析を行う研究
者が連携し，ncRNA の高

tRNA の成熟・修飾酵素群

リボソーム修飾・翻訳因子

次生命機能制御機構の基
本メカニズムを解明することを目的とした．その内，当該機関では，ncRNA の修飾酵素および RNA と
の複合体の構造解析に関わる研究として，特に tRNA の成熟・修飾酵素群，リボソーム修飾・翻訳因子
を対象に研究を行った（図参照）．また，研究を推進するために，核酸の精密化のための自動フィッテ
ィングプログラムの開発研究を実施した．

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
i6A合成機構

MiaA-tRNAの構造

MiaA (Biochemistry 48, 5057-5065 (2009))
tRNA の i6A 修飾は植物では植物ホルモンであるサイト

P-ループ

i6A37

tRNA

カイニンとして働いており，植物の成長にとって必須であ
る．我々は大腸菌由来の i6A 修飾酵素 MiaA-tRNAPhe 複合
体及び MiaA-tRNAPhe- DMASPP の複合体の構造解析に成

MiaA
大ドメイン

MiaA
大ドメイン

tRNA

DMASPP

A37

功し，tRNA の認識機構やアデニンへのジメチルアリル基

A37

の転移メカニズムを明らかにした(右図)．
C
N

MiaA
小ドメイン

Dus (グループ内の鈴木研究室との連携研究，Acta Cryst. F67, 685-688
(2011))
Dus はほぼすべての tRNA に存在するジヒドロウリジン修飾を導
入する酵素である．我々は Dus と tRNA 複合体（左図）および tRNA
フラグメント複合体の X 線結晶構造解析を行い，tRNA 認識機構と
酵素活性発現機構を解明した．

396

Ｂ５－Ｄ（基本的な生命の解明）

TmcA（グループ内鈴木研究室との連携研究，The EMBO J. 28, 1362-1373
(2009)）
大腸菌由来の TmcA は Acetyl-CoA の Acetyl 基を tRNAMet の wobble 塩基 C
の N4 へ転移し，ac4C を合成する酵素である．他の Acetyl 基転移酵素と異なり，
TmcA は活性発現に ATP を要求するため，特異な反応機構を持つと考えられ
ていた．本研究では，TmcA の構造解析（左図）と構造に基づく機能解析によ
り，TmcA による新規なアセチル基転移機構を提案した．tRNA 複合体につい
ては，活性部位の変異体を用いて，安定な tRNA 複合体を調製する系を構築し，
初期結晶を得ることができた．

AlaRS（グループ内濡木研究室との連携研究，Proc. Natl. Acad. Sci. 106,
11028-11033 (2009)）
アラニル tRNA 合成酵素 (AlaRS)は，20 種類アミノアシル tRNA 合成酵
素（aaRS）の中で最後に残った反応機構の詳細情報のない aaRS である．我々
は，当グループ内の濡木理教授グループとの連携により，古細菌由来 AlaRS
の，アミノアシル化，校正両ドメインを含む構造解析に成功した（右図）．
構造解析結果より，AlaRS はアミノアシル化と校正の際で異なる tRNA 結
合様式を採用している可能性を具体的に提唱できた．
真核由来翻訳開始因子 eIF5B-eIF1A 複合体
eIF5B と eIF1A はあらゆる生物種に保存されている翻訳開
40S-itRNAMet

始因子であり，翻訳開始段階の最後ステップであるリボソー
ムサブユニットの会合に重要な役割を担っている．我々は，
構造情報を欠く酵母由来の eIF5B，eIF5B-eIF1A の複合体の構

eIF5B

造解析を行った（左図）
．得られた構造を用いて 80S のリボ
ソームにおいての eIF5B-eIF1A 相互作用のモデルを作成し，
リボソームサブユニット会合の際の eIF5B-eIF1A の働きを議

modeling

論することができた．

ThiI-tRNA (RNA 15, 1498-1506 (2009))
ThiI は tRNA の 8 位のウリジンに硫黄を導入する酵素であ
る ． 本 研 究 で は ， ThiI の 基 質 と な り え る 最 小 の
tRNA(TPHE39A)分子の結晶構造解析（右図）と，ThiI のド
メイン蛋白質と RNA との相互作用解析および分光学的解析
から，ThiI の N 末端ドメインが tRNA 結合を支配し，C 末端
ドメインが tRNA の構造変化を引き起こすという ThiI の
tRNA 結合機構を提案した．
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高分解能の GatCAB (Nucl. Acid Res. 38, 672-682 (2010))
GatCAB の tRNA 認識機構を解明するために，GatCAB の高分解能での構
造解析を目指した．その結果，GatCAB の 1.9Å 分解能での構造解析に成功

GatA

し，tRNA 認識に重要である GatB の C-tail ドメインの構造を明らかにし，

GatC

Gln

GatB に特徴的な配列を見い出した．更に GatCAB と tRNA

変異体のアッ
GatB

セイを行い，GatB の cradle ドメインの 310-helix と C-tail ドメインに保存さ
れた Gly が tRNAGln 認識に重要であることが明らかになった．この構造解析
の際に，結晶化の条件に MPD を付加剤として加えることによって，結晶質
が改善され，高分解能のデータを得ることができた．

tRNAGln

P0-(P1)2(P1)2(P1)2 (J. Biol. Chem., 285, 4747-4756 (2010))
タンパク質合成にエネルギーを提供する各種 GTP 結合型翻訳
因子は、リボソーム GTPase センターによって，リボソームに呼
P0

び込まれて活性化される．リボソーム GTPase センターに存在す

P1 dimer1
P1 dimer2

る“ストーク”と呼ばれる非常に柔軟な突起部位は，近年得られ
P1 dimer3

たリボソームの結晶構造解析では，ほとんど検出されず，構造決
定に至っていない．我々は古細菌由来のストークタンパク質の複
合体の構造解析に成功し，このストーク複合体が P0 タンパク質
と三つの P1 dimer から形成されることを明らかにした（左図）．

50S ribosome

また，構造に基づいて作成した P0 変異体の機能解析により，P1

が複数存在することの意義を明確にし，GTP 結合型翻訳因子をリボソームへ運搬する機構を提案した．

YcbY（グループ内鈴木研究室との連携研究）
大腸菌 23S rRNA のメチル化酵素 RlmL(YcbY)の rRNA 複合
体の結晶構造解析を目指した．YcbY は 2 つのドメインから構
成される蛋白質であるが，それぞれのドメインのホモログ蛋
白質の結晶構造解析に成功した（右図）．さらに，基質 RNA
との結合活性とメチル基転移活性を確認した．

P-SAD (RNA 15, 1498-1506 (2009))
我々は，タンパク質と核酸(DNA, RNA)複合体の結晶構造解析
のために，核酸中のリン原子を異常散乱因子とした SAD 法によ
る位相決定（P-SAD 法）の開発を目指しているが，本研究では、
長波長 X 線を用いた P-SAD 法により tRNA の結晶構造解析に成
功し（左図）
，本手法の有用性を示した。
哺乳類 TmcA ホモログ（グループ内鈴木研究室との連携研究）
酵母を用いたマウス由来 TmcA ホモログの大量調製系を構築した．グループ内の鈴木勉研究室との連
携し，精製された mTmcA が 18S リボソームの末端ヘリックスをアセチル化する活性を有することを見
い出した．これにより，哺乳類由来 TmcA ホモログがリボソーム生合成に深く関与することが示された．
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Yeast Three-Hybrid 法による酵母由来 RNA 修飾酵素 KRE33 と 18S rRNA の相互作用解析
ndRNA とタンパク質の相互作用を汎用的に同定する

Three-Hybrid法

ために，酵母 three-hybrid システム（Y3H）を導入した．
ヒスチジン合成阻害剤
3-ATの添加による測定

Y3H 法を使用して原核生物由来の tRNA 修飾酵素 TmcA

転写活性化

の酵母ホモログ KRE33 と 18SrRNA の Helix50 との相互

ヒスチジンを合成できる

作用を検出することに成功した．これは，KRE33 が RNA

酵母の量

と相互作用することを直接的に示した最初の例である
とともに，
「哺乳類 TmcA ホモログ」で提案された，TmcA
ホモログのリボソーム生合成への関与を強く裏づける

Kre33pとHelix50
Kre33pのみ
Helix50のみ
[3-AT]=0 mM

結果である．

0.05 mM

0.5 mM

LAFIRE による核酸の自動精密化
核酸の自動精密化を行うために，まず核酸のフィッティ
ングと部分構造構築のプログラムを開発した．核酸のフィ
ッティングについて，PDB に登録された核酸の構造から核
酸 conformation マップを作製し，フィッティングの戦略を立
て，核酸構造の特徴に従う効率の良いフィッティングプロ
LAFIRE

グラムの作成に成功した．そのプログラムを当研究室で開
発したタンパク質の自動精密化プログラム LAFIRE に組み
込み，また，グラフィックスユーザインターフェースを充
実させた。

（２）構造解析に関する進捗及び成果
MiaA-tRNA 複合体，Dus-tRNA 複合体，Dus-tRNA フラグメント複合体，TmcA，AlaRS，eIF5B-eIF1A
複合体，ThiI 基質 tRNA(TPHE39A)，GatCAB 複合体，P0-P1 複合体，YcbY-N 末端ドメインホモログ，
YcbY-C 末端ドメインホモログの結晶構造解析を行った．また，核酸フィッティングプログラムを構築
した．構造解析の結果について，12 報の論文発表を行った．さらに，最近構造解析された，Dus，
eIF5B-eIF1A 複合体については，いずれも複合体の構造であるため，今後，高水準の論文が発表できる
と期待する．RNA との複合体が 2 種類，蛋白質の複合体は 3 種類の構造が明らかにされ，当初の目的
に対して十分な成果が上ったと考えている．解明した構造情報に基づく機能解析が，下記に示すように
グループ内の密接な連携のもとで行われた．
（３）機能解析に関する進捗及び成果
アセチル基転移酵素 TmcA のホモログ蛋白質について，グループ内の鈴木研究室との連携のもと，機
能解析を行った．マウス由来 TmcA ホモログが 18S rRNA の末端ヘリックスにアセチル基を転移する活
性を有することを明らかにした．また，酵母由来 TmcA ホモログが 18S rRNA の末端ヘリックスと相互
作用することを Y3H システムにより明らかにした．これらの蛋白質の機能については，研究開始当初
は実験的裏付けが何もなされていなかったが，本研究課題により機能を特定することが出来，当初の目
的に対し，十分な成果が得られたと言える．
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

12 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

14 件

造解析したタンパク質数

399

Ｂ５－Ｄ（基本的な生命の解明）
４．各機関の論文発表件数

12 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
Ａ:80-99%

構造解析，機能解析とも目的に対し，十分な成果を収めたと言える．

８．課題内の情報共有・連携体制
RNA の修飾酵素に関する研究について，鈴木研究室との密接な連携体制のもとに研究を行い，論文発
表を行った．今後も複数のプロジェクトについて連携を維持していく予定である．研究代表者（濡木研
究室）とも，tRNA 合成酵素について連携体制を整えながら研究を行い，論文発表を行った．
９．他の課題との情報共有・連携
特になし．
１０．人材育成
本プログラムの研究を進めると共に，博士 3 名，修士 11 名を育成した．本プログラムに参加した研究
者（雇用されていたポスドク）は計 5 名いるが，その現在の所属は次のとおりである．
大学 5 名（国内 2 名，海外 3 名）
（東工大 助教，北大 ポスドク(現在は別プロジェクトに従事し，今年
度後半より，日本学術振興会の特別研究員として海外の関連研究室に進む予定)，タイ・マヒドン大学 講
師，シンガポール・南洋理工大学 准教授，USA・University of California, Davis ポスドク）．
１１．終了までの具体的な見通し
論文未発表の構造解析の成果（Dus-tRNA 複合体，eIF5-eIF1A 複合体，YcbY）について，機能解析によ
る詳細な分子機構の解明を目指す．機能解析は，グループ内の他の研究室との連携により迅速に行う．
特に，Dus，YcbY については，鈴木研究室の LC-MS を用いた RNA 修飾活性の網羅的な解析を行い，
構造情報から提案された分子機構を確固たるものとする．
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
核酸アプタマーを用いた創薬は，製薬業界における大きなトレンドとなりつつあるが，本研究により開
発された核酸フィッティングプログラムは，迅速な構造解析に寄与するのみならず，構造情報をもとに
した核酸アプタマーの開発の際にも非常に大きな貢献を果たすと期待される．
１３．特記事項
特になし．
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

8,243

8,220

7,138

7,816

旅費（千円）

業務実施費（千円）

2,373

1,780

2,862

2,184

その他（千円）

間接経費（千円）

3,184

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

13,800

13,000

13,000

13,000

合計（千円）
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合計（千円）

計

820
6,243
557
72
2,308

14,492

10,000

62,800
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明」
（非翻訳 RNA の機能発現に必要なタンパク質複合体の構造基盤）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究所

機関の代表研究者名

横山 茂之

１．課題開始時における各機関の達成目標
ヒト全ゲノムの 35%が翻訳されない RNA（非翻訳 RNA、non-coding RNA：ncRNA）として転写され、
発生・分化・増殖など様々な高次生命機能を果たしている。特に小分子 ncRNA（miRNA、siRNA）は、
Argonaute などのタンパク質とリボヌクレオプロテイン複合体を形成し、RNAi による配列特異的な遺伝
子発現抑制（RNA サイレンシング）に働いたり、またアポトーシスや転写伸長抑制に働く。本委託業
務では、１）ncRNA の機能を制御している ncRNA の転写後修飾、２）miRNA、siRNA の成熟と RNA
サイレンシング、３）miRNA による RNAi 以外の高次生命機能制御に焦点を当て、機能解析を推進す
る研究者と構造解析解析を行う研究者が連携し、ncRNA の高次生命機能制御機構の基本メカニズムを
解明することを目的とする。独立行政法人理化学研究所では、tRNA と修飾酵素等を形成する多重複合
体、リボソーム生合成関連タンパク質群および RNA サイレンシング関連タンパク質群の構造・機能解
析に関わる研究開発を実施する。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①「tRNA の成熟化における修飾反応はそれぞれ独立の反応ではなく、未修飾の RNA トランスク
リプトから tRNA 種ごとに複数の修飾酵素が順次機能し，決まった手順で tRNA が立体的に折りた
たまれながら成熟化する、全体が一連のカスケードを構成している」という予想を実証するため，
成熟化過程における tRNA と修飾酵素の多重複合体の構造機能解析を行っている。また、tRNA 成熟
化において、修飾酵素と他の末端プロセシング酵素、tRNA スプライシング酵素などとの相互作用を
調べ、多重複合体のコンポーネントとしている。
②リボソームは RNA とタンパク質が組み合わさった超分子複合体である。リボソームの主成分であ
る rRNA は前駆体として転写された後、様々な因子により切断や修飾を受けながら、高次構造を獲得し
ていく。これらの作用機序を解明するために、30S リボソームと因子との複合体を進めた。
③RNA には大量の非翻訳 RNA が存在することが明らかになり、この中には配列特異的は遺伝子発現
阻害機構である RNA サイレンシングを引き起こすものが含まれている。RNA サイレンシングの機構を
明らかにするために miRISC(miRNA-induced silencing complex)を構成するタンパク質について解析を進
めた。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
① tRNA 修飾酵素群・tRNA 多重複合体の構造・機能解析
横山チームでは、「tRNAの成熟化における複数の修飾酵素が、tRNA種ごとに定まった手順で機能し、
全体が一連のカスケードを構成している」という予想を実証するため、 tRNA領域中の離れた位置の修
飾において、それぞれの酵素がtRNAを介在せず会合する例を見出すとともに、酵素・tRNA再構築多重
複合体の構造解析を進めている。修飾塩基m1G37生合成カスケードの最上流酵素であるTrm5について、
Trm5・tRNA基質・AdoMet基質３重複合体の構造解析に成功した。Trm5は、tRNA成熟化の比較的後期
に機能し、tRNA分子の立体構造組み立ての重要なチェックポイントを見極める酵素であることを発見
した。tRNA領域中の離れた位置をそれぞれシュードウリジン化するTruA・TruBについては、酵素へテ
ロ二重複合体のＸ線構造を決定した。TruBがTruAに会合する際の末端モジュール構造の変化等、tRNA
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成熟化における酵素の連携メカニズムを解明した。tRNAのTループのリボチミジン(rT)残基の2-チオ化
を担う酵素であるTtuAの結晶構造を決定した。tRNA成熟化の最終ステップを担うアミノアシルtRNA合
成酵素・基質tRNA複合体については、tRNAHisに対応するHisRS・基質tRNA・基質アミノ酸アナログ3
重複合体の構造解析に成功し、HisRSが基質tRNAのG(-1)塩基の認識に基づいてtRNAを識別する機構を
明らかにした。AlaRS・tRNAAla複合体結晶構造の解明にも成功し、AlaRSが20種類のアミノアシルtRNA
合成酵素のうち、唯一アクセプターステム中のG: U塩基対を認識して、アミノ酸を末端に結合させる機
構の構造基盤を解明した。一方、複数の酵素によるtRNAの成熟化メカニズムについては、GluRS・
tRNAGln・グルタミルtRNAアミド基転移酵素（GatCAB）複合体の結晶構造解析に成功し、GatCABとGluRS
の両者がtRNAGln に結合したまま活性型と不活性型の2つの構造を行き来することを見出すとともに、
GluRSとGatCABによる2段階のGln-tRNAGln 生合成が効率よく行われる分子メカニズムを解明した。ま
た、セレノシステイン（Sec）の生合成および翻訳を担うタンパク質・RNAの構造をすべて解析し、シ
ステム全体の構造基盤を明らかにした。具体的には、tRNASecおよびセレノシステイン合成酵素（SelA）、
セレノシステインtRNA特異的延長因子（SelB）、セレノリン酸合成酵素(SelD)、セリルtRNA合成酵素
（SerRS）、O -ホスホセリルtRNAキナーゼ（PSTK）の結晶構造を決定した。このうち、SelA、SerRS、
PSTKについては、tRNASecとの複合体の構造決定に成功した。これらの結果から、セレノシステイン生
合成システムにおける一連の反応の構造基盤が明らかになっただけでなく、タンパク質間での効率的な
tRNAの受け渡し機構の存在が示唆された。一方で、翻訳因子EF-PとaaRSパラログのGenXとの複合体の
立体構造解析に成功し、tRNAと類似のL字型をとるEF-Pが、GenXによってtRNAと酷似した反応により
リジル化され、リボソーム上で機能することを明らかにした。
② リボソーム関連タンパク質群の構造解析
リボソームの複雑な高次機能構造を解明するために、リボソームおよび前駆体と多くのタンパク質合成
因子の複合体の構造解析を行っている。横山チームでは、30S アッセンブリー機構について、RbfA と
30S との複合体の立体構造決定に成功し、RbfA が 16S rRNA の高次構造形成を助け、未成熟な 30S が
50S と会合することを妨げる役割を果たしていることを明らかにした。一方、RimM タンパク質と S19
との複合体や、RimM と 30S 複合体の結晶構造解析に成功し、RimM が 30S の head 領域のアッセンブリ
ーを進めていることを明らかにした。また、リボソーム上において翻訳を阻害するバクテリアトキシン
RelE と 30S、mRNA の複合体の結晶構造解析にも成功し、RelE の触媒機構を解明した。
③ RNAサイレンシング関連タンパク質群の構造・機能解析
横山チームでは、RNAサイレンシング関連タンパク質群の大量調製、結晶化スクリーニングを進め、結
晶化に成功したものについては構造解析に着手するとともに、miRISC（miRNA-induced silencing
complex）等の高次複合体の再構成に取り組んでいる。siRNAやmicroRNA（miRNA）は、巨大タンパク
質Dicerを中核としたプロセシング因子によって生成される。ヒトDicerについて、微小結晶を得ること
に成功し、ヒトDicerと相互作用するタンパク質であるTRBP2、Argonauteについて、Dicer・TRBP2、Dicer・
Argonaute・TRBP2複合体の精製にも成功した。TRBP2は、DicerからArgonauteにRNAの引き渡しをする
ことが知られている。siRNAおよびArgonaute2との結合を担う第一dsRBDと第二dsRBDの構造を決定し
た。TNRC6A、TNRC6BとArgonaute2との複合体については、まずArgonaute2やTNRC6Bの発現系を構築
して精製方法を確立するとともに、両者を共発現させることでArgonaute2の安定性が向上することを見
いだした。さらにTNRC6Bの一部とArgonaute2を融合タンパク質として発現させることで、均一な試料
の大量調製に成功した。現在結晶化条件を検討している。
以上の研究において、ターゲットタンパク研究プログラム「生産」で開発された複合体調製と結晶化技
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術、および「解析」で開発されたマイクロビームビームラインを活用した。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
③ RNA サイレンシング関連タンパク質群の機能解析
Argonaute はプロセシングされた miRNA や TNRC6A，TNRC6B 等と結合して miRISC を形成し，標的
mRNA の翻訳抑制を引き起こす。横山チームでは，miRISC が標的 mRNA のポリ A 分解を導くことを
発見した。さらに，TNRC6A，TNRC6B 各々が複数の Argonaute と結合して超リボヌクレオプロテイン
会合体を形成することを見いだした。これらの結果は翻訳抑制が複合的な機構で起こることを強く示唆
する。

３．タンパク質の構造解析件数
DB 登録数

27 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

33 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

24 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

0 件）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
Nature などを始めとする世界的に重要な成果を挙げることが出来ており、最終年度もこの勢いで成果を
生み出したい。
８．課題内の情報共有・連携体制

電話や会議を通じ、十分な情報共有と連携が組まれている。
９．他の課題との情報共有・連携
本課題で取り扱うタンパク質は，100kDa 以上の高分子量タンパク質も多く，なおかつ複合体を形成し
て機能する。したがって，その発現・精製，解析は極めて高難度である。そこで，技術開発課題C「生
産」との共同研究で研究を進めている。

１０．人材育成
本課題においてターゲットとしているタンパク質群は、最も解析が難しいと考えられている研究課題対
象のタンパク質で極めて難易度の高い試料であり、本課題に従事することそのものが人材育成に資する
ものであると考えられる。この分野の最前線の機能解析グループと構造解析グループとの連携研究に従
事することとなり、さらに生産 C1 課題との連携によってタンパク質生産技術の開発を行い、このよう
な最先端の技術開発を用いていることから、研究者として今後有用な経験になるに違いないと考えてい
る。このような観点から、大学院生を研修生として受け入れてもいる。

１１．終了までの具体的な見通し
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Ｂ５－Ｅ（基本的な生命の解明）
tRNA 修飾酵素群・tRNA 多重複合体の構造・機能解析
横山チームでは、tRNA成熟化の全貌を明らかにするため、tRNA末端プロセシング酵素群、tRNAスプラ
イシング酵素群、tRNA分解酵素群と、20年度までに明らかにしたtRNA修飾酵素群間の相互作用を調べ、
多重複合体再構築と構造機能解析を施行する。また、tRNA分解酵素とこれらtRNA成熟化に関連する酵
素群の連携を同様に調べ、tRNA分子のライフサイクルについて、総合的な理解を目指す。
リボソーム関連タンパク質群の構造・機能解析
横山チームでは、これまでに得られたRimM単体およびRimM-S19複合体の構造情報に基づいて、
RimM-30S複合体の結晶構造解析を進める。現在、3.7 Angstromのデータ収集に成功し、構造精密化を進
めている。これが成功すれば、リボソーム成熟に関する複合体の結晶構造としては、初めての報告とな
り、試験管内でのリボソーム再構築に向けて、重要な知見が得ることが期待できる。
RNAサイレンシング関連タンパク質群の構造・機能解析
ArgonauteとTNRC6タンパク質（GW182, TNRC6B）は、miRISCの主要な構成因子であり、microRNAに
よるタンパク質合成の抑制機構で重要な働きをすると考えられるため、横山チームでは、TNRC6 の
Argonaute結合領域とArgonaute の複合体や融合タンパク質のさらなる精製，結晶化, 構造解析を推進す
る。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
tRNA 修飾酵素群、tRNA 多重複合体の構造解析に基づき、tRNA 成熟化の過程を明らかにするという、
いわば tRNA 分子のライフサイクルについて統合的な理解に関する知見、また、リボソーム生合成関連
タンパク質や、RNA サイレンシング関連タンパク質群などは、これまで大変困難であった超分子複合
体の解析によるメカニズム解明は、我が国の科学技術の発展に大きな貢献をしてきている。
１３．特記事項

１４．研究費一覧覧   １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計  設備備品費（千円） 0 0 0 0 物品費
４．研究費一覧覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

1,047.97

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

5,794.975

人件費（千円）

5,703.304

7,386.222

6,963.9

5,808.454

旅費（千円）

業務実施費（千円）

4,912.081

2,613.778

3,036.1

4,191.546

その他（千円）

間接経費（千円）

3,184.615

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

13,800

13,000

13,000

13,000

合計（千円）

合計（千円）
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２３年度

計

153
311.748
2,192.307
9,500

62,300

Ａ１（医学・薬学等への貢献）

成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人大阪大学

機関の代表研究者名

石井健

１．課題開始時における各機関の達成目標
感染症をはじめとした各種免疫関連疾患において、いわゆる炎症反応といわれていた宿主自然免疫反
応がその後の生体防御や病態形成に重要な役割を担っていることが明らかになってきた。その中でも Toll
様受容体や細胞内 RIG 受容体などは、病原体や感染宿主細胞由来の分子を特異的に認識し、それぞれ異
なる細胞内シグナル分子を介して免疫システムを活性化する。本研究はこれらの自然免疫における病原
体認識機構を、遺伝子欠損マウス等を用いた機能解析結果に基づき、受容体と病原体由来リガンド分子
の相互作用を受容体蛋白質、及び受容体とリガン
ドの複合体の結晶構造解析を行うことにより、３
次元的な自然免疫分子認識・分子間相互作用機構
を明らかにすることを目的とする。これらの研究
によって得られた知見を基に、免疫関連疾患に対
する新たな治療法、たとえば新規アジュバントな
どの免疫賦活剤、ある種の免疫反応に特異的な免
疫抑制剤の開発を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）機能解析の結果、RNA,DNA の自然免疫受容体による認識がどのように獲得免疫を制御しているか
を明らかにした。ＣＤ，1 次元ＮＭＲなどを用いた手法によりＴＬＲなどの自然免疫受容体とリガンド
の相互作用を分子、原子レベルで解明した。これらの知見により新たな自然免疫活性を持つアジュバン
トの開発が開始され、また既存のワクチン、アジュバントの新規メカニズムの解明に成功したその安全
性の向上に寄与した。
２）TLR 蛋白の結晶化・構造解析については，当初動物細胞を用いて発現した TLR 全長について、タ
グを変えたり、精製法の改良を続けたりすることにより、プロジェクト開始当初に比べて格段に純度の
高いサンプルができるようになり、いくつかの条件で微結晶を得ることができたが、構造解析を進める
ことのできる良質の結晶を得ることができなかった。また、TLR9 の基質結合部位と考えられる領域を
含む各種コンストラクトを作製し、基質認識機構の解明を目指したが、発現量や性状の問題で構造解析
には至っていない。一方、昆虫細胞を用いて発現させたマウス TLR9 は、夾雑物がほとんどなく、安定
で性状の良い試料を得る条件を見つけることができた。現在、大量発現・精製と結晶化を進めている。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
TLR9,TLR9 各種 Mutant、TLR7,TLR8,TLR2,RIG-I の組み換えタンパク質を動物細胞で大量培養、精製
する実験系の改良を行い、Fc 融合蛋白質、GFP 融合蛋白質や、無血清培地を用いるなどの培養条件の検
討を進めた。その中で発現量・性状の面で最も構造解析に近く、最も興味深いと考えた TLR9 にターゲ
ットを絞り、動物細胞で発現させた TLR9 の結晶化条件の確立に向けて、サンプルの高純度精製法の確
立および結晶化条件の検討を行った。TLR9 は、非常の疎水性が高く、凝集・沈殿しやすい性質をしめ
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し、高純度な試料を得ることが難しかった。様々な条件検討の
結果、セルロファインを担体としたゲルろ過が使えることがわ
かったこと、さらに、遠心分離の条件を最適化することにより
夾雑物が非常に少ない試料を得ることがわかり、結晶化条件の
検討を進めたところ、いくつかの条件で微結晶が得られたが、
マイクロをフォーカスビームライン用いても回折実験を行うの
に十分な大きさではなく、これまでに構造解析に利用できる良
質の結晶は得られていない。
TLR9 の細胞外領域全体の構造解析と平行して、機能解析で明

TLR9 タンパクおよび
リガンド複合体の微結晶

らかにした TLR9 の機能ドメインの構造解析を目指して、40 種類
以上のコンストラクトの作製し、大量発現・精製を試みた。大部分のコンストラクトに関しては、発現
両が十分でないか、すぐに分解するなど性状が悪く、構造解析には至らなかった。このうち、基質結合
領域と考えられる LRR6 を含む LRR9-LRR10 領域については大量発現系の構築に成功し、精製条件を決
めることができたが、NMR による HSQC 測定の結果より、安定した構造をとっていないことがわかり、
巻き戻し条件の検討を進めたが、構造解析に適した試料を得ることはできていない
一方、マウス由来 TLR9 について昆虫細胞発現系を用いることにより、これまでにヒト由来 TLR で問
題になっていた、夾雑物や安定性を大幅に改善し、従来より格段に性状の良いサンプルが得られるよう
になった。現在このサンプルについて、試料調製条件の最適化と、それと平行して結晶化条件の検討を
進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
核酸の自然免疫認識機構の解明
TLR9 による DNA の塩基配列やメチル化に特異的な DNA の認識機構とは別に、DNA の一本鎖、二
本鎖の違いを含めた高次構造の違いが認識される自然免疫機構が存在することが、最近明らかにされて
きた。この二本鎖 DNA はネクローシスを起こした細胞が樹状細胞を活性化する際の重要な要素である
こともその後判明し、二本鎖 DNA のうち、特に右巻きらせん構造をとる B-form DNA がより強力に I
型インターフェロンを誘導することが明らかになった（Ishii KJ et al Nat. Immunol. 2006）。DNA ワクチン
が持つアジュバント効果に関しては、ワクチンのプラスミドに存在する CpG モチーフという特殊な
DNA 配列がトル様（よう）受容体９（Toll-like receptor 9、TLR9）によって認識されることで起こる自
然免疫系の活性化によるものと思われていた。しかし研究チームは今回、CpG などの配列ではなく、DNA
の右巻きの二重らせん構造（B-DNA）が TLR とは関係ない認識機構を介して細胞内で Tank-Binding
Kinase 1 (TBK1)という酵素（シグナル伝達分子）が活性化されることでワクチンの内因性アジュバント
として作用し、自然免疫系活性化のシグナルが DNA ワクチンの効果発現に必須であることを突き止め
た。 (Ishii KJ et al Nature 2008, Ishii KJ et al Cell Host Microbe 2008, Ishii KJ et al Curr. Op. Immunol 2008)
TLR 及びリガンドとの相互作用及び構造機能解析
TLR9 とリガンドである CpGDNA やヘモゾインとの相互作用を、分子生物学的手法や生化学的手法に
より結合部位を特定した。マラリア原虫の粗抽出液を使って Whole parasite vaccine として有効であるこ
とを示し、その効果がトル様受容体９（Toll-like receptor (TLR) 9）を介したアジュバント効果によるこ
とを世界で始めて証明した。そしてそのアジュバント因子が、マラリア原虫が赤血球のヘモグロビンを
消費した後にヘムの代謝産物として生成する、ヘモゾイン（Hemozoin（HZ）、ヘムの２量体のポリマー
で、nm- m サイズの結晶体。マラリア毒素（Malaria toxin）ともいう）であること、ヘモゾインが TLR9
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に特異的に結合し、TLR9 タンパクの高次構造を変
化させることも世界で始めて示した。NMR 解析に
より TLR9 リガンドである CpGDNA（免疫賦活化
作用のある一本鎖オリゴ核酸）とヘモゾインは
TLR9 のシステイン、ヒスチジンを介して結合して
い る こ と が 判 明 し た (Coban C et al Cell Host
Microbe 2010)。
また、インフルエンザウイルスワクチンの作用機
序として TLR７を介した形質細胞様樹状細胞の活
性化とその１型インターフェロンの産生
の重要性を明らかにし、TLR の機能解析の

TBK1 を介した DNA ワクチン効果発現のメカ
ニズム (Ishii KJ et al Nature 2008)

成果となった。
(Koyama S et al Science Translational
Medicine 2010)。
またミョウバンとして知られ、臨床で
もっとも長く、そして頻繁に用いられてい
るアルミニウム塩アジュバント（アラム）
の自然免疫メカニズムの一端として、ア
ラムが、好中球遊走、その好中球の細胞
死、そして DNA を主成分とする網状物
質を放出させることを明らかにした。そ
してその DNA がアラムのアジュバント
効果、特に IgE の産生に重要で、特殊な
樹状細胞が細胞内 DNA 認識機構を介し
ていることが明らかになった (Marichal
T, Ohata K et al Nat. Med. 2011 in press)。
このようにアジュバントあるいはアジュ
バント因子の分子メカニズムを免疫学的
に明らかにできるようになり、ワクチン
やアジュバントの開発研究において、安
全性・有効性の向上に寄与できることが
期待される。

３．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解析したタンパク質数

2件

４．各機関の論文発表件数

４０件

５．各機関の特許出願件数

３件（うち国外２件）

408

Ａ１（医学・薬学等への貢献）
６．各機関における成果を活用した共同研究数（プ
ログラム内外含む）

１０件
（うち産業界との共同研究数６件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
機能解析の方は TLR に依存しない DNA,RNA の自然免疫認識から獲得免疫にいたる分子メカニズム
を見出すことに成功し、参考論文にあるような発表を行うことができた。また、ヘモゾインが TLR9 に
働き、強力なアジュバント効果を有することを明らかにした。その他のアジュバントもあわせて構造解
析を目指すなかで、その成果を利用して新たなアジュバントの特許取得、開発への道筋をつけることが
できたのは、初期の目的が（結晶構造解析なしで）達成できたと考えている。さらに社会的意義の高い
成果として、インフルエンザワクチンの詳細な作用機序を発表することができて点と過去数十年にわた
って認可されているアラムアジュバントの作用機序に関する論文は発表できた点は今後の波及効果も
考えると意義があると考えている。
ただし、本研究の達成目標のひとつは自然免疫関連タンパク質の結晶構造解析であり、微結晶のレベ
ルまで達してはいるものの、いまだ構造解析にはいたっていない。ただし TLR9 について安定なサンプ
ルをコンスタントに調製できる系が確立でき、また純度もさらに良くなってきているので今後のさらに
結晶化条件の最適化を進めるとともに、同様の手法を使って機能ミュータント等や他の TLR ファミリ
ータンパク質の発現を行い、平成 23 年度末までに構造解析へとつなげていきたいと考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表機関内の２研究グループは大阪大学の隣り合わせの研究所間で行われており、頻繁に会議を行って
いる。月１回程度のミーティングの他、形式にとらわれることなく、プロジェクトに関与する研究者同
士で、直接サンプルのやり取りの他、データの解析、解釈などにおいて、情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
回折強度データ収集に当たっては、「解析領域」分担者の中川らが開発中の微小結晶の回折強度データ
収集のためのソフトウェアの開発のためのテストデータとして提供している。
東京大学医学部の北潔先生のグループ、大阪大学蛋白質研究所の中村春木先生のグループ、高木淳一先
生のグループから、実験方法のアドバイスやデータ解析などのアドバイスを受けている。蛋白質研究所
の岩崎憲治先生には、電子顕微鏡を用いたサンプルの性状評価と構造変化の解析をお願いしている。
東京大学の田之倉優先生には、TLR9 細胞外領域の高圧下での巻き戻し実験をお願いしている。
１０．人材育成
研究参画者の助教である Dr. Cevayir Coban は当課題の研究成果などにより、平成 22 年 1 月より大阪大
学の免疫学フロンテイア研究センターの独立准教授（ＰＩ）にプロモートされた。研究参画者であり、
かつ平成 22 年度より当課題の研究代表者の石井健は平成 22 年 4 月より大阪大学免疫学フロンテイア研
究センター主任研究者（招へい教授）にプロモートされ、（独）医薬基盤研究所においてアジュバント
開発プロジェクトという、橋渡し研究のプロジェクトリーダーに就任した。
１１．終了までの具体的な見通し
機能解析に関しては、TLR9 をはじめとした自然免疫受容体の生理的機能の解明と新たなリガンドの同
定、およびそれらの臨床応用の可能性を追求していく。具体的には TLR、RLR に加え新たな自然免疫受
容体であり、インフラマソームという新たな細胞内シグナル発信装置をその主要な受容体である
NOD-like receptor (NLR)を加え、大きく 3 種類の受容体の機能を包括的に解析していく。モデルとしては
マウスにおいてインフルエンザウイルス、マラリア原虫の感染症やワクチンのモデルを用いるとともに、
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アレルギーやガンなどの免疫療法開発に向けた実験も追加していく予定である。
構造解析に関しては、TLR9 及びリガンドとの複合体の構造解析を中心に進めていく。これまでの研
究で、発現系を見直すことによりタンパク質の発現量を従来の５倍以上に増やすことができる系を確立
した。これによりでサンプル調製の再現性が向上するとともに、種々の物理化学的性状チェックが可能
となったので、サンプルの状態をチェックしながら、さらに結晶化条件を最適化することにより、構造
解析に適した結晶を得ることを目指す。また、これまでの研究で得られている 10μm 以下の微小結晶を
用いて、SPring-8 のアンジュレータビームラインを最大限利用して回折実験・構造解析を進める。良質
な結晶が得られ次第、SPring-8 の蛋白研ビームライン、ターゲットタンパク用ビームタイム枠を利用し
て、短時間での構造解析を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
当課題の成果は結晶構造解析結果こそ出せていないが、その後の産業応用に関しては特記すべき進
展が見られている。産業応用に限ってみても、１）上記発表のデータをもとに季節性インフルエンザの
経鼻全粒子ワクチンの開発研究、医師主導型治験の準備を阪大微研会と開始した。２）ヒト型 CpGODN
のうち「K3」の開発に関し（株）ジーンデザインおよび阪大微研会と治験準備に向けた共同研究を継続
して行っている。来年度末までに毒性試験を含む前臨床試験を終了予定。３）Ｋ３の前臨床試験に関し、
武田薬品と MTA を締結。４）新規アジュバント開発に関する有効性、安全性の試験の共同研究契約を（株）
田辺三菱製薬と締結した。５）第 2 世代ＴTLR9L アジュバントであるヒト型 CpG－ベータグルカン複合
体の開発に関し（株）第一三共と共同研究契約を平成 23 年 4 月をめどに締結。６）マラリア原虫由来
のユニークな TLR9 リガンドの動物用アジュバントとして JST 委託開発で研究が進んだヘモゾインに関
して、ヒトのワクチンアジュバントとして開発する目的で塩野義製薬と共同研究契約を H23 年度に締結。
１３．特記事項
上記成果のうち、ＤＮＡワクチンの作用機序の論文は、２００８年２月７日（英国時間）発行の英国科
学雑誌「Nature」に掲載されるとともに、翌月の Nature Review Immunology で取り上げられたほか、朝
日新聞，日本経済新聞、共同通信で報道されました。
また、上記成果のうちインフルエンザワクチンの分子メカニズムの解明の論文は２０１０年３月３１
日「Science Translational Medicine」に掲載され、４月１日のＮＨＫニュースで取り上げられたほか、
米国の Business week, MSN news を介して世界に発信されたほか, ブラジルの新聞や、朝日新聞、日本経
済新聞、共同通信、時事通信、産経新聞などで報道されました。
代表研究者・石井健は上記成果により、2008 年に日本免疫学会研究奨励賞、大阪大学研究功労賞、2010
年

多ヶ谷勇記念ワクチン研究賞を受賞。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

12,023

0

0

903

0

0

0

0

人件費（千円）

11,532

23,020

21,350

15,528

旅費（千円）

業務実施費（千円）

31,830

28,518

27,111

14,338

その他（千円）

間接経費（千円）

16,615

15,462

14,538

9,231

合計（千円）

72,000

67,000

63,000

40,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

間接経費（千円）
合計（千円）

計

2,960
15,660
1,530
80
6,070
26,300

268,300
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課

題

名

タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への応用

機

関

名

九州大学・理化学研究所・東京大学

代 表 研 究 者 名

福井宣規

１．課題開始時における達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構である
が、一方、免疫応答したための病態、例えば自己免疫疾患・
移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズア
ップされている。CDM ファミリーは線虫から哺乳類に至る
まで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で機
能することで細胞骨格の制御に関わっている。研究代表者
は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研究
では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至る
シグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造を包括的に解析し、その理解に立脚して
DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫難病の新しい治療法を開発
することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR-2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP
交換反応を触媒するが、細胞内で効率よく Rac を活性化する
には、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合する
ことが必要である。これまでに、DOCK2 の N 末端領域、DHR-2
ドメイン、PIP3 との会合を担うと考えられる DHR-1 ドメイン、
完全長 DOCK2 を対象に、会合分子との共結晶の構造決定に
向け、生産領域と連携してタンパク質試料の調製を行った。
うち、N 末端領域と ELMO の複合体および DHR-2 ドメインと
Rac の複合体に関しては、その構造決定に成功した。一方、
機能解析に関しても、好中球遊走における DOCK2 細胞内動
態の制御機構を解明すると共に(Science 324: 384, 2009)、
DOCK2 がアレルギー応答の制御(Nature Immunology 8: 1067,
2007)や形質細胞様樹状細胞の遊走・活性化に関わることを明
らかにする等（Blood 111: 2973, 2008; J. Exp. Med. 207: 721,
2010）、学術的にはもちろん、社会的にも大きなインパクトを
与える成果を挙げた。さらに、制御領域と連携して、１）DHR-2
と Rac、２）N 末端領域と ELMO を対象に、その相互作用を阻害する低分子化合物のスクリーニングを
行い、DOCK2 による Rac 活性化や免疫学的機能を細胞レベルおよび個体レベルでブロックできる化合
物を同定することに成功し、DOCK2 を標的とした創薬に道を拓いた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
① N 末端領域と ELMO との複合体
DOCK2 の N 末端領域について、まず、SH3 ドメインと ELMO1 の C 末端プロリンリッチ配列の融合タ
ンパク質を用いて、NMR 法により両者の複合体の構造解析を行い、DOCK2 SH3 ドメインの立体構造お
よびそれに結合する ELMO1 の Pro-x-x-Pro モチーフを初めて明らかにした。次に、DOCK2 と ELMO1
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について、大腸菌無細胞タンパク質合成系により発現領域の最適化を行い、両者が安定な複合体を形成
する領域を精密に決定した。その DOCK2（N 末端）と ELMO1（C 末端）の領域について、大腸菌無細
胞タンパク質合成系を用いた共発現により複合体試料を調製し、複合体結晶を得ることができた。
「解析」
領域との連携により Photon Factory BL-17A を利用して SAD 法により 2.1Å 分解能の結晶構造を決定した。
その結果、右図のように、DOCK2
と ELMO1 は構造決定に用いた領
域全体の広い範囲で強固な複合
体を形成していることが明らか
となった。DOCK2 の N 末端は SH3
ドメインと 3 本のαヘリックスバ
ンドルから構成され、SH3 ドメイ
ン は 先 に 同 定 し た ELMO1 の
Pro-x-x-Pro モチーフを中心に 28
アミノ酸残基にも及ぶ例外的に
長い配列と結合していた。また、
DOCK2 のヘリックスバンドルは
ELMO1 の PH ドメインを固定す
る 2 本のαヘリックスと分子間ヘリックスバンドルを形成していた。SH3 ドメインを含むこのような広
範囲に及ぶタンパク質間相互作用は他に例を見ないものである。得られた構造から、(1) ELMO1 が SH3
ドメインによる DOCK2 の自己活性阻害を解除する、(2) ELMO1 の PH ドメインが DOCK2/Rac 複合体を
支える、という２つの推定される機能に対する構造基盤が初めて明らかになり、ELMO1 による DOCK2
活性化機構を解明する上で重要な知見が得られた。また、対称的に、DOCK2 の結合にともなって ELMO1
側の自己活性阻害が解除されるメカニズムも明らかになった。
決定した DOCK2（N 末端）/ELMO1（C 末端）複合体の立体構造に基づいて、「制御」領域との連携
により、DOCK2 の ELMO1 会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリー
ニングを実施した。具体的には、阻害剤結合部位が未知、かつ柔らかい結合部位を持つ DOCK2 に対し
て、MD シミュレーションを適用することで揺らぎによる構造多型を実現し、かつドッキングのための
最適な DOCK2 構造や条件を検討した。また Ligand-based approach として、阻害剤の 2 次元・3 次元構造
を元にした構造類似性探索も合わせて実施し、全体で約 1,000 化合物をライブラリー機構化合物から選
択した。
② DHR-2 と Rac との複合体
DOCK2 の DHR-2 ドメインについて、
大腸菌無細胞タンパク質合成系を用
いて発現領域の選定を行った。最適
化した DHR-2 領域について大腸菌無
細胞タンパク質合成系と Sf9/バキュ
ロウィルス発現系を用いて Rac1 と
の複合体を調製し、構造解析が可能
な複合体結晶を得ることができた。
「解析」領域との連携により SPring-8
BL32XU の微小ビームを用いて X 線
照射によるダメージの少ない約 3Å 分解能の良好な Native データセットを取得することが出来た。さら
に最適化した DHR-2 試料（Lobe A 欠損型）を用いて SeMet 置換体結晶の 2.5Å分解能 SAD データ収集
に成功し、DHR-2 単独の（Rac1 非結合状態の）立体構造を決定した。この DHR-2 単独構造などをサー
チモデルに用いて分子置換を行い、DHR-2・Rac1 複合体の結晶構造決定に成功した（次ページ）。今後、
DOCK2 シグナルを阻害する低分子化合物（後述）と DHR-2 の複合体の構造を明らかにすることにより、
DOCK2 を標的とした創薬が大きく前進するものと期待される。
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DHR-2 ドメインの構造決定
③ その他
PIP3 と の 会 合 を 担 う と 考 え ら れ る
DHR-1 ドメインについて、大腸菌無細胞
タンパク質合成系を用いて発現領域の
選定を行い、DHR-1 の可溶性試料の調製
に成功した。PIP3 アナログ化合物存在下
において結晶化の条件検討を行った。
DOCK2（210kDa）の各機能ドメイン（N 末端、DHR-1、DHR-2）は CDM ファミリー分子に保存され
た領域ではあるが、一次配列からは構造・機能解析に適した領域が分からなかった。従って、大腸菌無
細胞合成系を利用した発現領域の最適化と、大腸菌無細胞合成系・動物細胞発現系・昆虫細胞/バキュロ
ウイルス発現系を総合的に比較して発現系を最適化することが可能な「生産」領域による新しい技術が、
これらの機能ドメインの構造解析を進める上で重要な鍵となった。
完全長 DOCK2 について、さまざまな系を用いて発現条件検討を行った結果、HEK293 細胞発現系の
共発現により構造解析に足る量の DOCK2/ELMO1 複合体の試料を調製することに成功した。また、この
複合体が Rac1 と三者複合体を形成することを確認した。さらに発現領域の最適化を行い、DOCK2 の C
末端ホスファチジン酸結合部位を削除することによって、結晶構造解析により適した性状の
DOCK2/ELMO1 複合体試料が得られることが分かった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①DOCK2 の細胞内動態を制御する分子機構
運動している細胞において Rac は先導端で選択的に活性化される。このメカニズムとして現在、ホスフ
ァチジルイノシトール３リン酸(PIP3)が Rac GEF を先導端にリクルートすることで、Rac の活性化を局
在化させるというモデルが一般的であるが、その詳細は依然と
して不明である。我々は、DOCK2 の細胞内動態をリアルタイ
ムでモニターするため、DOCK2-GFP 融合タンパク質を発現す
るノックインマウスを作製し、好中球を対象に、その細胞内動
態の制御機構を解析した。その結果、PIP3 が産生されると
DOCK2 が細胞膜にリクルートされ、続いてホスファチジン酸
（PA）との相互作用を介して DOCK2 が先導端に局在化すると
いう、２段階の制御機構が働いていることを明らかにした
(Science 324: 384-387, 2009)。
②ヘルパーT 細胞の分化における DOCK2 の新しい機能
抗原刺激に伴い、T 細胞は Th1、Th2 という異なるサイトカイン遺伝子を発現する T 細胞サブセットに
分化する。これまでに、T 細胞受容体 (TCR)を介したシグナルと IL-4 受容体のシグナルとの間に何らか
のクロストークが存在すると考えられてきたが、その分子実体は不明であった。我々は、DOCK2 を欠
損した CD4+ T 細胞が抗原刺激に伴い大量の IL-4 を分泌し、BALB/c マウスにおいてアレルギー疾患を
自然発症することを見いだした。このメカニズムを解明すべく詳細な解析を行い、TCR の下流で誘導さ
れる DOCK2-Rac シグナル伝達系が、微小管動態を介して IL-4 受容体の細胞内輸送をコントロールし、
最終的にサイトカインの遺伝子発現を制御するという、極めて精緻なメカニズムが存在することを明ら
かにした (Nature Immunol. 8: 1067-1075, 2007)。
③形質細胞様樹状細胞における DOCK2 の機能
形質細胞様樹状細胞（pDC）は、微生物由来の核酸を細胞内に存在する TLR7/TLR９を介して認識する
ことで、炎症性サイトカインのみならず、大量の I 型インターフェロン（IFN）を産生することから、
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近年脚光を集めている細胞である。我々は、DOCK2 が pDC の遊
走に不可欠な Rac 活性化分子であることを明らかにすると共に
(Blood 111: 2973-2976, 2008)、TLR による抗原認識とは独立して
DOCK2-Rac シグナル伝達系が作動し、IKK-αの活性化を介して、I
型インターフェロン産生を選択的に制御するという、新しい制御
機構の存在を明らかにした。pDC による I 型 IFN の産生は、SLE
や乾癬といった自己免疫疾患の発症に深く関わっていることか
ら、DOCK2 はこのような疾患を治療・予防する上でも、格好の分
子標的になると期待される(J. Exp. Med. 207: 721-730, 2010)。
④DOCK2シグナルを阻害する低分子化合物の同定
Rac に 1 アミノ酸変異を導入した約 130 種類の組み換えタンパク質を調製し、これを用いて、DOCK2
DHR-2 による Rac の認識が、古典的な GEF の DH-PH ドメインによる認識と異なっていることを明らか
にした。そこで、
「制御」領域より約 10,000 種類の低分子化合物の供与をうけ、スクリーニングを行い、
Trio と Rac との相互作用には影響しないが、DOCK2 DHR-2 と Rac との相互作用をブロックする化合物
を 24 種類同定した。さらに、GEF 活性・細胞毒性・機能解析といった 2 次、3 次のスクリーニングを行
い、最終的に DOCK2 による Rac 活性化を細胞レベルでブロックし、リンパ球・好中球・pDC の遊走お
よび活性化を阻害し得る化合物を１種類同定した。この化合物をマウスに投与することで、自己免疫疾
患の発症が抑制できることを確認した。また同様に、N 末端領域と ELMO との相互作用をターゲットに
した低分子化合物のスクリーニングを行い、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックし得る化合
物を新たに 6 種類同定した。さらに、インシリコスクリーニングで上がってきた約 1,000 種類の化合物
に関しても阻害活性の検討を行い、５種類の化合物が、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロック
することを見いだした。
３．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構

4件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

13 件

５．課題全体の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

12 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する達成度
DOCK2 シグナルをブロックする際の first choice、second choice となる DHR-2 ドメインと Rac、N 末端領
域と ELMO の相互作用を中心に、構造解析・機能解析ともに順調に進行した。特に一部の化合物に関し
ては、既に in vivo での効果を確認する等、当初の予想を上回るスピードで成果が得られた箇所もある。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究では、機能情報、構造情報、化合物情報を共有し、研究代表者のリーダーシップの下、化合物の
最適化や DOCK2 活性化のメカニズム解明に向けて、定期的にミーティングを開催する等、各研究グル
ープが極めて有機的に連携し研究を進めた。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1 との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、研究課題の全ての試料においてタ
ンパク質の調製、相互作用分子との共結晶化を行った。・制御 C との連携により、DOCK2 の ELMO1
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会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリーニングを行うと共に、提供
頂いた化合物を用いて実際のスクリーニングを実施した。・解析 C との連携により、新しく開発された
ビームラインを用いて DOCK2 DHR-2 ドメイン-Rac1 複合体の Native データセットの取得に成功した。
・
情報 PF の藤先生との連携により、DOCK2 DHR-2 ドメイン構造のシュミレーションを行った。・ターゲ
ットタンパク医薬分野 住本先生（九州大学）のグループと、好中球に関する共同研究を実施した。・国
内外の多くの研究者と共同して、DOCK2 シグナルに関する研究を推進すると共に、産業応用に向けて、
企業との共同研究を開始した。
１０．人材育成
シグナル解析や構造解析、創薬研究の実施に際して必要な知識や技術を、研究メンバーで共有し、解決
すべき問題が生じた際の相談体制を整備することで、ポスドク等が円滑に研究を遂行できるよう配慮し
た。期間中延べ 7 名のポスドクを雇用したが、6 名は研究機関で、１名は企業で、現在もそれぞれの立
場から生命科学研究に従事している。
１１．終了までの具体的な見通し
同定した DOCK2 阻害剤のうち、DHR-2 と Rac の相互作用をターゲットとした化合物に関しては、既に
特許出願済みであり、技術移転も視野にいれ、企業との共同研究を開始した。今後、論文発表を待って、
他分野の研究者にも使用して頂けるような体制作りを行う。一方、N 末端領域と ELMO との相互作用を
ターゲットにした化合物に関しては、今後その有用性を細胞レベル・個体レベルで検証すると共に、企
業とも連携しながら、産業応用の可能性につき検討する。また、DOCK2 活性化の分子基盤とその意義
を解明するため、引き続き構造解析・機能解析を進める。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
DOCK2 は免疫系特異的に発現する分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自己免疫疾患の発症
がブロックできることから、これら免疫難病を治療・予防するための格好の分子標的になると考えられ
る。本研究では、DOCK2 の機能を人為的に制御できる化合物を数種類同定し、一部に関しては既に特
許出願も行い、企業との共同研究も開始した。このため本研究の成果は、新たなコンセプトに基づく免
疫抑制剤の開発につながるものとして、学術的にはもちろん、産業面でも大きなインパクトを与える可
能性がある。
１３．特記事項
Science 誌の成果は同号の PERSPECTIVES（ハイライト欄）に取り上げられた。また、Nature Immunology
誌の成果は、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞等で取り上げられると共に、NHK で全国にテレビ放送
されるなど、社会的にも大きなインパクトを与えた。DOCK2 に関しては、2001 年 Nature 誌に最初に発
表して以降、製薬企業から多くの問い合わせがあったが、本研究スタート後、実際に DOCK2 シグナル
を標的として阻害剤の開発研究を進めている企業があることを知った。このため、本研究の成果は、産
業応用の面でも貢献できるのではないかと期待される。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,231

1,800

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円） 13,778.013

人件費（千円）

20,585.391

26,261.28

22,169.944

24,145.526

旅費（千円）

697.04

業務実施費（千円）

31,029.917

21,938.644

25,522.056

23,547.244

その他（千円）

685.85

間接経費（千円）

16,153.692

15,000.076

14,308

14,307.23

間接経費（千円）

70,000

65,000

62,000

62,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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２３年度

合計（千円）

計

14,454.482

8884.615
38,500

297,500
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代表／分担機関の課題名

DOCK2 の機能・シグナル解析と制御化合物の同定

代 表 ／ 分 担 機 関

九州大学/九州大学

機関の代表研究者名

福井宣規

１．課題開始時における各機関の達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構である
が、一方、免疫応答したための病態、例えば自己免疫疾患・
移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズ
アップされている。CDM ファミリーは線虫から哺乳類に至
るまで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で
機能することで細胞骨格の制御に関わっている。研究代表
者は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研
究では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至
るシグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造を包括的に解析し、その理解に立脚して
DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫難病の新しい治療法を開発
することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR-2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP
交換反応を触媒するが、細胞内で効率よく Rac を活性化する
には、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合す
ることが必要である。このため、DOCK2 シグナルをブロッ
クする上で、DHR-2 と Rac、N 末端領域と ELMO の相互作用
は、最も重要なターゲットであると考えられる。そこで、制
御領域と連携して、これらの相互作用を阻害する低分子化合
物のスクリーニングを行い、最終的に DOCK2 による Rac 活
性化や免疫学的機能を、細胞レベルあるいは個体レベルでブ
ロックできる化合物を同定することに成功した。さらに化合
物の最適化に向けて、分担機関である金井グループ（東京大
学）と共同して、structure-activity relationship につき検討を行
うと共に、分担機関である横山グループ（理研）と連携して、
N 末端領域と ELMO の複合体および DHR-2 ドメインと Rac
の複合体の構造決定を行った。一方、機能解析に関しても、
好中球遊走における DOCK2 細胞内動態の制御機構を解明す
ると共に (Science 324: 384, 2009)、DOCK2 がアレルギー応答の制御(Nature Immunology 8: 1067, 2007)や
形質細胞様樹状細胞の遊走・活性化に関わることを明らかにする等（Blood 111: 2973, 2008; J. Exp. Med.
207: 721, 2010）、学術的にはもちろん、社会的にも大きなインパクトを与える成果を挙げた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
① N 末端領域と ELMO との複合体
分担研究者である横山グループ（理研）と共同して、DOCK2 の N 端と ELMO1 の複合体の構造決定を
行い、これらのタンパク質が広い範囲で強固な複合体を形成していることを明らかにした。すなわち、
DOCK2 の N 末端は SH3 ドメインと 3 本のαヘリックスバンドルから構成され、SH3 ドメインは ELMO1
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の Pro-x-x-Pro モチーフを中心に 28
アミノ酸残基にも及ぶ例外的に長い
配列と結合していた。また、DOCK2
のヘリックスバンドルは ELMO1 の
PH ドメインを固定する 2 本のαヘリ
ックスと分子間ヘリックスバンドル
を形成していた。得られた構造情報
を基に、九大で機能解析を行い、(1)
ELMO1 が SH3 ド メ イ ン に よ る
DOCK2 の自己活性阻害を解除する
メカニズムを明らかにすると共に、
(2) ELMO1 の PH ド メ イ ン が
DOCK2/Rac 複合体を支えるとい
う構造基盤を初めて解明した。これらは、ELMO1 による DOCK2 活性化機構を解明する上で重要な知
見な知見となると期待される。
② DHR-2 と Rac との複合体
DOCK2 DHR-2 ドメインは lobe A, B,
C という３つの部分から構成される
が、lobe A を欠損する変異体も、野
生型 DHR-2 と遜色なく GEF 活性を
有していることを見いだした。この
情報を基に、分担研究者である横山
グループ（理研）において、lobe A
欠損型 DHR-2 タンパク質試料を対象とした構造解析を行い、SeMet 置換体結晶の 2.5Å分解能 SAD デ
ータ収集に成功し、DHR-2 単独の（Rac1 非結合状態の）立体構造を決定した。この DHR-2 単独構造な
どをサーチモデルに用いて分子置換を行い、DHR-2・Rac1 複合体の結晶構造決定に成功した（上図）。
STD-NMR を用いた解析から、DOCK2 シグナルを阻害する低分子化合物（後述）は DHR-2 ドメインに
結合することから、両者の複合体の構造を明らかにすることができれば、DOCK2 を標的とした創薬が
大きく前進するものと期待される。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①DOCK2 の細胞内動態を制御する分子機構
運動している細胞において Rac は先導端で選択的に活性化される。このメカニズムとして現在、ホスフ
ァチジルイノシトール３リン酸(PIP3)が Rac GEF を先導端にリクルートすることで、Rac の活性化を局
在化させるというモデルが一般的であるが、その詳細は依然と
して不明である。我々は、DOCK2 の細胞内動態をリアルタイ
ムでモニターするため、DOCK2-GFP 融合タンパク質を発現す
るノックインマウスを作製し、好中球を対象に、その細胞内動
態の制御機構を解析した。その結果、PIP3 が産生されると
DOCK2 が細胞膜にリクルートされ、続いてホスファチジン酸
（PA）との相互作用を介して DOCK2 が先導端に局在化するという、２段階の制御機構が働いているこ
とを明らかにした(Science 324: 384-387, 2009)。この成果は、同号の PERSPECTIVES（ハイライト欄）に
おいても取り上げられた。
②ヘルパーT 細胞の分化における DOCK2 の新しい機能
抗原刺激に伴い、T 細胞は Th1、Th2 という異なるサイトカイン遺伝子を発現する T 細胞サブセットに
分化する。これまでに、T 細胞受容体 (TCR)を介したシグナルと IL-4 受容体のシグナルとの間に何らか
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のクロストークが存在すると考えられてきたが、その分子実体は不明であった。我々は、DOCK2 を欠
損した CD4+ T 細胞が抗原刺激に伴い大量の IL-4 を分泌し、BALB/c マウスにおいてアレルギー疾患を
自然発症することを見いだした。このメカニズムを解明すべく詳細な解析を行い、TCR の下流で誘導さ
れる DOCK2-Rac シグナル伝達系が、微小管動態を介して IL-4 受容体の細胞内輸送をコントロールし、
最終的にサイトカインの遺伝子発現を制御するという、極めて精緻なメカニズムが存在することを明ら
かにした (Nature Immunol. 8: 1067-1075, 2007)。この成果は、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞等で
取り上げられると共に、NHK で全国にテレビ放送されるなど、社会的にも大きなインパクトを与えた。
③形質細胞様樹状細胞における DOCK2 の機能
形質細胞様樹状細胞（pDC）は、微生物由来の核酸を細胞内に存在する TLR7/TLR９を介して認識する
ことで、炎症性サイトカインのみならず、大量の I 型インターフェロン（IFN）を産生することから、
近年脚光を集めている細胞である。我々は、DOCK2 が pDC の遊
走に不可欠な Rac 活性化分子であることを明らかにすると共に
(Blood 111: 2973-2976, 2008)、TLR による抗原認識とは独立して
DOCK2-Rac シグナル伝達系が作動し、IKK-αの活性化を介して、
I 型インターフェロン産生を選択的に制御するという、新しい制
御機構の存在を明らかにした。pDC による I 型 IFN の産生は、SLE
や乾癬といった自己免疫疾患の発症に深く関わっていることか
ら、DOCK2 はこのような疾患を治療・予防する上でも、格好の
分子標的になると期待される(J. Exp. Med. 207: 721-730, 2010)。
④DOCK2シグナルを阻害する低分子化合物の同定
Rac に 1 アミノ酸変異を導入した約 130 種類の組み換えタンパク質を調製し、これを用いて、DOCK2
DHR-2 による Rac の認識が、古典的な GEF の DH-PH ドメインの認識と異なっていることを明らかにし
た。そこで、
「制御」領域より約 10,000 種類の低分子化合物の供与を受け、スクリーニングを行い、Trio
と Rac との相互作用には影響しないが、DOCK2 DHR-2 と Rac との相互作用をブロックする化合物を 24
種類同定した。さらに、GEF 活性・細胞毒性・機能解析といった 2 次、3 次のスクリーニングを行い、
最終的に DOCK2 による Rac 活性化を細胞レベルでブロックし、リンパ球・好中球・pDC の遊走および
活性化を阻害し得る化合物を１種類同定した。この化合物をマウスに投与することで、自己免疫疾患の
発症が抑制できることを確認した。また同様に、N 末端領域と ELMO との相互作用をターゲットにし
た低分子化合物のスクリーニングを行い、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックし得る化合物
を新たに 6 種類同定した。さらに、インシリコスクリーニングで上がってきた約 1,000 種類の化合物に
関しても阻害活性の検討を行い、５種類の化合物が、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックす
ることを見いだした。
３．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構

4件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

13 件

５．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

12 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
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DOCK2 シグナルをブロックする際の first choice、second choice となる DHR2 ドメインと Rac、N 末端領
域と ELMO の相互作用を中心に、構造解析・機能解析ともに順調に進行した。特に一部の化合物に関
しては、既に in vivo での効果を確認する等、当初の予想を上回るスピードで成果が得られた箇所もあ
る。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究では、機能情報、構造情報、化合物情報を共有し、研究代表者のリーダーシップの下、化合物の
最適化や DOCK2 活性化のメカニズム解明に向け、定期的にミーティングを開催する等、各研究グルー
プが極めて有機的に連携し研究を進めた。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1 との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、研究課題の全ての試料においてタ
ンパク質の調製、相互作用分子との共結晶化を行った。・制御 C との連携により、DOCK2 の ELMO1
会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリーニングを行うと共に、提供
頂いた化合物を用いて実際のスクリーニングを実施した。・解析 C との連携により、新しく開発された
ビームラインを用いて DOCK2 の DHR-2 ドメイン-Rac1 複合体の Native データセットの取得に成功し
た。・情報 PF の藤先生との連携により、DOCK2 DHR2 ドメイン構造のシュミレーションを行った。・
ターゲットタンパク医薬分野 住本先生（九州大学）のグループと連携して、好中球に関する共同研究
を実施した。
・国内外の多くの研究者と共同して、DOCK2 シグナルに関する研究を推進すると共に、産
業応用に向けて、企業との共同研究を開始した。
１０．人材育成
シグナル解析や構造解析、創薬研究の実施に際して必要な知識や技術を、研究メンバーで共有し、解決
すべき問題が生じた際の相談体制を整備することで、ポスドク等が円滑に研究を遂行できるよう配慮し
た。期間中延べ 3 名のポスドクを雇用したが、1 名は九州大学で、1 名は他大学で、１名は企業で、現
在もそれぞれの立場から生命科学研究に従事している。
１１．終了までの具体的な見通し
同定した DOCK2 阻害剤のうち、DHR-2 と Rac の相互作用をターゲットとした化合物に関しては、既に
特許出願済みであり、技術移転も視野にいれ、企業との共同研究を開始した。今後、論文発表を待って、
他分野の研究者にも使用して頂けるような体制作りを行う。一方、N 末端領域と ELMO との相互作用
をターゲットにした化合物に関しては、今後その有用性を細胞レベル・個体レベルで検証すると共に、
企業とも連携しながら、産業応用の可能性につき検討する。また、従来解析のできていない細胞や受容
体を対象に、引き続き DOCK2 の機能解析を進める。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
DOCK2 は免疫系特異的に発現する分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自己免疫疾患の発症
がブロックできることから、これら免疫難病を治療・予防するための格好の分子標的になると考えられ
る。本研究では、DOCK2 の機能を人為的に制御できる化合物を数種類同定し、一部に関しては既に特
許出願も行い、企業との共同研究も開始した。このため本研究の成果は、新たなコンセプトに基づく免
疫抑制剤の開発につながるものとして、学術的にはもちろん、産業面でも大きなインパクトを与える可
能性がある。
１３．特記事項
DOCK2 に関しては、2001 年 Nature 誌に最初に発表して以降、製薬企業から多くの問い合わせがあった
が、本研究スタート後、実際に DOCK2 シグナルを標的として阻害剤の開発を進めている企業があるこ
とを知った。このため、本研究の成果は、産業応用の面でも貢献できるのではないかと期待される。
１４．研究費一覧
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１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,365

1,800

0

0

物品費（千円）

12,780

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

1,605

691

7,938

10,114

11,739

旅費（千円）

535

業務実施費（千円）

14,867

9,493

9,886

8,261

その他（千円）

80

間接経費（千円）

5,077

5,769

6,000

6,000

間接経費（千円）

4,500

合計（千円）

22,000

25,000

26,000

26,000

合計（千円）

19,500

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）

420

２３年度

計

118,500

Ａ２－Ｂ（医学・薬学等への貢献）

成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への応
用」
（DOCK2 シグナルパスウェイのタンパク質群の構造解析と創薬研究への
応用）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究

機関の代表研究者名

横山 茂之

１．課題開始時における各機関の達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構であるが、一方、免疫応答したための病態、例えば
自己免疫疾患・移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズアップされている。CDM フ
ァミリーは線虫から哺乳類に至るまで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で機能すること
で細胞骨格の制御に関わっている。研究代表者は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研
究では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至
るシグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造
を包括的に解析し、その理解に立脚して DOCK2 シグナル
を特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫
難病の新しい治療法を開発することを目的とする。
独立行政法人理化学研究所では、DOCK2 複合体の構造を
決定すると共に、インシリコスクリーニングで複合体形成
を阻害する低分子化合物を同定する。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP 交換反応を触媒するが、細胞内で効率よ
く Rac を活性化するには、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合することが必要である。
これまでに、DOCK2 の N 末端領域、DHR2 ドメイン、PIP3 との会合を担うと考えられる DHR1 ドメイ
ン、完全長 DOCK2 を対象に、会合分子との共結晶の構造決定に向け、タンパク質試料の調製を行った。
うち、初めに N 末端領域と ELMO の複合体、続いて DHR2 ドメインと Rac の複合体の立体構造を決定
することに成功した。さらに、制御領域と連携して、N 末端領域と ELMO を対象に、その相互作用を
阻害する低分子化合物のインシリコスクリーニングを行い、DOCK2 を標的とした創薬に道を拓いた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
DOCK2 の N 末端領域について、まず、SH3 ドメインと ELMO1 の C 末端プロリンリッチ配列の融合タ
ンパク質を用いて、NMR 法により両者の複合体の構造解析を行い、DOCK2 SH3 ドメインの立体構造お
よびそれに結合する ELMO1 の Pro-x-x-Pro モチーフを初めて明らかにした。次に、DOCK2 と ELMO1
について、大腸菌無細胞タンパク質合成系により発現領域の最適化を行い、両者が安定な複合体を形成
する領域を精密に決定した。その DOCK2（N 末端）と ELMO1（C 末端）の領域について、大腸菌無細
胞タンパク質合成系を用いた共発現により複合体試料を調製し、複合体結晶を得ることができた。「解
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析」領域との連携により Photon Factory BL-17A を利用して SAD 法により 2.1Å 分解能の結晶構造を決定
した（図 1）
。その結果、DOCK2 と ELMO1 は構造決定に用いた領域の全体の広い範囲で強固な複合体
を形成していることが明らかになった。DOCK2 の N 末端は SH3 ドメインと 3 本のαヘリックスバンド
ルから構成され、SH3 ドメインは先に同定した ELMO1 の Pro-x-x-Pro モチーフを中心に 28 アミノ酸残
基にも及ぶ例外的に長い配列と結合していた。また、DOCK2 のヘリックスバンドルは ELMO1 の PH ド
メインを固定する 2 本のαヘリックスと分子間ヘリックスバンドルを形成していた。SH3 ドメインを含
むこのような広範囲に及ぶタンパク質間相互作用は他に例を見ないものである。得られた構造から、(1)
ELMO1 が SH3 ドメインによる DOCK2 の自己活性阻害を解除する、(2) ELMO1 の PH ドメインが
DOCK2/Rac 複合体を支える、という２つの推定される機能に対する構造基盤が初めて明らかになり、
ELMO1 による DOCK2 活性化機構を解明する上で重要な知見が得られた。また、対照的に DOCK2 の結
合にともなって ELMO1 側の自己活性阻害が解除されるメカニズムも明らかになった。

図 1-1. N 末端領域の構造解析

図 1-2. DOCK2 と ELMO1 相互の自己抑制解除のメカニズム
決定した DOCK2（N 末端）/ELMO1（C 末端）複合体の立体構造に基づいて、「制御」領域との連携に
より、DOCK2 の ELMO1 会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリー
ニングを実施した。具体的には、阻害剤結合部位が未知、かつ柔らかい結合部位を持つ DOCK2 に対し
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て、MD シミュレーションを適用することで揺らぎによる構造多型を実現し、かつドッキングのための
最適な DOCK2 構造や条件を検討した。また Ligand-based approach として、阻害剤の 2 次元・3 次元構
造を元にした構造類似性探索も合わせて実施し、全体で約 1,000 化合物をライブラリー機構化合物から
選択した。
DOCK2 の DHR-2 ドメインについて、大腸菌無細胞タンパク質合成系を用いて発現領域の選定を行っ
た。最適化した DHR-2 領域について大腸菌無細胞タンパク質合成系と Sf9/バキュロウィルス発現系を
用いて Rac1 との複合体を調製し、構造解析が可能な複合体結晶を得ることができた。
「解析」領域との
連携により SPring-8 BL32XU の微小ビームを用いて X 線照射によるダメージの少ない約 3Å 分解能の良
好な Native データセットを取得することが出来た。さらに最適化した DHR-2 試料（Lobe A 欠損型）
を用いて SeMet 置換体結晶の 2.5Å分解能 SAD データ収集に成功し、DHR-2 単独の（Rac1 非結合状態
の）立体構造を決定した。この DHR-2 単独構造などをサーチモデルに用いて分子置換を行い、DHR-2・
Rac1 複合体の結晶構造決定に成功した（図 2）。
今後、DOCK2 シグナルを阻害する低分子化合物と DHR-2
の複合体の構造を明らかにすることにより、DOCK2 を標的とした創薬が大きく前進するものと期待さ
れる。

図 2. DHR-2 ドメインの構造決定
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図 3. 膜上における DOCK2・ELMO・Rac1 のモデル
着色構造は実構造。灰色部はモデル。
PIP3 との会合を担うと考えられる DHR-1 ドメインについて、大腸菌無細胞タンパク質合成系を用いて
発現領域の選定を行い、DHR-1 の可溶性試料の調製に成功した。PIP3 アナログ化合物存在下において
結晶化の条件検討を行った。
DOCK2（210kDa）の各機能ドメイン（N 末端、DHR-1、DHR-2）は CDM ファミリー分子に保存され
た領域ではあるが、一次配列からは構造・機能解析に適した領域が分からなかった。従って、大腸菌無
細胞合成系を利用した発現領域の最適化と、大腸菌無細胞合成系・動物細胞発現系・昆虫細胞/バキュ
ロウイルス発現系を総合的に比較して発現系を最適化することが可能な「生産」領域による新しい技術
がこれらの機能ドメインの構造解析を進める上で重要な鍵となった。
完全長 DOCK2 について、さまざまな系を用いて発現条件検討を行った結果、HEK293 細胞発現系の
共発現により構造解析に足る量の DOCK2/ELMO1 複合体の試料を調製することに成功した。また、こ
の複合体が Rac1 と三者複合体を形成することを確認した。さらに発現領域の最適化を行い、DOCK2 の
C 末端ホスファチジン酸結合部位を削除することによって結晶構造解析により適した性状の
DOCK2/ELMO1 複合体試料が得られることが分かった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

機能解析グループの成果を参照
３．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構

4件
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造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

3件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
DOCK2 シグナルをブロックする際の first choice、second choice となる DHR2 ドメインと Rac、N 末端領
域と ELMO の相互作用を中心に、順調に構造解析が進行し、当初の計画通りに成果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
機能解析グループ（福井）との連携により、決定した N 末端領域と ELMO の複合体の立体構造情報に
基づいて、DOCK2 の変異体を用いた解析を行った。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、研究課題の全ての試料に
おいてタンパク質の調製、相互作用分子との共結晶化を行った。
・制御 C（長野）との連携により、DOCK2
の ELMO1 会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリーニングを開始し
た。
・解析 C との連携により、新しく開発されたビームラインを用いて DOCK2 の DHR-2 ドメイン-Rac1
複合体の Native データセットの取得に成功し、今後 SAD/MAD データ収集を予定している。
１０．人材育成
試料調製や構造解析といった自身の本来の専門分野での業務を越えて、本課題の遂行のために必要とな
る広範な研究技術を身につけながら、総合的に本課題に従事するように配慮を行なっている。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに DOCK2 の各機能ドメイン、更には 1800aa を超える完全長の構造解析を進めており、終了
までに研究代表者が同定した分子の活性化機構の解明が大きく進むであろう。また、それらの知見から、
創薬の標的としてふさわしい DOCK2 の機能ドメインと会合分子が同定され、DOCK2 シグナルを特異
的にブロックする活性阻害剤候補化合物を複数取得し、相互作用を明らかにできる見込である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
自己免疫疾患や移植片拒絶の発症に鍵となる Rac 活性化分子である DOCK2 の立体構造解析に基づく
活性阻害候補化合物の探索の重要な知的基盤ができた。特に、DOCK2 は特有の非典型 GEF 機能を有す
ることから DOCK2 阻害剤の開発は免疫難病の新しい治療法・予防法の開発につながることが期待され
る。
１３．特記事項
現在、構造解析の成果を投稿準備を進めている。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円） 12,173.013
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人件費（千円）

19,894.391

18,323.28

12,055.944

12,406.526

旅費（千円）

162.04

業務実施費（千円）

7,797.917

4,753.644

7,944.056

6,824.244

その他（千円）

605.85

間接経費（千円）

8,307.692

6,923.076

6,000

5,769.23

間接経費（千円）

36,000

30,000

26,000

25,000

合計（千円）

合計（千円）

4,384.615
19,000

136,000

６
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分 担 機 関 の 課 題 名

タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル阻害剤の創製と医薬リードへ
の展開

分

担

機

関

機関の代表研究者名

東京大学
金井求

１．課題開始時における各機関の達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構である
が、一方、免疫応答したための病態、例えば自己免疫疾患・
移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズア
ップされている。CDM ファミリーは線虫から哺乳類に至る
まで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で機
能することで細胞骨格の制御に関わっている。研究代表者
は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研究
では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至る
シグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造を包括的に解析し、その理解に立脚して
DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫難病の新しい治療法を開発
することを目的とする。
東京大学では、DOCK2 シグナルの阻害剤の合成、および構造最適化による活性の向上を目標とする。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP
交換反応を触媒するが、細胞内で効率よく Rac を活性化する
には、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合す
ることが必要である。これまでに、DOCK2 の N 末端領域、
DHR2 ドメイン、PIP3 との会合を担うと考えられる DHR1
ドメイン、完全長 DOCK2 を対象に、会合分子との共結晶の
構造決定に向け、生産領域と連携してタンパク質試料の調製
を行った。うち、N 末端領域と ELMO の複合体および DHR2
ドメインと Rac の複合体に関して、構造決定に成功した。一
方、機能解析に関しても、好中球遊走における DOCK2 細胞
内動態の制御機構を解明すると共に(Science 324: 384, 2009)、
DOCK2 がアレルギー応答の制御(Nature Immunology 8: 1067,
2007)や形質細胞様樹状細胞の遊走・活性化に関わることを
明らかにする等（Blood 111: 2973, 2008; J. Exp. Med. 207: 721,
2010）、学術的にはもちろん、社会的にも大きなインパクト
を与える成果を挙げた。さらに、制御領域と連携して、１）
DHR2 と Rac、２）N 末端領域と ELMO を対象に、その相互作用を阻害する低分子化合物のスクリーニ
ングを行い、DOCK2 による Rac 活性化や免疫学的機能を細胞レベルおよび個体レベルでブロックでき
る化合物を同定することに成功し、DOCK2 を標的とした創薬に道を拓いた。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
当分担機関では構造解析に関する研究は行わなかった。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
①DOCK2 の細胞内動態を制御する分子機構
運動している細胞において Rac は先導端で選択的に活性化され
る。このメカニズムとして現在、ホスファチジルイノシトール
３リン酸(PIP3)が Rac GEF を先導端にリクルートすることで、
Rac の活性化を局在化させるというモデルが一般的であるが、
その詳細は依然として不明である。我々は、DOCK2 の細胞内
動態をリアルタイムでモニターするため、DOCK2-GFP 融合タンパク質を発現するノックインマウスを
作製し、好中球を対象に、
その細胞内動態の制御機構を解析した。その結果、PIP3 が産生されると DOCK2
が細胞膜にリクルートされ、続いてホスファチジン酸（PA）との相互作用を介して DOCK2 が先導端に
局在化するという、２段階の制御機構が働いていることを明らかにした(Science 324: 384-387, 2009)。
②DOCK2シグナルを阻害する低分子化合物の同定
Rac に 1 アミノ酸変異を導入した約 130 種類の組み換えタンパク質を調整し、これを用いて、DOCK2
DHR2 による Rac の認識が、古典的な GEF の DH-PH ドメインの認識と異なっていることを明らかにし
た。そこで、
「制御」領域より約 10,000 種類の低分子化合物の供与をうけ、スクリーニングを行い、Trio
と Rac との相互作用には影響しないが、DOCK2 DHR2 と Rac との相互作用をブロックする化合物を 24
種類同定した。さらに、GEF 活性・細胞毒性・機能解析といった 2 次、3 次のスクリーニングを行い、
最終的に DOCK2 による Rac 活性化を細胞レベルでブロックし、リンパ球・好中球・pDC の遊走および
活性化を阻害し得る化合物を１種類同定した。この化合物をマウスに投与することで、自己免疫疾患の
発症が抑制できることを確認した。
特に当分担機関では、この化合物の大量供給および構造類縁体の供給を行い、構造活性相関の知見を得
た。
また同様に、N 末端領域と ELMO との相互作用をターゲットにした低分子化合物のスクリーニングを
行い、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックし得る化合物を新たに 6 種類同定した。さらに、
インシリコスクリーニングで上がってきた約 1000 種類の化合物に関しても阻害活性の検討を行い、５
種類の化合物が、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックすることを見いだした。
３．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構

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
免疫抑制剤の創薬リード同定と、有機合成からの機能開拓支援を当初計画していたが、当初の計画を十
分に達成できたものと考えている。特にリードとして同定された化合物は、炭素－炭素二重結合が異性
化しやすいという物性上の問題を抱えていたが、単離方法を工夫することによって、活性のある異性体
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を純粋な形で取り出す方法を見出せたのが大きな達成であったと考えている。現在この知見をもとに、
異性化をおこしにくい活性体の合成を検討中である。

８．課題内の情報共有・連携体制
本研究では、機能情報、構造情報、化合物情報を共有し、研究代表者のリーダーシップの下、化合物の
最適化や DOCK2 活性化のメカニズムの観点から、各研究グループが有機的に連携し研究を進めること
ができた。
９．他の課題との情報共有・連携
研究代表者の福井教授および共同研究者の神田教授とは、DOCK2 阻害剤低分子化合物の物性や構造解
析、構造活性相関の面で、非常に密に情報共有と連携を行っている。本プログラム以外の研究者とも、
化合物の物性解明に関して様々な意見を貰っている。

１０．人材育成
本研究には 3 人の大学院生が携わった。有機分子の合成や構造解析、構造活性相関の面で、他分野の研
究者との議論を通じて大きな教育効果があった。3 人とも製薬企業へと就職、あるいは就職予定。

１１．終了までの具体的な見通し
現在見出しているリードの構造安定性を向上させ、真に有効な免疫抑制剤リードの創出へと展開したい
と考えている。その後に製薬企業等へと成果の導出も可能である。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
免疫抑制薬の新しい分子標的を確立し、そのリードとなる低分子が実際に見出されている。真に有効な
医薬リードとなるためには、もう一段階の物性や安定性の向上が必要であるとは考えられるが、これを
クリアーした時には純国産の新規免疫抑制剤となりうる。

１３．特記事項
Science 誌の成果は同号の PERSPECTIVES（ハイライト欄）に取り上げられた。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

866

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

業務実施費（千円）

8,365

7,692

7,692

8,462

その他（千円）

間接経費（千円）

2,769

2,308

2,308

2,538

間接経費（千円）

12,000

10,000

10,000

11,000

設備備品費（千円）

合計（千円）
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計

9,923
43,000
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課

題

名

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

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人 九州大学
住本 英樹

１．課題開始時における達成目標
神経変性疾患の解明と治療法開発には、神経細胞死の分子・原子レベルでの理解が不可欠である。神経細胞
死の誘導には活性酸素が深く関与しており、活性酸素の主要な発生源として Nox（NADPH oxidase）ファミリ
ーが知られている。
ヒト Nox ファミリーには Nox1−Nox5 の 5 分子種が含まれるが、
これらは神経細胞に加えて、
ミクログリア、脳血管内皮細胞などに高発現しており、パーキンソン病における神経細胞死の誘導に関与す
ると考えられている。本研究は、Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明
し、Nox に対する特異的な阻害剤を創成することによって、神経変性疾患の治療薬開発の基盤形成に寄与しよ
うとするものである。

２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。
また、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なこと、細胞質因子による調節は Nox の C
末側細胞質領域を介して行われることを明らかにした（右
図）。また、Nox1−4 が糖鎖修飾を受けること（Nox5 は糖鎖
修飾を受けない）、成熟した複合型糖鎖が結合した Nox の
みが p22phox と安定な複合体を形成することを示した。ま
た、Nox5 の 4 つの EF ハンドからなる領域の３次構造を NMR
により決定した。さらに、p47phox は、膜移行後に Ile-152
を含む短い領域で Nox2 と相互作用して活性化することを
明らかにした。また、全長型の p67phox が伸びた構造をして
いることを X 線小角散乱法により示し、p67phox の N 末の TPR
ドメインより C 末側の領域（アミノ酸番号 190-210）が直
接 Nox2 に結合して働くことを示した。これらの成果は、
細胞質因子がどのようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすのか、その機構を解明する上での
大きな一歩となったと考えている。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
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Nox の活性調節は、NADPH との結合、NADPH から FAD への電子伝達、FAD からヘムへの電子伝達などの
部位における制御が想定されるが、種々の生化学的実験から NADPH との結合が１つの重要な制御部位と
考えられている。本課題により、Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの大量発現・大量精製系を
構築し、その結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。これは、Nox 本体に関して世界で
最初に決定された３次構造である。今回得られた構造情報をもとに、機能解析を行ない NADPH 結合に重
要なアミノ酸残基を同定した。Nox2 の NADPH 結合ドメインは、フェレドキシン還元酵素と 1 次構造上も
３次構造上もホモロジーがあるが、それぞれの NADPH 結合に重要な残基には両者間で保存されていない
ものが多く、NADPH の結合様式が両酵素間で異なることが明らかになった。この情報は、Nox の活性調
節機構の解明にとって大きな第１歩となると考えられる。また、Nox5 の 4 つの EF ハンドからなる領域
の３次構造を NMR により決定した（右下図）。さらに、Ca2+の結合によりこの領域の構造が大きく変化す
ることを見いだしており、この構造変化が Nox5 の O2-生成活性を誘導する可能性が考えられる。さらに、
Nox2 の活性化に必須の細胞質因子 p67phox の全長型の構造を X 線小角散乱法により示した。p67phox は、N
末側から、TPR ドメイン（Rac との
結合に必要）
、N 末側 SH3 ドメイン、
PB1 ドメイン（p40phox との結合に必
要）および C 末側 SH3 ドメイン
（p67phox との結合に必要）からなる
が、これらドメイン間の相互作用に
ついては全く解っていなかった。ま
ず、全長型 p67phox の結晶化を目指し
たが、これはなかなかうまくいかな
かった。そこで、X 線小角散乱法による解析を行い、p67phox 分子内でのドメイン間の相互作用は殆どな
く、伸びた構造をしていること等を明らかにした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
① Nox 本体の作用機構の解明：
Nox5 は、Nox1−4 と異なり、p22phox と会合できない。そこで、Nox5 と Nox1−4 とのキメラタンパク質を
作製して解析を行い、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なことを明らかにした。さ
らに、私達が本研究により開発した哺乳類細胞での Nox2 の高効率発現系を用いて、「Nox2 と p22phox と
の会合」について詳細な解析を行い、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの中で p22phox との会合に必須の
膜貫通セグメントを明らかにした。また、Nox2 は複合型糖鎖をもつ膜タンパク質であることが知られて
いたが、Nox1, Nox3, Nox4 も高マンノース型糖タンパク質として合成され複合型糖鎖をもつ成熟型 Nox
へとプロセッシングされること、成熟型 Nox のみが p22phox と会合できることを示した。一方、Nox5 は
糖鎖修飾を受けない。また、細胞質因子による調節は Nox の C 末側細胞質領域を介して行われることを
示した。
② Nox 活性を調節する細胞質因子の作用機構の解明：
Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p47phox（PX ドメインと tandem に並んだ２つの SH3 ドメインをも
ち、PX ドメインが膜リン脂質と SH3 ドメインが膜タンパク質 p22phox とそれぞれ結合することで膜に移
行する）が、膜移行後に２つの SH3 ドメインよりも N 末側の領域（Ile-152 を含む）が Nox2 と相互作用
して活性化することを明らかにした。さらに、もう１つの必須細胞質因子 p67phox は、N 末の TPR ドメイ
ンで Rac と C 末の SH3 ドメインで p47phox と結合するが、本課題により、TPR ドメインより C 末側の領域
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（アミノ酸番号 190-210）が直接 Nox2 に結合して働くことを明らかにした。また、p67phox の N 末側 SH3
ドメインが、p67phox と Nox2 との相互作用を support することを示した。これらの成果は、細胞質因子
がどのようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすのか、その機構を解明する上での大きな一歩
となったと考えている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

9 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

18 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

55 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

8 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
「Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明する」という点については、
（１）
Nox の活性制御の最も重要と考えられる NADPH 結合部位の結晶構造、
（２）Nox ファミリーの中で Nox5 にだけ
特異的に存在する N 末 Ca2+結合領域の NMR 構造を決定し、
（３）Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p67phox
の全長型の低分解能構造を X 線小角散乱法により得ることができた。さらに、生化学・分子細胞生物学
の方法を駆使することで、Nox 本体の作用機構の解明、および Nox 活性を調節するタンパク質（p67phox,
p47phox, p40phox, Noxo1, Noxa1,Rac など）の作用機構の解明については、当初計画通りあるいはそれ以
上の成果が得られたと考えている。一方、
「Nox に対する特異的な阻害剤を創成する」という点に関しては、
そのために必要な種々の情報は得てきたのだが、残念ながら、未だ特異的な阻害剤を得るところまではきてい
ない。
８．課題内の情報共有・連携体制
生化学的・分子生物学的実験と構造生物学研究を組み合わせて研究を進めている。北大グループで
NADPH 結合ドメインの構造決定した後、機能解析を九大グループで行ない、NADPH 結合周りの残基
の変異が活性酸素発生に重大な欠陥を生じる事を見出した。Nox5 CaM 様ドメイン, PX の機能解析につ
いても変異実験により構造情報を確認している。また、九大グループと北大グループで協力し、X 線小
角散乱より Nox2 の細胞質因子 p47phox、p67phox、p40phox の複合体の全体構造に関する知見を得た。この
ように、構造と機能研究は密接な連携を持って進めている。
また、課題全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、課題内班会議を現在までに計 8 回行な
い(平成 19 年 8 月に北海道大学、平成 20 年 3 月東京、平成 20 年 7 月北海道大学、平成 20 年 8 月京都、
平成 21 年 1 月東京、平成 21 年 3 月熱海、平成 21 年 8 月京都、平成 22 年 3 月北海道大学、平成 22 年
10 月東京、平成 23 年 3 月東京)、進捗状況に関する意見交換を行った。もちろん、日々得られた成果や
種々の情報を共有するために、電話・メールによる打合せは頻繁に（月に数度以上）行なっている。
９．他の課題との情報共有・連携
Nox 調節タンパク質である p47phox の全長型の SAIL 法による構造解析を、本研究プログラム・技術開
発研究の解析領域（テーマ：
「SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化」）の甲斐荘 正恒 教授（名古
屋大学）と共同研究を行なっている。現在、無細胞系による SAIL タンパク質の調製ではなく大腸菌を
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用い、SAIL アミノ酸を用いたアミノ酸特異的ラベルを甲斐荘博士と連携して進めている。
また、Nox の複合体の構造予測について、本研究プログラム・技術開発研究の情報プラットホーム領
域（テーマ：
「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」）の藤 博幸 教
授（産業技術総合研究所）と共同研究を行なっており、タンパク質の構造予測において成果を挙げてい
る。
さらに、新規膜電位センサータンパク質 VSOP と NADPH オキシダーゼの相互作用およびその白血球での役
割については、本研究プログラム・ターゲットタンパク研究・基本的な生命の解明分野（テーマ：
「新規

膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」）の岡村 康司 教授（大阪大学）と、Nox の調節と細胞運動
との関連については、Nox の調節と細胞運動との関連については、本研究プログラム・ターゲットタン
パク研究・医学薬学分野（テーマ：「タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬
への応用」）の福井 宣規 教授（九州大学）と、それぞれ連携し共同研究を展開している。
１０．人材育成
研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識の先鋭化を図って
きた。生化学的・分子生物学的な研究手法、および構造生物学的な研究手法の習得については、学部生、
院生への教育訓練を行なった。プロジェクトの期間を通して多くの人材が育った。院生、ポスドクの中
から、国立大学の助教に採用されたものが 2 名、国立大学医学部の医員に採用されたものが 2 名、公益
法人の研究所の研究員 2 名、大手製薬会社の研究員 5 名、海外ポスドク 2 名（予定 1 名）、大学院博士
課程進学 3 名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育成の観点から
も成功したプロジェクトといえる。
１１．終了までの具体的な見通し
膜タンパク質 Nox ファミリータンパク質全長の大量精製には至っていないが、細胞質ドメインの構造
解析より、Nox ファミリータンパク質の活性酸素発生機構に関し重要な構造情報を提供することができ
た。これより、Nox ファミリーの活性酸素発生の制御機構について明らかにすることができたと考えて
いる。ほぼ、計画当初の目的は果たしたと考えている。
また、当プロジェクトの一環として開発した nanodisc はホスファチジルイノシトール（PI）結合タン
パク質の assay 系として、PIP strip や liposome assay 等に比較して特異性が高い。p47phox-PX ドメインと
PI との相互作用解析を行うとともに、多くの研究者より共同研究の申し出を受け、nanodisc の提供を行
っている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
nanodisc の開発によりホスファチジルイノシトール（PI）とエフェクタータンパク質との相互作用を
研究する手法を開発することができた。今後 PI 相互作用研究に活用されると期待される。実際多くの
研究者に PI 含有 nanodisc を提供している。当プロジェクトで NMR 解析に使用した Olivia は稲垣（北
大）らが開発したものであるが、Agilent 社(米国)よりライセンス供与の依頼を受けている。今後 Agilent
社 NMR 装置のバンドルソフトとしていくとのことである。我が国発のソフトとしては画期的なことで
ある。
１３．特記事項
私達は、本研究により以下のようなことを明らかにしてきた。(1) Nox2 の NADPH 結合ドメインの結晶
構造の決定：Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で
決定した。これは、Nox 本体に関して世界で最初に関して世界で最初に決定された３次構造である。(2)
Nox5 の Ca2+結合領域の３次構造の決定：Nox5 の N 末端側に存在する Ca2+結合領域の溶液構造を NMR 法に
て決定した。これは、Nox5 の中の領域としては世界で最初に決定された３次構造である。(3) Nox と
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p22phox との会合の分子機構：Nox の活性発現に必要な「Nox と p22phox との会合の分子機構」は今まで全
く分っていなかったが、本課題により、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの中で p22phox との会合に必須
の膜貫通セグメントを明らかにした。(4) Nox の細胞内での局在機構：活性型 Nox2 複合体が食作用時の
ファゴゾーム膜に局在するのに必要な細胞質因子間の相互作用を解明した。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2752

649

0

0

物品費（千円）

4,870

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

14,264

人件費（千円）

11,524

19,494

17,138

15,242

旅費（千円）

業務実施費（千円）

25,724

16,780

17,477

16,158

その他（千円）

2,477

間接経費（千円）

12,000

11,077

10,385

9,420

間接経費（千円）

6,762

49,643

合計（千円）

52,000

48,000

45,000

40,820

合計（千円）

29,300

215,120

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代 表 機 関 の 課 題 名

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

代

表

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人 九州大学
住本 英樹

１．課題開始時における各機関の達成目標
神経変性疾患の解明と治療法開発には、神経細胞死の分子・原子レベルでの理解が不可欠である。神経細胞
死の誘導には活性酸素が深く関与しており、活性酸素の主要な発生源として Nox（NADPH oxidase）ファミリ
ーが知られている。
ヒト Nox ファミリーには Nox1−Nox5 の 5 分子種が含まれるが、
これらは神経細胞に加えて、
ミクログリア、脳血管内皮細胞などに高発現しており、パーキンソン病における神経細胞死の誘導に関与す
ると考えられている。本研究は、Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明
し、Nox に対する特異的な阻害剤を創成することによって、神経変性疾患の治療薬開発の基盤形成に寄与しよ
うとするものである。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。
また、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なこと、細胞質因子による調節は Nox の C
末側細胞質領域を介して行われることを明らかにした（右図）。また、Nox1−4 が糖鎖修飾を受けること
（Nox5 は糖鎖修飾を受けない）、成熟した複合型糖鎖が結合した Nox のみが p22phox と安定な複合体を形
成することを示した。また、Nox5 の 4 つの EF ハンドから
なる領域の３次構造を NMR により決定した。さらに、
p47phox は、膜移行後に Ile-152 を含む短い領域で Nox2 と
相互作用して活性化することを明らかにした。また、全
長型の p67phox が伸びた構造をしていることを X 線小角散
乱法により示し、p67phox の N 末の TPR ドメインより C 末
側の領域（アミノ酸番号 190-210）が直接 Nox2 に結合し
て働くことを示した。これらの成果は、細胞質因子がど
のようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすの
か、その機構を解明する上での大きな一歩となったと考
えている。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
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Nox の活性調節は、NADPH との結合、NADPH から FAD への電子伝達、FAD からヘムへの電子伝達などの
部位における制御が想定されるが、種々の生化学的実験から NADPH との結合が１つの重要な制御部位と
考えられている。本課題により、Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの大量発現・大量精製系を
構築し、その結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。これは、Nox 本体に関して世界で
最初に決定された３次構造である。今回得られた構造情報をもとに、機能解析を行ない NADPH 結合に重
要なアミノ酸残基を同定した。Nox2 の NADPH 結合ドメインは、フェレドキシン還元酵素と 1 次構造上も
３次構造上もホモロジーがあるが、それぞれの NADPH 結合に重要な残基には両者間で保存されていない
ものが多く、NADPH の結合様式が両酵素間で異なることが明らかになった。この情報は、Nox の活性調
節機構の解明にとって大きな第１歩となると考えられる。また、Nox5 の 4 つの EF ハンドからなる領域
の３次構造を NMR により決定した。さらに、Ca2+の結合によりこの領域の構造が大きく変化することを
見いだしており、この構造変化が Nox5 の O2-生成活性を誘導する可能性が考えられる。さらに、Nox2 の
活性化に必須の細胞質因子 p67phox の全長型の構造を X 線小角散乱法により示した。p67phox は、N 末側か
ら、TPR ドメイン（Rac との結合に必要）、N 末側 SH3 ドメイン、PB1 ドメイン（p40phox との結合に必要）
および C 末側 SH3 ドメイン（p67phox との結合に必要）からなるが、これらドメイン間の相互作用につい
ては全く解っていなかった。まず、全長型 p67phox の結晶化を目指したが、これはなかなかうまくいかな
かった。そこで、X 線小角散乱法による解析を行い、p67phox 分子内でのドメイン間の相互作用は殆どな
く、伸びた構造をしていること等を明らかにした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
① Nox 本体の作用機構の解明：
Nox5 は、Nox1−4 と異なり、p22phox と会合できない。そこで、Nox5 と Nox1−4 とのキメラタンパク質を
作製して解析を行い、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なことを明らかにした。さ
らに、私達が本研究により開発した哺乳類細胞での Nox2 の高効率発現系を用いて、「Nox2 と p22phox と
の会合」について詳細な解析を行い、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの中で p22phox との会合に必須の
膜貫通セグメントを明らかにした。また、Nox2 は複合型糖鎖をもつ膜タンパク質であることが知られて
いたが、Nox1, Nox3, Nox4 も高マンノース型糖タンパク質として合成され複合型糖鎖をもつ成熟型 Nox
へとプロセッシングされること、成熟型 Nox のみが p22phox と会合できることを示した。一方、Nox5 は
糖鎖修飾を受けない。また、細胞質因子による調節は Nox の C 末側細胞質領域を介して行われることを
示した。
② Nox 活性を調節する細胞質因子の作用機構の解明：
Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p47phox（PX ドメインと tandem に並んだ２つの SH3 ドメインをも
ち、PX ドメインが膜リン脂質と SH3 ドメインが膜タンパク質 p22phox とそれぞれ結合することで膜に移
行する）が、膜移行後に２つの SH3 ドメインよりも N 末側の領域（Ile-152 を含む）が Nox2 と相互作用
して活性化することを明らかにした。さらに、もう１つの必須細胞質因子 p67phox は、N 末の TPR ドメイ
ンで Rac と C 末の SH3 ドメインで p47phox と結合するが、本課題により、TPR ドメインより C 末側の領域
（アミノ酸番号 190-210）が直接 Nox2 に結合して働くことを明らかにした。また、p67phox の N 末側 SH3
ドメインが、p67phox と Nox2 との相互作用を support することを示した。これらの成果は、細胞質因子
がどのようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすのか、その機構を解明する上での大きな一歩
となったと考えている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

4 件
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PDB 登録の有無にかかわらず構

11 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

40 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

8 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
「Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明する」という点については、
（１）
Nox の活性制御の最も重要と考えられる NADPH 結合部位の結晶構造、
（２）Nox ファミリーの中で Nox5 にだけ
特異的に存在する N 末 Ca2+結合領域の NMR 構造を決定し、
（３）Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p67phox
の全長型の低分解能構造を X 線小角散乱法により得ることができた。さらに、生化学・分子細胞生物学
の方法を駆使することで、Nox 本体の作用機構の解明、および Nox 活性を調節するタンパク質（p67phox,
p47phox, p40phox, Noxo1, Noxa1,Rac など）の作用機構の解明については、当初計画通りあるいはそれ以
上の成果が得られたと考えている。一方、
「Nox に対する特異的な阻害剤を創成する」という点に関しては、
そのために必要な種々の情報は得てきたのだが、残念ながら、未だ特異的な阻害剤を得るところまではきてい
ない。
８．課題内の情報共有・連携体制
生化学的・分子生物学的実験と構造生物学研究を組み合わせて研究を進めている。北大グループで
NADPH 結合ドメインの構造決定した後、機能解析を九大グループで行ない、NADPH 結合周りの残基
の変異が活性酸素発生に重大な欠陥を生じる事を見出した。Nox5 CaM 様ドメイン, PX の機能解析につ
いても変異実験により構造情報を確認している。また、九大グループと北大グループで協力し、X 線小
角散乱より Nox2 の細胞質因子 p47phox、p67phox、p40phox の複合体の全体構造に関する知見を得た。この
ように、構造と機能研究は密接な連携を持って進めている。
また、課題全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、課題内班会議を現在までに計 8 回行な
い(平成 19 年 8 月に北海道大学、平成 20 年 3 月東京、平成 20 年 7 月北海道大学、平成 20 年 8 月京都、
平成 21 年 1 月東京、平成 21 年 3 月熱海、平成 21 年 8 月京都、平成 22 年 3 月北海道大学、平成 22 年
10 月東京、平成 23 年 3 月東京)、進捗状況に関する意見交換を行った。もちろん、日々得られた成果や
種々の情報を共有するために、電話・メールによる打合せは頻繁に（月に数度以上）行なっている。
９．他の課題との情報共有・連携
Nox 調節タンパク質である p47phox の全長型の SAIL 法による構造解析を、本研究プログラム・技術開
発研究の解析領域（テーマ：
「SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化」）の甲斐荘 正恒 教授（名古
屋大学）と共同研究を行なっている。現在、無細胞系による SAIL タンパク質の調製ではなく大腸菌を
用い、SAIL アミノ酸を用いたアミノ酸特異的ラベルを甲斐荘博士と連携して進めている。
また、Nox の複合体の構造予測について、本研究プログラム・技術開発研究の情報プラットホーム領
域（テーマ：
「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」）の藤 博幸 教
授（産業技術総合研究所）と共同研究を行なっており、タンパク質の構造予測において成果を挙げてい
る。
さらに、新規膜電位センサータンパク質 VSOP と NADPH オキシダーゼの相互作用およびその白血球での役
割については、本研究プログラム・ターゲットタンパク研究・基本的な生命の解明分野（テーマ：
「新規
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膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」）の岡村 康司 教授（大阪大学）と、Nox の調節と細胞運動
との関連については、Nox の調節と細胞運動との関連については、本研究プログラム・ターゲットタン
パク研究・医学薬学分野（テーマ：「タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬
への応用」）の福井 宣規 教授（九州大学）と、それぞれ連携し共同研究を展開している。
１０．人材育成
研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識の先鋭化を図っ
てきた。生化学的・分子生物学的な研究手法、および構造生物学的な研究手法の習得については、学部
生、院生への教育訓練を行なった。プロジェクトの期間を通して多くの人材が育った。院生、ポスドク
の中から、国立大学医学部の医員に採用されたものが 2 名、海外ポスドク 1 名、大学院博士課程進学 1
名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育成の観点からも成功した
プロジェクトといえる
１１．終了までの具体的な見通し
膜タンパク質 Nox ファミリータンパク質全長の大量精製には至っていないが、細胞質ドメインの構造
解析とそれに続く詳細な機能解析より、Nox ファミリータンパク質の活性酸素発生機構に関し重要な構
造・機能情報を提供することができた。これより、Nox ファミリーの活性酸素発生の制御機構について
明らかにすることができた。この点に関しては、ほぼ、計画当初の目的は果たしたと考えている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ヒトを含む多くの動物における主たる「活性酸素生成の生成源」の一つである Nox に対して、有効な阻
害剤が得られれば、それは将来の創薬という観点からも、十分な知的財産となると期待される。このような阻
害剤を得るべく努力してきたが、今までのところ成功していない。本プログラム終了時においても、阻害剤
の創成に成功しなかった場合も、当然ながら、引き続き阻害剤の創成に向けた研究を続ける。有効な阻
害剤が得られれば、ターゲットタンパクの成果として社会に還元したいと考えている。
１３．特記事項

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,752

649

0

0

物品費（千円）

2,484

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

13,030

人件費（千円）

1,345

14,333

15,849

12,790

旅費（千円）

450

業務実施費（千円）

20,518

9,633

7,997

9,687

その他（千円）

651

間接経費（千円）

7,385

7,385

7,154

6,743

間接経費（千円）

4,985

33,651

合計（千円）

32,000

32,000

31,000

29,220

合計（千円）

21,600

145,820

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

神経細胞死に関与する活性酸素発生源の構造生物学的解明

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人 北海道大学

機関の代表研究者名

大学院先端生命科学研究院

特任教授

稲垣 冬彦

１．課題開始時における各機関の達成目標
神経変性疾患の解明と治療法開発には、神経細胞死の分子・原子レベルでの理解が不可欠である。神経
細胞死の誘導に深く関与する活性酸素の発生源である「Nox（NADPH oxidase）ファミリー」につい
て、その活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明し、Nox に対する特異的な阻害剤を創成す
ることによって、神経変性疾患の治療薬開発の基盤形成に寄与することを目的とする。
このため、国立大学法人九州大学及び国立大学法人北海道大学は共同で業務を行う。
国立大学法人北海道大学では、神経細胞死に関与する活性酸素発生源の構造生物学的解明（特に Nox
のドメインと Nox 活性調節タンパク質の立体構造決定）に関わる業務を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①Nox2 の NADPH 結合ドメインの構造解析を行ない、CGD 変異との関連を明らかにした。
②NMR 法により Nox2 p67phox の TPR ドメインの構造を決定し、Rac との相互作用解析を行った。
③膜タンパク質 Nox5 の細胞質ドメイン N 末端領域の構造を NMR 法により決定し、カルシウムによる
活性調節機構を解明した。Nox5 細胞質ドメインのメリチン様配列との相互作用により活性化される機
構が示唆された。
④P47phox の構造解析を行うために SAIL 法を適用したが、無細胞系での発現量が少なく中止した。P47
の PX ドメインと SH3 ドメインの間のリンカ―領域が PI(3,4)P2 へのターゲティングと活性酸素発生に
重要な役割を果たしていることが生化学的に示されている。このリンカー部分の変異体を作成した結
果、活性酸素発生にはリンカー部位と Cyt558 との相互作用の可能性が示された。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①Nox2 の NADPH 結合ドメインの構造解析
Nox2 の電子伝達系の基点となる NADPH 結合ドメイン
(NBD)について、Ｘ線結晶構造解析により構造を決定し
た。ついで NADPH との複合体の構造解析を目的として、
ソーキングあるいは共結晶化により結晶化を試みたが、複
合体の結晶は得られなかった。今回得られた結晶では、
NADPH 結合領域が結晶のパッキングに関わっているた
め、ソーキングでは NADPH は入らなかったと考えられ
る。そこで、NMR 法により NADPH との複合体形成につ
いて検討した。NADPH 結合ドメインを 13C/15N 安定同位
体でラベルをおこない、
一連の三次元 NMR の測定を行い、
NMR シグナルの帰属を行なった。NADPH の結合の影響

図 1 NBD の立体構造

を検討するため、逐次 NADPH を加え、NBD の化学シフトの変化を観測した。早い交換系であること、
5 等量の NADPH の存在下で化学シフトは飽和した。これらの結果より NBD と NADPH の解離定数は
100μM 程度と見積もられた。化学シフトの変化した NBD の残基を構造上にマップしたところ、フラボ
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ドキシン還元酵素（FNR）の NADPH 結合に関与している残基に対応する残基近傍に観測された(図 1
緑色で示した残基, FNR の NADPH の構造を重ねている。)。これより、NBD における NADPH の結
合様式は FNR のそれとよく対応していることが期待される。Nox2 の NBD の構造上に FNR で決定さ
れた NADPH の構造を重ねると、2’リン酸基の周りには Thr481, Arg446, Arg513 が存在しており、実
際これらの残基に変異を加えると、活性酸素の発生が極端に落ちることが分かった。これより、Nox2
は NADPH のみを電子伝達に用いることができる。興味深いことに、活性酸素の発生能が落ちた CGD
患者では、多くの変異が NBD の領域に落ちることが知られている。G408E, P415H, C537R, D500G,
L505R, 507−509欠損体 (GLT より HIWA への置換)である。これらの変異は NADPH の結合領域あるい
はその近傍に存在し、NADPH との結合を直接阻害するか、NADPH 結合領域近傍の構造を壊すことが
期待される。一方 488-497 (IR, insertion region）の領域は今回の結晶構造では電子密度は同定されて
いない。これはこの領域がフレキシブルなためである。IR の deletion mutant は CGD の患者に多く見
出されており、この変異がいかにして CGD を引き起こすか明らかにされていないが、一つの可能性と
して、IR が細胞質内因子との相互作用部位として働き、細胞質因子を gp91 にリクルートする役割を果
たしている可能性があげられる。今後の検討を要する課題である。
②NMR 法による Nox2 p67phox の TPR ドメインと Rac の相互作
用解析
p67 は TPR、nSH3, PB1, cSH3 よりなるマルチドメインタン
パク質である。TPR は Rac(GTP 結合型)をリクルートし、Cyt
b558 を活性化し活性酸素を発生する。本研究では活性酸素発生に
必須な要素の一つである p67 TPR と Rac の相互作用を明らかに
することを目的とした。p67 TPR と Rac の相互作用については
すでに結晶構造が報告されているが、相互作用面積が小さいこ
と、pH 10 の条件で結晶化していることなど、溶液状態で複合
体の構造を検討することが必要と考えられた。TPR(1-203)およ
び Rac を大腸菌を用いて発現したところ、それぞれ良好な発現
を確認した。Rac は活性化アナログを用い、GTPγS を用いて活
性化体を調製した。TPR については pH 7.2 において NMR 法を
用いて溶液構造を決定し、結晶構造とよい対応を示してしてい
ることを確認した。そこで、メチルシグナルを用い、交差飽和
法により Rac との相互作用界面を同定した。相互作用面に直接
含まれる可能性の高いメチル基を測定対象とし、Rac のプロト
ンよりメチルシグナルへの交差飽和を観測することとした。Ile,
Val, Leu のメチル基のプロトンのみを残した 13C/15N/2H 安定同
位体ラベル TPR(1-203)を調製した。一方 Rac は 1H 体を用い、
Rac のプロトンシグナルの照射による TPR のメチルプロトンへ
の磁化の飽和移動を調べた。Rac からの磁化の飽和移動はβヘア
ピン上の Ile111, Leu 112 に顕著であり、βヘアピン近傍のメチ
ル基についても飽和移動が観測された。これより、Rac は結晶

図 2 観測した交差飽和と交差飽和に

構造解解析の結果と同様に、βヘアピン上に結合していることが

より同定した TPR/Rac 複合体の構造
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明らかになった。
③膜タンパク質 Nox5 全長発現と細胞質カルシニューリン様ドメインの発現系の作製と構造解析
Nox5 は他の Nox ファミリーに比較して、細胞質因子を活性化に必要としない点が特徴であり、活性
化は N 末端細胞質領域のカルシニューリン様ドメインにカルシウムが結合することを契機として起こ
る。メリチンが Nox5 の活性酸素発生を阻害することが報告されているが、Nox5 の C 末側細胞質領域
にメリチン様の配列が存在することを我々は見出した。したがって活性化の機構として、カルシニュー
リン様ドメインがカルシウム結合によりコンフォーメーション変化を誘起し、メリチン様配列と結合す
ることにより FAD, NADPH 結合ドメインが活性酸素の発生に有利な配向を取る可能性が考えられる。
我々は Nox5 のカルシニューリン様ドメインに対応する数種のコンストラクトを作製し、比較的溶解性
の高いコンストラクトとして Nox5(1-170)を同定した。このコンストラクトについて各種多次元 NMR
を測定し、帰属を進めるとともに 13C, 15N edited NOESY を測定し、CYANA により apo 体の構造を決
定し、カルシニューリン様の構造を
とることを明らかにした。Ca 結合
状態では、Nox5(1-170)は疎水面を
露出し沈殿するが、メリチン存在下
では沈殿を生じず、大きなシフトが
観測された。Ca 存在下では Nox5
に 構 造 変 化 が 誘 起 さ れ 、
FAD,NADPH 結合ドメインのルー
プに存在するメリチン様配列と相
図 3 Nox5(1-170)apo 体の NMR 構造

互作用することが活性酸素発生の活
性化機構と考えられた。

Nox5 全長の発現を pichia を用いて検討した。発現量を高める膜タンパク質 mistic を N 末に融合して
Nox5 全長の全長の発現を試みたが、現在のところ発現は確認できていない。

④p47phox の構造解析と自己阻害機構の解析
解析 D2「SAIL 法によるタンパク質構造解析技術の多様化」との共同のもとに、大腸菌生細胞に
て高収量（培地 1L あたり最終精製タンパク質 20mg）でタンパク質発現を行うコンストラクト
Histag-GB1-p47(1-340)を SAIL タンパク質調製用無細胞発現ベクターpIVEX2.3d に組み込んだ。本
発現ベクターを用いてセルフリータンパク質合成をおこなったが、目的タンパク質の合成は確認で
きなかった。このため、SAIL 法を用いた蛋白質ラベルは中断した。しかし、2H/15N/13C ラベル体を
調製することにより、p47(1-340)の帰属を行なうことができた。SAIL ラベル体の調製を行わなくとも
PX ドメインによる活性制御機構を解析するめどが立った。
NADPH オキシダーゼの活性化状態において、p47phox PX ドメインは細胞膜に含まれる PI(3,4)P2 と結
合しており、p47phox の膜局在を制御している。一方，休止状態では、p47phox が膜移行しないよう PX ド
メインが負に調節されている必要がある。そのため、PX ドメインと p47phox に含まれる他の領域と分子
内相互作用があると考えられている。しかし，p47phox 全長の立体構造が解析されていないため、p47phox
PX ドメインの自己阻害機構はいまだにあきらかになっていない。本年度は，PX ドメインと SH3 ドメ
イン間のリンカー領域に着目し、この領域にアミノ酸変異を導入した場合に p47phox の分子形状がどのよ
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うに変化するかを X 線小角散乱法（SAXS）により調べた。p47phox のリンカー領域（144-159）に対して
アミノ酸変異を導入した，D151G/I152G/T153G 変異体（p47phox3G）および 152ITGPIILQ159 を GGGGSGSS
に置換した変異体（p47phox8G）を作成した。p47phox(1-340)の野生型，p47phox3G および p47phox8G の SAXS
を測定し、ギニエプロットから慣性半径 Rg を求めたところ、野生型では 24.8 Å，p47phox3G では 25.0 Å
であったのに対して、p47phox8G では 28.5 Å と，やや大きな Rg を与えた。さらに、距離分布関数を解析
したところ、野生型と p47phox3G では単一ドメイン様のプロファイルであったのに対して、p47phox8G で
は独立した 2 ドメイン様のプロファイルを示した。このことは、p47phox8G では PX ドメインと他の領
域とのあいだの相互作用が解除され、PX ドメインが自由に運動できることを示している。PX ドメイン
と SH3 ドメイン間のリンカー領域のうちの 155PIILQ159 が PX ドメインの自己阻害に関与していることが
わかった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

1件

PDB 登録の有無にかかわらず構

3件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
神経細胞死に関与する活性酸素発生源の構造生物学的解明と題し、好中球活性酸素発生系 Nox ファミ
リータンパク質の活性制御機構について、構造面から研究した。膜タンパク質 Nox5 を対象として発現
を試みたが、膜各分を得ることはできなかった。しかし、活性酸素発生には細胞質部分の FAD/NADPH
の相対配置が重要なことを示した。細胞質部分特に NADPH 結合ドメインと Nox5 の細胞質部分の活性
制御ドメインであるカルシニューリン様ドメインについて構造を明らかにし、活性制御機構を明らかに
することができた。また、p47PX ドメインによる p47 の活性化機構についてもほぼ解明できる見通し
がついた。膜タンパク質としての発現を除けば、当初の計画に沿って研究は進捗していると考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
生化学実験と構造研究を組み合わせて研究を進めている。NADPH 結合ドメインの構造を決定した後、
機能解析を九大グループで行ない、NADPH 結合周りの残基の変異が活性酸素発生に重大な欠陥を生じ
る事を見出した。その他、Nox5 CaM 様ドメイン, PX の機能解析についても変異実験により構造情報を
確認している。また、九大グループと協力し、X 線小角散乱より Nox2 の細胞質因子 p47、p67、p40 の
複合体の全体構造に関する知見を得た。このように、構造と機能研究は密接な連携を持って進めている。
９．他の課題との情報共有・連携
課題 D「SAIL 法によるタンパク質構造解析技術の多様化」との情報共有連携を進めた。SAIL 蛋白質を
無細胞系で生産するためのベクトルの供与を受け、p47 全長の調製を進めた。しかし、生産量の問題も
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あり、SAIL 蛋白質の調製は行えなかった。22 年以降は稲垣が中核機関となっている｢オートファジーに
必須なタンパク質群の構造的基盤｣に課題 D が加わった。現在、無細胞系による SAIL タンパク質の調
製ではなく大腸菌を用い、SAIL アミノ酸を用いたアミノ酸特異的ラベルを甲斐荘博士と連携して進め
ている。
１０．人材育成
研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識の先鋭化を図った。
構造生物学的な研究手法の習得については、学部生、院生への教育訓練を行なった。プロジェクトの期
間を通して多くの人材が育った。院生、ポスドクの中から、国立大学の助教に採用されたものが 2 名、
公益法人の研究所の研究員 2 名、大手製薬会社の研究員 5 名、海外学振ポスドク 1 名（予定 1 名）、他
大学の博士課程進学 2 名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育成
の観点からも成功したプロジェクトといえる。
１１．終了までの具体的な見通し
膜タンパク質 Nox ファミリータンパク質全長の発現には至っていないが、細胞質ドメインの構造解析よ
り、Nox ファミリータンパク質の活性酸素発生機構に関し重要なな構造情報を提供することができた。
これより、Nox ファミリーの活性酸素発生の制御機構について明らかにすることができたと考えてい
る。ほぼ、計画当初の目的は果たしたと考えている。
また、また、当プロジェクトの一環として開発した nanodisc は PI 結合タンパク質の assay 系として、PIP
strip, Liposome assay に比較して特異性が高い。P47phoxPX ドメインと PI との相互作用解析を行うととも
に、多くの研究者より共同研究の申し出を受け、nanodisc の提供を行っている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
Nanodisc の開発により PI とエフェクタータンパク質との相互作用を研究する手法を開発することがで
きた。今後 PI 相互作用研究に活用されると期待される。実際多くの研究者に PI 含有 nanodisc を提供し
ている。当プロジェクトで NMR 解析に使用した Olivia は当研究室で開発したものであるが、Agilent 社
(米国)よりライセンス供与の依頼を受けている。今後 Agilent 社 NMR 装置のバンドルソフトとしていく
とのことである。我が国発のソフトとしては画期的なことである。
１３．特記事項
特になし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

2,386

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

1,234

人件費（千円）

10,179

5,161

1,289

2,452

旅費（千円）

業務実施費（千円）

5,206

7,147

9,480

6,471

その他（千円）

1,826

間接経費（千円）

4,615

3,692

3,231

2,677

間接経費（千円）

1,777

15,992

合計（千円）

20,000

16,000

14,000

11,600

合計（千円）

7,700

69,300
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
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

機

関

名

東京大学

代 表 研 究 者 名

富田

泰輔

１．課題開始時における達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役割を果た
す Aβペプチドの産生を担うプロテアーゼであり、その特異的阻害
剤は根本的治療薬として最も有望視されている。またγセクレター
ゼは脂質二重膜内の疎水性環境でタンパク分解を行うという特異
な性質に加え、発生・分化過程や、発がんに関わる Notch 受容体の
活性化を担う生理的機能の故に、大きな注目を集めている。しかし
γセクレターゼは４つ以上のサブユニットから構成され、巨大な膜タンパク複合体を分子的実体とする
という特異な性質から、その構造学的解析には多大な技術的困難が立ちはだかっている。本研究では１）
γセクレターゼの部分構造の X 線結晶解析による解明、２）全体構造の単粒子解析・X 線結晶構造解析
による解明、３）活性を制御する低分子化合物及び機能抗体の創出、４）低分子化合物・機能抗体を用
いたγセクレターゼの構造活性相関の解明、を４つの柱項目として研究を遂行する。これらの成果を結
集し、γセクレターゼ作動の分子基盤を明らかにし、その活性制御に基づくアルツハイマー病治療法を
創出することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析としては、ニカストリン活性阻害抗体 A5226A の Fab フラグメントの X 線結晶構造解析、エ
ピトープマッピングをアミノ酸残基レベルで決定した。また、ニカストリン細胞外領域の構造決定に最
適な組み換えタンパク質のデザインを行い、すでに大量発現実験の段階にある。また、γセクレターゼ
全複合体の大まかな構造を決定するために、クライオ電子顕微鏡を利用した精製複合体の単粒子構造解
析を行った。また、γセクレターゼと相同な活性中心をもつ SPP の単粒子構造解析に成功した。大腸菌
無細胞合成系により、Pen-2 やプロテアーゼ活性を持つ野生型プレセニリンおよび SPP の大量発現と精
製に成功した。機能解析として、低分子化合物・機能抗体等を迅速かつ簡便に選別するスクリーニング
法を創出、オリジナルのアルツハイマー病モデルマウスを確立した。新規ニカストリン活性抑制化合物、
新規γセクレターゼ活性中和抗体、基質特異的な新規γセクレターゼ阻害剤の作出、γセクレターゼ阻
害剤のラショナルデザインに成功した。プレセニリンの中に活性制御に関わる新規ドメインが存在する
ことを明らかにした。構成因子を必要とせずに活性を発揮する、スーパープレセニリンの作成を行った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
ニカストリン細胞外領域フラグメント（NctED）の構造解析
NctED は糖鎖含量が 40％にも達する極めて結晶化の困難なターゲットである。これまでに 16 カ所の
うち 13 カ所の糖鎖部位を除去することに成功した。しかし結晶化には不適であった。これに対し、糖
鎖変異を 8 カ所にとどめた変異体ではタンパク質の性状に影響を与えないことが明らかとなり、このタ
ンパク質を用いた単体、もしくは抗体の Fab フラグメント複合体の結晶化が進行中である。さらにニカ
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ストリン活性阻害抗体について、これら抗体がマウスニカスト
リンには反応しないことを利用し、ELISA によるエピトープマッ
ピングを行った。その結果、A5226A については Arg391 が、A5201A
については Glu375 と Ala410 とが最も重要な認識部位のコアを
なすことがわかった（Hayashi et al., Oncogene 2011）。γセクレタ
ーゼ中和抗体 A5226A の Fab フラグメントを単体で結晶化し、
1.32Å という高分解能で構造解析に成功した。得られた構造か
ら、ニカストリンの活性部位のミラーイメージとなる構造が明らかとなった。またプロテアーゼ限定分
解を用いた表面露出残基の特定により、二ヵ所のフレキシブルループを同定した。このループはディス
オーダー領域として結晶化の障害になっている可能性が高い。そこでこれらの２カ所を欠失した変異体
を作成して発現を調べたところ、良好な発現を示し、しかもモノクローナル抗体で認識されることから
正しいフォールドをしていることが予想され、この欠失変異体の大量精製を現在進めている。
γセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの単粒子構造解析
バキュロウイルス・Sf9 細胞発現系により大量生産、精製した γ セクレターゼ複合体をクライオ電子
顕微鏡により撮影した。現在、クライオ画像から集中的に単粒子解析を行っている。現段階の問題とし
て点分子ごとの構造のばらつきが、３次元計算上の重なりの不一致として現れたことであるが挙げられ
る。この結果は分子の動的側面を表し、上記の結晶化におけるデータや、機能解析でのデータと良く一
致する。しかし、この分子集団には Major な構造が存在することを突き止めた。そのために、研究機関
間で綿密に連携を取りながら、主構造を反映している粒子だけに画像の絞込みを進め、３次元構造再構
築を行っている。さらにγセクレターゼと相同の活性中心を持つシグナルペプチドペプチダーゼ（SPP）
の構造解明に成功した（Miyashita et al., JBC 2011）。
大腸菌無細胞合成系によるγセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの発現と精製
活性中心サブユニットプレセニリンの機能構造相関の理解を目指し、技術開発 C 課題「生産」領域と
の連携により、大腸菌無細胞合成系で複数のターゲットタンパクの発現及び精製系の構築を行った。そ
の結果、ヒト Pen-2、ショウジョウバエ SPP については良好な収量が得られた。Pen-2 については NMR
解析に供したが、シグナルの分離度がすぐれず、構造情報の取得には至らなかった。一方、SPP はプロ
テアーゼ活性を保持していることが明らかとなったため、結晶化に向けて合成及び精製の条件検討を進
めた。また本系において大量生産した野生型プレセニリンが活性中心構造を持ち、蛍光ペプチド基質を
切断したことから、可溶化された状態ではプレセニリン単独でプロテアーゼ活性を発揮しうると考えら
れ、本手法で合成した野生型プレセニリンも構造解析対象として検討をすすめることとした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ活性制御技術の開発
オリジナル in house 化合物ライブラリーや、技術開発 C 課題
「制御」領域と連携し、ニカストリンに対する阻害活性をもつ
可能性のある化合物をスクリーニングし、最終的に 3 化合物を
選択し、これらの化合物がニカストリンの構造を不安定化して
基質の結合を特異的に抑制することを見出した。本化合物は世
界で初めてニカストリンを標的分子とする阻害剤である。また核内受容体リガンドライブラリーより、
Notch シグナルを抑制しない新規γセクレターゼ阻害剤を同定した（Kurosumi et al., BMCL 2009）
。βア
ミノ酸を用いたフォルダマーデザインにより、ヘリックス構造を固定したβペプチドによるγセクレタ
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ーゼ阻害剤のラショナルデザインに成功した（Imamura et al., JACS 2009）。側鎖を変化させることで、
サブ nM オーダーの阻害能を持つβペプチドを見出した。γセクレターゼ活性を制御する APP 内部配
列の同定に成功し、その配列情報を元に作成したβペプチドがγセクレターゼ阻害能を持つことを明ら
かにした（投稿準備中）
。A5226A が in vivo においてもγセクレターゼ活性抑制能を持つことを明らか
にし（Hayashi et al., Oncogene 2011）、その単鎖抗体化と解析を進めた。小胞体局在型ニカストリン特異
的抗体 A5201A については単鎖抗体の発現機能解析を行い、γセクレターゼ活性阻害能を有しているこ
とを見出した（Hayashi et al., JBC 2007）。プレセニリンの第一ループに対する領域に対するモノクロ
ーナル抗体がγセクレターゼ活性を抑制する中和抗体として作動することを見出した。そのメカニズム
として、第１膜貫通領域のピストン運動を抑制するためであることを明らかにした（特許申請準備中）
。
γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出
γセクレターゼ切断活性、ニカストリン活性のスクリーニング法を確立した。オリジナルのアルツハ
イマー病モデルマウスを確立した（Yamada et al., J Neurosci 2009）。技術開発 D 課題「生産」領域と連携
し、γセクレターゼアッセイに用いるリコンビナント基質の簡便かつ高純度な精製法を確立した。
γセクレターゼ切断機構を再構成しうる活性型部分タンパクの同定と解析
Notch シグナルを抑制しないスルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤やγセクレターゼモジュレータ
ーの低分子プローブ化、新規リンカーの開発に成功した（Yokoshima et al., BMCL 2009）。これらの光親
和性標識プローブを利用し、γセクレターゼモジュレーターの結合部位が第１膜貫通領域に、スルホン
アミド型γセクレターゼ阻害剤が第６ループ領域に作用することを明らかにした。一方、プレセニリン
の第１ループ領域には、基質との結合に重要なショートヘリックスが存在することを示した。他の構成
因子を必要とせずにプロテアーゼ活性を発揮するプレセニリンの開発を目指し、各種変異体の解析を行
い、N204A/F411Y/S438P 三重変異型プレセニリンをスーパープレセニリンとして同定した。
３．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

3件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

27 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

16 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 9 件）

７．当初計画に対する達成度
ニカストリン細胞外領域の X 線結晶構造解析についてはその極めて高い糖鎖含量およびフレキシブ
ルなループの存在の故、未だ良好な結晶が得られていないが、すでに大部分の糖鎖除去に成功し、ディ
スオーダー領域予測によって結晶化に最適なコンストラクトにまでたどり着いている。また抗ニカスト
リン活性中和抗体に関しては高分解能の立体構造決定に成功し、またそのエピトープについてはアミノ
酸残基レベルで同定した。すなわちニカストリン細胞外領域の構造決定が成功すればそれを活性発現メ
カニズムの解明に結びつけるための情報はすでに蓄積している。
また全体構造解析については、すでに大量の粒子像をクライオ電子顕微鏡観察により得て、粒子の拾
い上げに成功している。これまでは、分子のダイナミズムゆえの構造のばらつきが、３次元計算上の重
なりの不一致として現れ３次元構造計算の障害となっていた。しかし、研究機関間で綿密に連携を取り
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ながら、既に構造における Majority が存在することを突き止めており、majority を反映している粒子だ
けに画像の絞込みを進め、３次元構造再構築を進めている。また、活性サブユニット構造 SPP の解析を
終え、フルサブユニット構造への fitting 準備はできている。
一方、活性制御法の開発に関しては、in silico screening を併用し世界的にも全く新規の新規ニカスト
リン活性阻害化合物や、基質特異的な阻害剤の同定に至った。また新たにプレセニリン第１ループに対
する活性中和抗体を取得し、メガファーマとは異なるオリジナリティの高い活性制御法を確立できた。
スクリーニングシステムの確立も順調に進められ、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスの作出に
も成功した。同時にこれら分子プローブや中和抗体の解析過程で、プレセニリンやニカストリン内部に
存在するγセクレターゼ活性制御領域の同定にも成功し、新たな構造解析目標を見出した。
当初の計画よりやや構造解析が遅れてはいるが、機能制御の成果から様々な情報が得られており、構
造を理解するべき重要な領域は絞られてきた。特に抗ニカストリン中和抗体 A5226A のエピトープマッ
ピングや、リコンビナントプレセニリンが単独でプロテアーゼ活性を示したことの発見は構造解析対象
としての意義を考える上でも大きい。最終的にはγセクレターゼの作動機序の理解とその活性制御法の
開発が予定通り達成可能と考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うように
している。また共同実験を行うにあたり人員を適宜派遣している。特に機能解析グループにおいて低分
子化合物や阻害抗体等で新知見や新しい試料が得られた場合には各構造解析グループに提供している。
９．他の課題との情報共有・連携
γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体については技術開発 D 課題「生産」領域の分担
研究者である浜窪隆雄教授との共同研究により開発された。技術開発 C 課題「制御」領域（代表研究者：
長野哲雄）と共同研究により、in silico screening およびフォーカストライブラリーによりニカストリン
活性を抑制する化合物の同定に成功した。技術開発 C 課題「生産」領域（代表研究者：横山茂之）と共
同研究により、無細胞合成系・リポソーム再構成系によるタンパク質生産とその構造解析などを進めて
いる。技術開発 D 課題「生産」領域（代表研究者：高木淳一）において開発された各種新規タグシステ
ムを随時導入し、スクリーニングに用いられる人工基質の大量生産に成功した。医薬 B3 の青木淳賢教
授ラットモノクローナル抗体について指導を仰ぎ、新規活性中和抗体の作出に成功した。医薬 B2 の分
担研究者である宮地弘幸教授により作出されたリガンドライブラリーを用いて基質特異性を持つ新規
γセクレターゼ阻害剤の創成に成功した。医薬 A5 の北潔教授のグループに。膜タンパク高発現に適し
た原虫発現系について協力・指導を仰いでいる。適宜情報 PF に研究成果を登録している。
１０．人材育成
研究教育については、本プログラムに関連する研究室スタッフにより直接行われている。随時ディス
カッションを行い、テーマに関連した勉強会を定期的に開催するなど工夫を凝らして進めている。うち
2 名の大学院生は東京大学総長賞を受賞している。なお本プログラムにより雇用したポスドクは、米国
留学（桑原知樹）が 1 名、また名古屋大学特任助教（高鳥翔）、理研研究員（長江雅倫）の採用が内定
し、本研究に関連した大学院後期（博士）課程進学者は、米国留学 3 名、ドイツ留学 1 名（予定）、国
内大学助教 1 名、国内ポスドク 3 名（うち 1 名予定）、国内製薬企業 1 名という進路になっている。
１１．終了までの具体的な見通し
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糖鎖付加部位の大部分を除去した低糖鎖型ニカストリン変異体に加え、ディスオーダー領域の予測に
よって結晶化障害部位と予想されるループを欠失した変異体の作成にも成功し、これらは複数の組み合
わせですでに安定高発現細胞株の樹立に成功している。のこる研究期間でこれらの大量生成と結晶化、
そして構造解析に最大のエフォートを投入する。生産及びパイプラインはすでに確立しているので、期
間内の目的達成は十分可能であると考える。既にクライオ電顕法により得られたγセクレターゼ複合体
の粒子像から、その構造には柔軟性が存在するものの、Majority が存在することを突き止めている。
majority を反映している粒子だけに画像の絞込み、高分解能で３次元再構築することに全力をあげる。
選別の方法論はすでに確立しているので、期間内での目標達成は十分に可能と考える。プレセニリンに
ついては化合物プローブ結合領域（第１膜貫通領域、第１ループ、第６ループ）を部分タンパクとして
無細胞合成・リポソーム再構成系により大量生産を行ない、化合物や中和抗体との結合様式について結
晶構造解析により解明する。得られた新規化合物について、誘導体化により各種阻害剤・モジュレータ
ーの構造活性相関を明らかとすると同時に分子プローブ化を行う。これまでに得られた分子プローブの
解析については、各製薬企業（国内４社、グローバル３社）と共同研究、委託研究もしくは情報交換を
行い、各社で開発された化合物の作動機序解明に関わっている。活性中和抗体についても分子プローブ
化を行うと同時に人工分子進化法により更に強い阻害能をもつ抗体の作出を目指す。近年報告されたモ
ノクローナル抗体の中枢系へのデリバリー（Yu et al., Sci Transl Med 2011）について、当該 Genentech の
グループと今夏にミーティングを行う予定になっている。阻害能が得られた化合物については、構造解
析に供するほか、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスを用いた in vivo 試験を行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼ中和能をもつ、新規抗プレセニリン第１ループ抗体に関しては特許申請を目指し、東
京大学 TLO と連絡、ディスカッション済みである。
１３．特記事項
米国の「メトライフ医学研究賞」の受賞者に、分担研究者の岩坪威が選ばれた（2009 年 2 月 18 日）。
藤間達哉（福山 G）、高木穏香（富田 G）が平成 18、20 年度東京大学総長賞を受賞した。分担研究者の
福山透が紫綬褒章を受賞した（2009 年 11 月 3 日）。Henry Wisniewski Lifetime Achievement Award を分担
研究者の岩坪威が受賞した（2010 年 7 月 9 日）
。アルツハイマー病の創薬研究に関連して、代表研究者
の富田の解説記事が新聞に掲載された（2010 年 10 月 8 日）。第 29 回日本認知症学会において、代表研
究者の富田が学会奨励賞（基礎部門賞）を受賞した（2010 年 11 月 6 日）。分担研究者の佐藤は、産総研
理事長賞を受賞した（2011 年 4 月 11 日）。
１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

10416

8442

3386

1051

0

0

0

0

4932

2455

4769

10880

旅費（千円）

195

業務実施費（千円）

35422

36795

34921

22453

その他（千円）

638

間接経費（千円）

15230

14308

12924

10316

間接経費（千円）

合計（千円）

66000

62000

56000

44700

合計（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）
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２３年度
物品費（千円）

18149

人件費・謝金（千円）

12711

計

9507

62285

41200

269900
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／機関の課題名

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 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

富田

泰輔

１．課題開始時における各機関の達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的
な役割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロテアー
ゼであり、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も
有望視されている。またγセクレターゼは脂質二重膜内
の疎水性環境でタンパク分解を行うという特異な性質
に加え、発生・分化過程や、発がんに関わる Notch 受容
体の活性化を担う生理的機能の故に、大きな注目を集め
ている。しかしγセクレターゼは４つ以上のサブユニッ
トから構成され、巨大な膜タンパク複合体を分子的実体とするという特異な性質から、その構造学的解
析には多大な技術的困難が立ちはだかっている。本研究では１）γセクレターゼの部分構造の X 線結晶
解析による解明、２）全体構造の単粒子解析・X 線結晶構造解析による解明、３）活性を制御する低分
子化合物及び機能抗体の創出、４）低分子化合物・機能抗体を用いたγセクレターゼの構造活性相関の
解明、を４つの柱項目として研究を遂行する。これらの成果を結集し、γセクレターゼ作動の分子基盤
を明らかにし、その活性制御に基づくアルツハイマー病治療法を創出することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析に関する研究成果
バキュロウイルス・Sf9 細胞発現系を用い、活性型γセクレターゼ複合体、シグナルペプチドペプチ
ダーゼの大量生産・再構成に成功した。ともにネガティブ染色法による電子顕微鏡観察に供与した。理
化学研究所横山茂之らとの共同研究により、大腸菌無細胞合成系を用い、リポソーム上に再構成された
γセクレターゼ複合体、シグナルペプチドペプチダーゼなどの大量発現と精製に成功した。
機能解析に関する研究成果
低分子化合物・機能抗体等を迅速かつ簡便に選別するスクリーニング法を創出した。オリジナルのア
ルツハイマー病モデルマウスを確立した。新規ニカストリン活性抑制化合物の同定、新規γセクレター
ゼ活性中和抗体の創成、基質特異的な新規γセクレターゼ阻害剤の作出、フォルダマーデザインによる
γセクレターゼ阻害剤のラショナルデザインに成功した。Aβペプチド産生特異的な活性制御法を創出
した。阻害剤を基にした分子プローブによりプレセニリンの中に活性制御に関わる新規ドメインが存在
することを明らかにし、構造解析の標的とした。構成因子を必要とせずに活性を発揮する、スーパープ
レセニリンの作成を行った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
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大腸菌無細胞合成系によるγセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの発現と精製
活性中心サブユニットプレセニリンの機能構造相関の理解を目指し、技術開発 C 課題「生産」領域と
の連携により、複数のターゲットタンパク（再構成γセクレターゼ複合体、活性中心サブユニットプレ
セニリンの部分構造解析、スーパープレセニリン、活性化因子 Pen-2、相同酵素 SPP など）の発現及び
精製系の構築を行った。手法としては大腸菌無細胞合成系で、膜タンパク質合成法である界面活性剤・
脂質共存法を用いて合成した。その結果、ヒト Pen-2、ショウジョウバエ SPP については良好な収量が
得られた。Pen-2 については NMR 解析に供したが、シグナルの分離度がすぐれないため、構造情報の
取得には至らなかった。引き続き各種界面活性剤の利用などの工夫を行なっている。一方、特に SPP は
プロテアーゼ活性を保持していることが明らかとなったため、結晶化に向けて合成及び精製の条件検討
を進めた。また本系において大量生産した野生型プレセニリンが活性中心構造を持つことがケミカルバ
イオロジー手法により明らかとなった。この野生型プレセニリンタンパクは数アミノ酸からなる蛍光ペ
プチド基質を切断したことから、可溶化された状態ではプレセニリン単独でプロテアーゼ活性を発揮し
うると考えられ、本手法で合成した野生型プレセニリンも構造解析対象として検討をすすめることとし
た。興味深いことに、このリコンビナントプレセニリンは本来の基質である APP 断片由来人工基質を
切断することはできず、その活性発揮様式はγセクレターゼ複合体に含まれているプレセニリンとは必
ずしも一致しないことも明らかとなった。すなわちプロテアーゼ活性そのものを発揮するプレセニリン
に加え、膜内配列を脂質二重膜で切断するために他のサブユニットが関連していることも示唆された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ活性制御技術の開発
天然物全合成過程で得られた合成中間体を収集
したオリジナル in house 化合物ライブラリーや、技
術開発 C 課題「制御」領域と連携し、ニカストリン
に対する阻害活性をもつ可能性のある化合物をス
クリーニングし、最終的に 3 化合物を新規γセクレ
ターゼモジュレーター（悪性分子種である Aβ42 の
産生を特異的に抑制する）としてさらに解析を進め
た。その結果、これらの化合物がニカストリンと基質の結合を特異的に抑制することを見出した。また
この化合物がニカストリンの構造を不安定化している可能性が示された。これまでに報告されているす
べてのγセクレターゼ阻害剤はプレセニリンを標的分子としており、本化合物は世界で初めてニカスト
リンを標的分子とする阻害剤である。また核内受容体リガンドライブラリーより、Notch シグナルを抑
制しない新規γセクレターゼ阻害剤を同定した（Kurosumi et al., BMCL 2009）。これらの新規阻害剤につ
いても阻害機構について検討を進めている。
阻害剤のラショナルデザインという観点からは、βアミノ酸を用いたフォルダマーデザインにより、
ヘリックス構造を固定したβペプチドによるγセクレターゼ阻害剤の創成に成功した（Imamura et al.,
JACS 2009）。さらに側鎖を変化させることで、βセリンを含むβペプチドがサブ nM オーダーの阻害
能を持つことを見出した。これらのβペプチドはプレセニリンの基質結合部位を標的としていることが
明らかとなっている。一方 Aβ産生特異的にγセクレターゼ活性を制御する APP 内部配列の同定に成
功し、その配列情報を元に作成したβペプチドがγセクレターゼ阻害能を持つことを明らかにした（投
稿準備中）。また抗ニカストリン中和抗体 A5226A が in vivo においてもγセクレターゼ活性抑制能を持
つことを明らかにし（Hayashi et al., Oncogene 2011）、その単鎖抗体化と解析を進めている。また小胞体
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局在型ニカストリン特異的抗体 A5201A についてはハイブリドーマより可変領域をクローニングし、哺
乳類細胞内発現単鎖抗体の機能解析を行い、強いγセクレターゼ活性阻害能を有していることを見出し
た（Hayashi et al., JBC 2007）。さらにプレセニリンの第一ループに対する領域に対するモノクローナ
ル抗体がγセクレターゼ活性を抑制する中和抗体として作動することを見出した。そのメカニズムとし
て、第１膜貫通領域のピストン運動を抑制するためであることを明らかにした。
γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出
γセクレターゼ切断活性、ニカストリン活性のスクリーニング法を確立した。オリジナルのアルツハ
イマー病モデルマウスを確立した（Yamada et al., J Neurosci 2009）。技術開発 D 課題「生産」領域と連携
し、γセクレターゼアッセイに用いるリコンビナント基質の簡便かつ高純度な精製法の確立に成功し
た。
γセクレターゼ切断機構を再構成しうる活性型部分タンパクの同定と解析
Notch シグナルを抑制しないスルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤やγセクレターゼモジュレータ
ーの低分子プローブ化を行った。同時にプローブからの標的分子抽出に有用な、新規リンカーの開発に
成功した（Yokoshima et al., BMCL 2009）。これらの光親和性標識プローブを利用し、γセクレターゼモ
ジュレーターの結合部位が第１膜貫通領域に、スルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤の作用部位が第
６ループ領域に存在することを明らかにした。一方、プレセニリンの第１ループ領域には、基質との結
合に重要なショートヘリックスが存在することを示したほか、第１膜貫通領域が切断過程において上下
方向にピストン運動を行うことを示した。
他の構成因子を必要とせずにプロテアーゼ活性を発揮するスーパープレセニリンの開発を目指し、各
種プレセニリン変異体の解析を行い、N204A 変異型プレセニリンが Pen-2 を含まずに活性を発揮する
ことを明らかにした。そこでこの変異と既にニカストリンを必要としない F411Y/S438P 二重変異体を
組み合わせた N204A/F411Y/S438P 三重変異体がニカストリンノックアウト細胞においてγセクレタ
ーゼ活性を再構成しうることを見出した。興味深いことにこの変異体は Aβ産生を回復しないものの、
Notch 切断のみを回復した。すなわち、ニカストリンは培養細胞でのγセクレターゼ複合体において A
β産生に必要である可能性が考えられた。培養細胞レベルでは Pen-2 やニカストリンを必要としない変
異体の作成に成功した。

３．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

1件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

26 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

14 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 7 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
in silico screening を併用し世界的にも全く新規の新規ニカストリン活性阻害化合物や、基質特異的な
阻害剤の同定に至った。また新たにプレセニリン第１ループに対する活性中和抗体を取得し、メガファ
ーマとは異なるオリジナリティの高い活性制御法を確立できた。スクリーニングシステムの確立も順調
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に進められ、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスの作出にも成功した。同時にこれら分子プロー
ブや中和抗体の解析過程で、プレセニリンやニカストリン内部に存在するγセクレターゼ活性制御領域
の同定にも成功し、新たな構造解析目標を見出した。
当初の計画よりやや構造解析が遅れてはいるが、機能制御の成果から様々な情報が得られており、構
造を理解するべき重要な領域（第１膜貫通領域、第 1 ループ）は絞られてきた。特に抗ニカストリン中
和抗体 A5226A のエピトープマッピングや、リコンビナントプレセニリンが単独でプロテアーゼ活性を
示したことの発見は構造解析対象としての意義を考える上でも大きい。最終的にはγセクレターゼの作
動機序の理解とその活性制御法の開発が予定通り達成可能と考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うように
している。また共同実験を行うにあたり人員を適宜派遣している。特に機能解析グループにおいて低分
子化合物や阻害抗体等で新知見や新しい試料が得られた場合には各構造解析グループに提供している。
９．他の課題との情報共有・連携
γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体については技術開発 D 課題「生産」領域の分担
研究者である浜窪隆雄教授との共同研究により開発された。技術開発 C 課題「制御」領域（代表研究者：
長野哲雄）と共同研究により、in silico screening およびフォーカストライブラリーによりニカストリン
活性を抑制する化合物の同定に成功した。技術開発 C 課題「生産」領域（代表研究者：横山茂之）と共
同研究により、無細胞合成系・リポソーム再構成系によるタンパク質生産とその構造解析などを進めて
いる。技術開発 D 課題「生産」領域（代表研究者：高木淳一）において開発された各種新規タグシステ
ムを随時導入し、スクリーニングに用いられる人工基質の大量生産に成功した。医薬 B3 の青木淳賢教
授ラットモノクローナル抗体について指導を仰ぎ、新規活性中和抗体の作出に成功した。医薬 B2 の分
担研究者である宮地弘幸教授により作出されたリガンドライブラリーを用いて基質特異性を持つ新規
γセクレターゼ阻害剤の創成に成功した。医薬 A5 の北潔教授のグループに。膜タンパク高発現に適し
た原虫発現系について協力・指導を仰いでいる。適宜情報 PF に研究成果を登録している。
１０．人材育成
研究教育については、本プログラムに関連する研究室スタッフにより直接行われている。随時ディス
カッションを行い、テーマに関連した勉強会を定期的に開催するなど工夫を凝らして進めている。うち
2 名の大学院生は東京大学総長賞を受賞している。なお本プログラムにより雇用したポスドクは、米国
留学（桑原知樹）が 1 名、また名古屋大学特任助教（高鳥翔）の採用が内定し、本研究に関連した大学
院後期（博士）課程進学者は、米国留学 3 名、ドイツ留学 1 名（予定）、国内大学助教 1 名、国内ポス
ドク 3 名（うち 1 名予定）、国内製薬企業 1 名という進路になっている。
１１．終了までの具体的な見通し
プレセニリンについては化合物プローブ結合領域（第１膜貫通領域、第１ループ、第６ループ）を部
分タンパクとして無細胞合成・リポソーム再構成系により大量生産を行ない、化合物や中和抗体との結
合様式について結晶構造解析により解明する。得られた新規化合物について、誘導体化により各種阻害
剤・モジュレーターの構造活性相関を明らかとすると同時に分子プローブ化を行う。これまでに得られ
た分子プローブの解析については、各製薬企業（国内４社、グローバル３社）と共同研究、委託研究も
しくは情報交換を行い、各社で開発された化合物の作動機序解明に関わっている。活性中和抗体につい
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ても分子プローブ化を行うと同時に人工分子進化法により更に強い阻害能をもつ抗体の作出を目指す。
近年報告されたモノクローナル抗体の中枢系へのデリバリー（Yu et al., Sci Transl Med 2011）について、
当該 Genentech のグループと今夏にミーティングを行う予定になっている。阻害能が得られた化合物に
ついては、構造解析に供し、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスを用いた in vivo 試験を行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼ中和能をもつ、新規抗プレセニリン第１ループ抗体に関しては特許申請を目指し、東
京大学 TLO と連絡、ディスカッション済みである。
１３．特記事項
米国の「メトライフ医学研究賞」の受賞者に、分担研究者の岩坪威が選ばれた（2009 年 2 月 18 日）。
藤間達哉（福山 G）、高木穏香（富田 G）が平成 18、20 年度東京大学総長賞を受賞した。分担研究者の
福山透が紫綬褒章を受賞した（2009 年 11 月 3 日）。Henry Wisniewski Lifetime Achievement Award を分担
研究者の岩坪威が受賞した（2010 年 7 月 9 日）
。アルツハイマー病の創薬研究に関連して、代表研究者
の富田の解説記事が新聞に掲載された（2010 年 10 月 8 日）。第 29 回日本認知症学会において、代表研
究者の富田が学会奨励賞（基礎部門賞）を受賞した（2010 年 11 月 6 日）。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

9345

7371

3088

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

2725

業務実施費（千円）

29117

31475

31373

20736

間接経費（千円）

11538

11654

10339

7039

合計（千円）

50000

50500

44800

30500

設備備品費（千円）
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２３年度

旅費（千円）
その他（千円）
間接経費（千円）
合計（千円）

計

14554
3460
42
175
5469

46039

23700

199500
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代表／分担機関の課題名

「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」／（ニカストリン細胞外領域の動物細胞発現と X 線結晶構造解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学／大阪大学

機関の代表研究者名

高木淳一

１．課題開始時における各機関の達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロ
テアーゼであり、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も有望視されている。またγセクレターゼ
は脂質二重膜内の疎水性環境でタンパク分解を行うとい
う特異な性質に加え、発生・分化過程や、発がんに関わ
る Notch 受容体の活性化を担う生理的機能の故に、大き
な注目を集めている。しかしγセクレターゼは４つ以上
のサブユニットから構成され、巨大な膜タンパク複合体
を分子的実体とするという特異な性質から、その構造学
的解析には多大な技術的困難が立ちはだかっている。本
課題において、当分担機関ではγセクレターゼの部分構
造の X 線結晶解析による解明を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
ニカストリン活性阻害抗体 A5226A の Fab フラグメ
ントの X 線結晶構造解析に成功し、また同抗体のエピ
トープをアミノ酸残基レベルで決定した。また、ニカ
ストリン細胞外領域の構造決定に最適な組み換えタ
ンパク質のデザインを、糖鎖のエンジニアリングとデ
ィスオーダー予測によって行い、すでに大量発現実験
の段階にある。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
ニカストリン細胞外領域フラグメント（NctED）の構造解析
NctED は糖鎖含量が 40％にも達する極めて結晶化の困難なターゲットである。これまでに mg オーダ
ーの NctED を発現・精製する方法を確立し、質量分析法による解析、糖付加配列除去変異体やグリコ
シダーゼ処理による糖鎖トリミングを行い、現在までに 16 カ所のうち 13 カ所の糖鎖部位を除去するこ
とに成功した。この変異体について安定発現細胞株を取得し、大量培養と大量精製を行った結果、極限
まで糖鎖付加を切り詰めたせいか、タンパク質の安定性・分散性に問題があることがわかり、結晶化に
は不適と判断した。これに対し、糖鎖変異を８カ所にとどめた変異体ではタンパク質の性状に影響を与
えないことを明らかにした。このタンパク質を用いた単体、もしくは抗体の Fab フラグメント複合体の
結晶化は現在も進行中である。さらに間接的に構造-機能相関に関する情報を得るために、これまでに
得ているニカストリン活性阻害抗体 A5226A および A5201A について、エピトープを決定した。方法とし
てはこれら抗体がマウスニカストリンには反応しないことを利用し、様々なヒト/マウスキメラタンパ
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ク質を作成してサンドイッチ ELISA で反応性を調べるこ
とによりおこなった（図１）。その結果、いずれの抗体
も分子の中央付近のアミノ酸残基 333-393 の領域が認識
に必須であった。さらにエピトープを絞り込むため、1
残基単位の変異体を作製して反応性を追い、A5226A につ
いては Arg391 が、A5201A については Glu375 と Ala410
とが最も重要な認識部位のコアをなすことがわかった
（Hayashi et al., Oncogene 2011）。モノクローナル抗体
A5226A はγセクレターゼ活性を阻害し、そのエピトープ
には活性制御に重要な構造が含まれていることが予想
される。この抗体の Fab フラグメントを単体で結晶化

図１

し、構造解析に成功した（図２）。1.32Å という高分解能
で得られた構造から、ニカストリンの活性部位のミラー
イメージとなる構造が明らかとなった。またこの抗体
は、抗原結合に関わる超可変部（ＣＤＲループ）内にＮ
型糖鎖が付加しているという、きわめて珍しい性質をも
っていた。
さらに違った角度からのアプローチとして、プロテ
アーゼ限定分解を用いた表面露出残基の特定も行っ
た。生成 NctED を用いたプロテアーゼ感受性試験によ

図２

って、Ser234 付近の領域、および Tyr452-Asp459 を
含む領域がともに溶媒に露出して一定の構造を取ら
ないことが予想されたが、ニカストリンと弱い相同性
のあるトランスフェリン受容体（TfR）の立体構造を
用いて作った改良ホモロジーモデル上では、これら２
つが確かに飛び出したループを形成することが示唆
された（図３）。これらフレキシブルループはディス
オーダー領域として結晶化の障害になっている可能
性が高い。そこでこれらの２カ所を欠失した変異体を
作成して発現を調べたところ、欠失変異体は良好な発
現を示し、しかもモノクローナル抗体で認識されるこ
とから正しいフォールドをしていることが予想され
る。この欠失変異体、およびその糖鎖欠失変異と組み
合わせた多重変異体の大量精製を現在進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
本分担機関では機能解析は実施していない。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件
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PDB 登録の有無にかかわらず構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ニカストリン細胞外領域の X 線結晶構造解析についてはその極めて高い糖鎖含量およびフレキシブル
なループの存在の故、未だ良好な結晶が得られていないが、すでに大部分の糖鎖除去に成功し、ディス
オーダー領域予測によって結晶化に最適なコンストラクトにまでたどり着いている。また抗ニカストリ
ン活性中和抗体に関しては高分解能の立体構造決定に成功し、またそのエピトープについてはアミノ酸
残基レベルで同定した。すなわちニカストリン細胞外領域の構造決定が成功すればそれを活性発現メカ
ニズムの解明に結びつけるための情報はすでに蓄積している。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うよう
にしている。機能解析グループにおいて実施した低分子化合物スクリーニングについては同じ化合物
セットを用いてニカストリンに対する結合試験を行い、また取得した阻害抗体、その CDR 配列情報、
およびそのエピトープ残基情報などは互いに即座に共有することで、それぞれの分担の効率的推進に
努めている。
９．他の課題との情報共有・連携
ニカストリン細胞外領域の組み換え蛋白質発現には、ターゲットタンパク技術開発課題「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」の代表者でもある高木淳一
が、開発途上の新規ペプチドタグ（Target タグ、eTEV タグなど）を組み込んだ発現ベクターを駆使し
て精製と構造解析に最適なコンストラクトをシステマティックに検討している。さらに、制御領域の東
京大学から化合物セットを供与いただき、ニカストリン細胞外領域の組み換え蛋白質に対する結合活性
スクリーニングを行った。

１０．人材育成
本課題実施を通して、雇用したポスドクはもちろん研究に参加した大学院生も代表者が直接指導し、研
究面だけでなく学会発表などの機会を与え、プレゼンテーション能力を磨くなどの教育に努めた。本課
題にかかわったポスドク１人が他機関の常勤の研究員に採用された。

１１．終了までの具体的な見通し
糖鎖付加部位の大部分を除去した低糖鎖型ニカストリン変異体に加え、ディスオーダー領域の予測に
よって結晶化障害部位と予想されるループを欠失した変異体の作成にも成功し、これらは複数の組み
合わせですでに安定高発現細胞株の樹立に成功している。のこる研究期間でこれらの大量生成と結晶
化、そして構造解析に最大のエフォートを投入する。生産及びパイプラインはすでに確立しているの
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で、期間内の目的達成は十分可能であると考える。その後、さらにニカストリン抗体やニカストリン
活性阻害化合物との共結晶によりその機能構造連関を明らかにする。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロテ
アーゼであり、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も有望視されている。現在阻害剤開発の中
心は酵素活性サブユニットであるプレセニリンにおかれているが、本研究によって基質認識サブユニ
ットであるニカストリンの構造とその作用メカニズムが明らかになれば、あらたな機序による阻害剤
開発の可能性が開け、極めて大きな医学的・社会的インパクトがある。

１３．特記事項

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

756

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

2,920

0

0

3,486

旅費（千円）

125

業務実施費（千円）

3,234

3,077

5,385

1,143

その他（千円）

914

間接経費（千円）

1,846

923

1,615

1,615

間接経費（千円）

8,400

14,399

合計（千円）

8,000

4,000

7,000

7,000

合計（千円）

36,400

62,400
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２３年度
物品費（千円）

9,270

人件費・謝金（千円）

17,691

計
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

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（γセクレターゼ複合体の機能解析と活性制御にかかわる構造研究）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人産業技術総合研究所

機関の代表研究者名

佐藤主税

１．課題開始時における各機関の達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役
割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロテアーゼであ
り、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も有望視
されている。またγセクレターゼは脂質二重膜内の疎水
性環境でタンパク分解を行うという特異な性質に加え、
発生・分化過程や、発がんに関わる Notch 受容体の活性
化を担う生理的機能の故に、大きな注目を集めている。
しかしγセクレターゼは４つ以上のサブユニットから構
成され、巨大な膜タンパク複合体を分子的実体とするという特異な性質から、その構造学的解析には多
大な技術的困難が立ちはだかっている。本研究では１）γセクレターゼの部分構造の X 線結晶解析によ
る解明、２）全体構造の単粒子解析・X 線結晶構造解析による解明、３）活性を制御する低分子化合物
及び機能抗体の創出、４）低分子化合物・機能抗体を用いたγセクレターゼの構造活性相関の解明、を
４つの柱項目として研究を遂行する。これらの成果を結集し、γセクレターゼ作動の分子基盤を明らか
にし、その活性制御に基づくアルツハイマー病治療法を創出することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析
γセクレターゼ全複合体の構造を決定するために、東京大学・大阪大学と密接に連携を取りながら、
研究を進めている。大まかな全体構造を決定するために、電子顕微鏡画像からの３次元構造決定を行っ
た。複合体全体を培養細胞で発現し、精製した後に He staeg クライオ電子顕微鏡によって複合体粒子の
投影像を撮影し、単粒子構造再構築を行っている。また、その中でのγセクレターゼのプロテアーゼ活
性を担うプレセニリンサブユニット部分構造を知るために、相同な活性中心をもつ SPP の単粒子構造解
析に成功した。大腸菌無細胞合成系により、リポソーム上に再構成された、Pen-2 やプロテアーゼ活性
を持つ野生型プレセニリンおよび SPP の大量発現と精製に成功した。ニカストリン活性阻害抗体 A5226A
の Fab フラグメントの X 線結晶構造解析に成功し、また同抗体のエピトープをアミノ酸残基レベルで決
定した。
機能解析
低分子化合物・機能抗体等を迅速かつ簡便に選別するスクリーニング法を創出した。オリジナルのア
ルツハイマー病モデルマウスを確立した。新規ニカストリン活性抑制化合物の同定、新規γセクレタ
ーゼ活性中和抗体の創成、基質特異的な新規γセクレターゼ阻害剤の作出、フォルダマーデザインに
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よるγセクレターゼ阻害剤のラショナルデザインに成功した。Aβペプチド産生特異的な活性制御法
を創出した。阻害剤を基にした分子プローブによりプレセニリンの中に活性制御に関わる新規ドメイ
ンが存在することを明らかにし、構造解析の標的とした。構成因子を必要とせずに活性を発揮する、
スーパープレセニリンの作成を行った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの単粒子構造解析
バキュロウイルス・Sf9 細胞発現系により大量生産、精製した γ セクレターゼ複合体をクライオ電子
顕微鏡により撮影した。その中から自動拾い上げプログラムを用いて、およそ 12000 枚の大量の粒子画
像が取得できた。現在、クライオ画像から集中的に単粒子解析を行っている。問題点は、以前に行なっ
た負染色からの単粒子解析では、低分解能ゆえに問題にならなかった分子ごとの構造のばらつきが、３
次元計算上の重なりの不一致として現れたことである。この結果は分子の動的側面を表し、上記の結晶
化におけるデータや、機能解析でのデータと良く一致する。しかし、この分子集団には Major な構造が
存在することを突き止めた。そのために、研究機関間で綿密に連携を取りながら、主構造を反映してい
る粒子だけに画像の絞込みを進め、３次元構造再構築を行っている。さらにγセクレターゼと相同の活
性中心を持つシグナルペプチドペプチダーゼ（SPP）が 4 量体を形成していることを明らかにし、4232
枚の負染色像を用いて単粒子解析を行って活性コア領域の構造解明に成功した。また SPP の N 末端領
域がその 4 量体化および活性に必要であることを見出した（Miyashita et al., JBC 2011）また、大阪大に
おけるニカストリン細胞外領域フラグメント（NctED）の構造と機能解析では、プロテアーゼ限定分解
を用いた表面露出残基の特定も行が行われた。Ser234 付近の領域、および Tyr452-Asp459 を含む領域は
フレキシブルループと思われ、単粒子解析の結果と良く一致する。
大腸菌無細胞合成系によるγセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの発現と精製
活性中心サブユニットプレセニリンの機能構造相関の理解を目指し、技術開発 C 課題「生産」領域と
の連携により、複数のターゲットタンパク（再構成γセクレターゼ複合体、活性中心サブユニットプ
レセニリンの部分構造解析、スーパープレセニリン、活性化因子 Pen-2、相同酵素 SPP など）の発現
及び精製系の構築を行った。手法としては大腸菌無細胞合成系で、膜タンパク質合成法である界面活
性剤・脂質共存法を用いて合成した。その結果、ヒト Pen-2、ショウジョウバエ SPP については良好
な収量が得られた。Pen-2 については NMR 解析に供したが、シグナルの分離度がすぐれないため、
構造情報の取得には至らなかった。一方、特に SPP はプロテアーゼ活性を保持していることが明らか
となったため、結晶化に向けて合成及び精製の条件検討を進めた。また本系において大量生産した野
生型プレセニリンが活性中心構造を持つことがケミカルバイオロジー手法により明らかとなった。こ
の野生型プレセニリンタンパクは数アミノ酸からなる蛍光ペプチド基質を切断したことから、可溶化
された状態ではプレセニリン単独でプロテアーゼ活性を発揮しうると考えられ、本手法で合成した野
生型プレセニリンを構造解析対象として検討をすすめることとした。しかしこのリコンビナントプレ
セニリンは本来の基質である APP 断片由来人工基質を切断することはできず、その活性発揮様式は
γセクレターゼ複合体に含まれているプレセニリンとは必ずしも一致しないことも明らかとなった。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ活性制御技術の開発
天然物全合成過程で得られた合成中間体を収集
したオリジナル in house 化合物ライブラリーや、技
術開発 C 課題「制御」領域と連携し、ニカストリン
に対する阻害活性をもつ可能性のある化合物をス
クリーニングし、最終的に 3 化合物を新規γセクレ
ターゼモジュレーター（悪性分子種である Aβ42
の産生を特異的に抑制する）としてさらに解析を進
めた。その結果、本化合物は世界で初めてニカスト
リンを標的分子とする阻害剤であることが判明し
た。また核内受容体リガンドライブラリーより、Notch シグナルを抑制しない新規γセクレターゼ阻害
剤を同定した（Kurosumi et al., BMCL 2009）。
阻害剤のラショナルデザインという観点からは、βアミノ酸を用いたフォルダマーデザインにより、
ヘリックス構造を固定したβペプチドによるγセクレターゼ阻害剤の創成に成功した（Imamura et al.,
JACS 2009）。これらのβペプチドはプレセニリンの基質結合部位を標的としていることが明らかとな
っている。一方 Aβ産生特異的にγセクレターゼ活性を制御する APP 内部配列の同定に成功し、その
配列情報を元に作成したβペプチドがγセクレターゼ阻害能を持つことを明らかにした（投稿準備中）。
また抗ニカストリン中和抗体 A5226A が in vivo においてもγセクレターゼ活性抑制能を持つことを明ら
かにし（Hayashi et al., Oncogene 2011）、その単鎖抗体化と解析を進めている。また小胞体局在型ニカス
トリン特異的抗体 A5201A については、哺乳類細胞内発現単鎖抗体の機能解析を行い、強いγセクレタ
ーゼ活性阻害能を有していることを見出した（Hayashi et al., JBC 2007）。さらにプレセニリンの第一
ループに対する領域に対するモノクローナル抗体がγセクレターゼ活性を抑制する中和抗体として作
動することを見出した。そのメカニズムとして、第１膜貫通領域のピストン運動を抑制するためである
ことを明らかにした。
γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出
γセクレターゼ切断活性、ニカストリン活性のスクリーニング法を確立した。オリジナルのアルツハ
イマー病モデルマウスを確立した（Yamada et al., J Neurosci 2009）。
γセクレターゼ切断機構を再構成しうる活性型部分タンパクの同定と解析
Notch シグナルを抑制しないスルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤やγセクレターゼモジュレータ
ーの光親和性標識プローブを利用し、γセクレターゼモジュレーターの結合部位が第１膜貫通領域に、
スルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤の作用部位が第６ループ領域に存在することを明らかにした。
一方、プレセニリンの第１ループ領域には、基質との結合に重要なショートヘリックスが存在すること
を示したほか、第１膜貫通領域が切断過程において上下方向にピストン運動を行うことを示した。
他の構成因子を必要とせずにプロテアーゼ活性を発揮するスーパープレセニリン
N204A/F411Y/S438P 変異体は Aβ産生を回復しないものの、Notch 切断のみを回復した。
３．タンパク質の構造解析件数
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PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

２件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
全体構造解析については、すでに大量の粒子像をクライオ電子顕微鏡観察により得て、粒子の拾い上
げに成功している。これまでは、分子のダイナミズムゆえの構造のばらつきが、３次元計算上の重なり
の不一致として現れ３次元構造計算の障害となっていた。しかし、研究機関間で綿密に連携を取りなが
ら、既に構造における Majority が存在することを突き止めており、majority を反映している粒子だけに
画像の絞込みを進め、３次元構造再構築を進めている。また、活性サブユニット構造 SPP の解析を終え、
フルサブユニット構造への fitting 準備はできている。大阪大におけるニカストリン細胞外領域の X 線結
晶構造解析については、すでに大部分の糖鎖除去に成功し、ディスオーダー領域予測によって結晶化に
最適なコンストラクトにまでたどり着いている。
一方、活性制御法の開発に関しては、in silico screening を併用し世界的にも全く新規の新規ニカストリ
ン活性阻害化合物や、基質特異的な阻害剤の同定に至った。また新たにプレセニリン第１ループに対す
る活性中和抗体を取得し、メガファーマとは異なるオリジナリティの高い活性制御法を確立できた。ス
クリーニングシステムの確立も順調に進められ、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスの作出にも
成功した。同時にこれら分子プローブや中和抗体の解析過程で、プレセニリンやニカストリン内部に存
在するγセクレターゼ活性制御領域の同定にも成功し、新たな構造解析目標を見出した。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うよう
にしている。また共同実験を行うにあたり人員を適宜派遣している。特に機能解析グループにおいて
低分子化合物や阻害抗体等で新知見や新しい試料が得られた場合には各構造解析グループに提供し
ている。
９．他の課題との情報共有・連携
z γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体については技術開発 D 課題「生産」領域の分
担研究者である浜窪隆雄教授との共同研究により開発された。
z 技術開発 C 課題「制御」領域（代表研究者：長野哲雄）と共同研究により、in silico screening および
フォーカストライブラリーによりニカストリン活性を抑制する化合物の同定に成功した。定期的なミ
ーティングにより新たなライブラリーの作出を行っている。
z 技術開発 C 課題「生産」領域（代表研究者：横山茂之）と共同研究により、無細胞合成系・リポソ
ーム再構成系によるタンパク質生産とその構造解析などを進めている。活性測定結果をフィードバッ
クし、大腸菌無細胞合成条件や界面活性剤の選定や最適化に役立てられた。
z 技術開発 D 課題「生産」領域（代表研究者：高木淳一）において開発された各種新規タグシステム
を随時導入し、スクリーニングに用いられる人工基質の大量生産に成功した。
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z 医薬 B3 の青木淳賢教授にラットモノクローナル抗体について指導を仰ぎ、新規活性中和抗体の作出
に成功した。医薬 B2 の分担研究者である宮地弘幸教授により作出されたリガンドライブラリーを用
いて基質特異性を持つ新規γセクレターゼ阻害剤の創成に成功した。医薬 A5 の北潔教授のグループ
に。膜タンパク高発現に適した原虫発現系について協力・指導を仰いでいる。
研究の進捗状況について適宜情報 PF に研究成果を登録している。
１０．人材育成
学部生、大学院生、ポスドクに対する研究教育については、佐藤を含めた本プログラムに関連する研
究室スタッフ（岩坪教授、福山教授、高木教授、佐藤チームリーダー、横島准教授、諸橋助教）によ
り直接行われている。随時研究内容に関するディスカッション・勉強会を頻繁に行っている。
１１．終了までの具体的な見通し
構造解析
既にクライオ電顕法により得られたγセクレターゼ複合体の粒子像から、その構造には柔軟性が存在
するものの、Majority が存在することを突き止めている。majority を反映している粒子だけに画像の絞
込み、高分解能で３次元再構築することに全力をあげる。選別の方法論はすでに確立しているので、期
間内での目標達成は十分に可能と考える。大阪大では、糖鎖付加部位の大部分を除去した低糖鎖型ニカ
ストリン変異体に加え、ディスオーダー領域欠失変異体の安定高発現細胞株の樹立に成功している。
機能解析
得られた新規化合物について、誘導体化により各種阻害剤・モジュレーターの構造活性相関を明らか
とすると同時に分子プローブ化を行う。これまでに得られた分子プローブの解析については、各製薬
企業（国内４社、グローバル３社）と共同研究、委託研究もしくは情報交換を行い、各社で開発され
た化合物の作動機序解明に関わっている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼ中和能をもつ、新規抗プレセニリン第１ループ抗体に関しては特許申請を目指し、東
京大学 TLO と連絡、ディスカッション済みである。
１３．特記事項
分担研究者の佐藤は、産総研理事長賞を受賞した（2011 年 4 月 11 日）。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,071

1,071

298

295

0

0

0

0

人件費（千円）

2,012

2,455

4,769

4,669

業務実施費（千円）

3,071

2,243

471

574

間接経費（千円）

1,846

1,731

1,662

1,662

間接経費（千円）

1,269

8,170

合計（千円）

8,000

7,500

7,200

7,200

合計（千円）

5,500

35,400

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）
旅費（千円）
その他（千円）

計

675
3,381
6
169
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発

機
代

関
表

研

究

者

名

東京大学／京都工芸繊維大学、順天堂大学、理化学研究所

名

北

潔

１．課題開始時における各機関の達成目標
WHO は制圧すべき感染症の一つにトリパノソーマ症を
掲げており、その化学療法剤の開発は待望されている。こ
のような国際的な要請に基づいて、基礎研究の成果を実際
に結実させ、科学先進国としてわが国から発信したい。そ
こで本業務では我々がすでに化学療法剤の標的としての
有効性を明確にしているトリパノソーマ原虫の核酸およ
び細胞内レドックス調節パスウェイに関与する酵素群を
ターゲットとして立体構造を明らかにし、その情報に基づ
いて特異的な阻害剤の分子設計を行い、さらに候補化合物
の合成と構造活性相関を通して、実用化に向けてのリード
化合物を見出す事を目的とする。
このため、国立大学法人東京大学、国立大学法人京都工
芸繊維大学、順天堂大学および独立行政法人理化学研究所
は共同で業務を行う。国立大学法人東京大学では、立体構
造解析に供するトリパノソーマの核酸およびレドックス

図 1. 抗トリパノソーマ薬を分子設計す
るための核酸およびレドックス調節パ
スウェイの標的酵素群

調節パスウェイ酵素群の精製と結晶化を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
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（１）成果概要
図 2 に示す 5 つの酵素（ATC、DHOD、GK、QFR、TAO）について
立体構造解析を行う事ができた。この情報に基づき、アメリカト
リパノソーマ Trypanosoma cruzi が引き起こすシャーガス病の治
療薬開発の標的タンパク質 DHOD については、IC50 がマイクロモル
オーダーの化合物から出発しナノモルオーダーにまで阻害効果
を上昇させる事ができた。回虫 QFR についてはフルトラニルが QFR
を IC50=58 nM と特異的に阻害し、一方哺乳類類縁酵素 SQR に対す
る阻害活性は IC50=46 μM と低い理由について調べた結果、フルト
ラニルのイソプロピル基周辺の構造が重要である事をつきとめ、
フルトラニルよりもさらに優れた阻害剤を見出した。またアフリ
カトリパノソーマ Trypanosoma brucei が引き起すアフリカ睡眠病
の治療薬開発の標的タンパク質 TAO については、既に東大で見出
しているナノモルオーダーの阻害剤アスコフラノンと複合体構

図 2. 構造解析できた標的酵素。

造から、阻害機構を明らかにし、アフリカでの実用化をめざした阻害活性の高い薬剤を開発するための
構造生物学的基盤を確立できた。ATC および GK についてはナノモルオーダーの阻害剤をめざしてインシ
リコの薬剤設計に入った。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
本研究課題で取り上げた９種類のタンパク質のうち、これまでに図 2 に示す 5 つ（ATC、DHOD、GK、
QFR、TAO）について東京大学と京都工芸繊維大学が共同して構造解析を行い、その情報に基づいて理化
学研究所がインシリコで薬剤設計を行い、東京大学の生物機能制御化合物ライブラリー機構にある化合
物に関しては供与を依頼し、必要な化合物については東京大学（井上グループ）が合成した。その結果
得られた薬剤候補について順天堂大学と東京大学が阻害効果を酵素レベルと細胞レベルで調べ、特異的
阻害剤を探索した。また DHO と SQR については、DHO は精製法の確立が終了し結晶化条件のスクリーニ
ングを行っている。SQR については発現系を確立し現在精製法を検討中である。
ATC はナノモルオーダーの IC50 を示す阻害剤を探索している段階にある。まず、native 体、基質（ア
スパラギン酸、カルバモイルリン酸）および阻害剤 PALA（IC50=21 μM）との複合体構造を決定した。こ
れらの構造から、ATC の酵素反応機構を明らかにできた。次に、構造に基づいて理化学研究所が生物機
能制御化合物ライブラリー機構から 1031 化合物をインシリコスクリーニングで見出した。この中でマ
イクロモルオーダーの IC50 を持つ 5 化合物について複合体構造の解析を行い、T-17277 との複合体構造
を得た。また、理化学研究所と東京大学が設計・合成した 5 化合物についても複合体構造を決定した。
現時点で得られている阻害剤の IC50 は最高でも数十マイクロモルナノモルオーダーでナノモルには至
っていない。しかし、T-17277（IC50=119 μM）と PALA は隣接する部位に結合していたので、これらを
つなぎ合わせた化合物を設計できればナノモルオーダーの阻害剤になり得る可能性がある。これまでに
13 個の構造を決定し、ナノモルオーダーの IC50 を目指して阻害剤の設計、合成、複合体構造の解析を
進めている。
DHOD についてはナノモルオーダーの IC50 をもつ阻害剤を見出すことができた。今後、リード化合物
としての有効性を検証する段階にある。最初に native 体や基質、生成物との複合体構造を決定し、DHOD
の酵素反応機構を明らかにした。次に、構造に基づいてインシリコで設計（理化学研究所）、合成（東
京大学）した化合物について、京都工芸繊維大学と協力して阻害活性の測定や複合体構造の解析を行っ
た。図 2 に示すように、複合体構造から新たな阻害剤を設計・合成し、阻害活性測定と複合体構造を解
析する論理的な阻害剤設計サイクルを繰り返し、IC50 がマイクロモルオーダーの阻害剤を出発化合物と
して、ナノモルオーダーにまで阻害剤の構造を最適化することができた。さらに実用化をめざし、副作
用の観点からヒト DHOD の大腸菌での発現系を確立し、トリパノソーマの酵素と比較しつつ最適化をめ
ざした。現時点で最終的に見出した 2 種類の阻害剤の一方は T. cruzi DHOD をヒト DHOD よりも数十倍
以上、他方は 3000 倍以上強く阻害し、T. cruzi DHOD に対する特異性の高い阻害剤であることがわかっ
た。ここに至るまでに 65 種類の阻害剤が東京大学によって合成され、55 種類について複合体構造を決
定した。この結果の詳細を補足説明に述べる。

T. bruceiミトコンドリアのシアン耐性酸化酵素(TAO)は結晶化が困難な膜タンパク質であるが、膜
表在型タンパク質TAOの完全な立体構造決定に成功した。その結果、TAOと生体膜との相互作用や二量
体形成様式、TAOの構造・機能相関と阻害剤の論理的設計に必要な活性部位の構造を明らかにする事
ができた。さらに、我々が以前見出しているTAOに対する強力な特異的阻害剤アスコフラノンとの複
合体構造の解析にも着手した。以上の結果は膜結合性の2核鉄タンパク質で最初の結晶解析であり、
国際的に高く評価されている。

中でも重要な進展は補足説明で述べる様にアスコフラノンの合成誘導体であるAF2779OHとの
複合体構造を決定した点である。AF2779OHはIC50がナノモルオーダーとアスコフラノンと同等の
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IC50を持っている。しかも、培養系においてトリパノソーマの増殖を抑え、さらに感染マウスを
完治させる。この複合体構造から、アスコフラノンの構造活性相関が明らかにできた。その結
果、アスコフラノンの芳香環、リンカー、フラノン環の基本構造の中で、芳香環がその高い阻
害活性と特異性に最も重要な役割を果たしている事が明らかになった。この情報は今後実際に
アフリカで治療を行う目的でその実用化を進める観点から極めて貴重なものである。すなわち
より少ない反応ステップ数で合成可能な阻害剤の設計が可能となり、低コストでの安定供給が
期待できるからである。
GK はアスコフラノンの即効性の殺原虫効果をさらに劇的に高めるグリセロールの標的である。アスコ
フラノンで TAO を阻害した時、原虫は GK を誘導し、グリセロール-3-リン酸をグリセロールに変換する。
ここで GK は哺乳類 GK とは逆の反応を触媒している。この間に ATP が一分子生成され、効率は悪いが原
虫は生存できる。しかし最終産物であるグリセロールを加えると、この活性は阻害されトリパノソーマ
は死に至る。この阻害に必要なグリセロールの濃度は 5 mM 前後であり、現在臨床で脳浮腫の治療に用
いられている濃度ではあるが、アフリカでの実用化を考えると現実的ではない。そこで GK の特異的阻
害剤が必要となる。本研究では T. brucei グリコソームの GK（TbGK）を低濃度で特異的に阻害する薬剤
を開発する目的で、標的酵素の組換え体の精製から出発して結晶化条件のスクリーニングを行ない、リ
ガンドフリー体とグリセロールとの複合体結晶の構造解析を進めた。その結果 GK が二量体構造をとっ
ており、各モノマー中にある 2 本鎖逆平行βシートが並んでダイマー分子中央に 4 本鎖逆平行βシートを
形成して、ダイマーとなっている事を明らかにした。さらに native 体と基質との複合体構造（6 種類）
の構造解析を行った結果、活性部位とは別の場所に ADP が結合している部位があることが分かった。こ
れは、他の生物種由来の GK には無い T. brucei GK に固有のものであり、酵素反応を制御する部位であ
る可能性がある。また、東京大学は阻害剤をスクリーニングするためのアッセイ系を確立し、理化学研
究所がインシリコスクリーニングで生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーから
ピックアップした 2000 個の化合物の中から、阻害活性 IC50 が 50 マイクロモル以下のものを 92 個見出
した。
回虫QFRは低酸素環境下に生息する寄生蠕虫ミトコンドリアのフマル酸呼吸の末端酸化酵素として
機能する重要なタンパク質であり、格好の薬剤標的である。東京大学が見出したQFRにきわめて特異
的な阻害剤でナノモルオーダーの阻害効果を示すフルトラニル（IC50 QFR=58 nM、IC50 SQR=46 μM、特異
性790倍）およびその誘導体との複合体構造を回虫成虫QFRと宿主である哺乳類（ブタ）の酵素でフマ
ル酸還元の逆反応のコハク酸からユビキノンへの電子伝達するコハク酸-ユビキノン還元酵素（SQR）
について解析し、阻害剤の構造・活性相関を明らかにしてきた。その結果QFRに対する阻害活性や特
性が格段に向上したフルトラニル誘導体を見出す事ができた。その中で最も優れた阻害剤は特異性が
75,000倍（IC50

QFR

=1.2 nM、IC50

SQR

=90 μM）あり、この結果はこれまでに明らかにした構造・活性相

関に関する情報とそれらに基づく予想と完全に一致していた。民間と実用化に向けた研究に着手する
事ができた。
またトリパノソーマのミトコンドリア呼吸鎖SQRについては近縁種であるリーシュマニアの酵素の
ゲノム解析からその一次構造が極めて類似している事を確認した事から、ヒトへの感染の危険性がな
く大量培養が可能な Leishmania tarentolaeのSQRの精製を試みた。その結果、ミトコンドリア膜から
の可溶化・精製法を確立する事ができた。精製標品の生化学的解析から酵素活性の特徴はトリパノソ
ーマの酵素と極めて類似しており、12サブユニットの新奇なSQRの立体構造解析の対象として好適で
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ある事が明らかになった。
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以上の研究成果のうち、膜タンパク質である QFR および TAO について、結晶化と界面活性剤の関係に
ついて 3 つの論文発表（Acta Cryst. F64, 858-862 (2008)、Acta Cryst. Sect. F65 941-944 (2009)、
Acta Cryst. Sect. F66 275-278 (2010)）を行った。また、ATC（Acta Cryst. Sect. F65 933-936 (2009)）
と GK（Acta Cryst. Sect. F. 66 304-308 (2010)）についても結晶化を論文として報告した。
構造解析については、DHOD について（Biochemistry 47, 10881-10891 (2008)）発表した。DHOD 以
外のタンパク質については、準備中であり、特に TAO については近日中に投稿予定である。また、本研
究で見出した QFR や TAO のナノモルオーダーの阻害剤については代表機関を窓口にして企業と共同研究
中であり、特許の申請を準備中により論文発表には時間が必要であるが年内の申請をめざして明細書の
作成にとりかかっている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
それぞれの酵素の機能解析は東京大学および順天堂大学が中心となって行った。結果に関しては補足
説明の項で述べる。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

25 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

103 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数

3件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数は 2 件。代表機関が窓口
になって行っている）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題で取り上げた標的タンパク質のうち 4 つの構造解析を行い、その内の 3 つについては構造
に基づいた阻害剤の論理的設計によって出発化合物より優れた IC50（ナノモルオーダー）を示す阻害剤
を見出した。さらに、2 つについては企業と実用化に向けた共同研究に着手している。この様に「抗ト
リパノソーマ薬のリード化合物を探索し決定する」との当初の目標に対する達成度は高い。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究開始時から、全機関が年に 3 回以上、東京大学に一同に会し研究の進捗状況を報告し、忌憚の
ない意見の交換を行ってきた。さらに、月に 2 回程度 SPring-8 や PF で行う X 線回折実験には常に複数
の機関が参加し、リアルタイムで情報や意見の交換を行ってきた。また、阻害剤の設計、合成、複合体
構造の解析は、必要に応じて各機関同士で連絡を取り合って行ったが、メンバーには代表機関である東
大には全ての情報が集まるよう配慮していただいた。その他、学会やターゲットタンパク研究プログラ
ムの研究集会などの機会を利用して打ち合せを行ってきた。この様に高い頻度で直接顔を合わせた情報
交換・共有を行い、強く効率の良い連携体制を築いてきた（補足説明参照）。
９．他の課題との情報共有・連携
阻害剤候補化合物のインシリコスクリーングは理化学研究所が東京大学の生物機能制御化合物ライ
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ブラリー機構の化合物を対象に行った。本研究課題全体では 3000 個以上の化合物の提供を受けた。ま
た、阻害活性の測定についての提言や討議も行っていただいた。一方、X 線回折強度データの測定は、
ターゲットタンパク研究プログラムが確保しているビームタイムを利用して SPring-8 や PF で行った。
さらに、QFR と TAO の阻害剤については代表機関である東京大学が窓口となり民間の製薬系の企業と連
携して実用化に向けた研究を行っている。
１０．人材育成
各グループが数名の大学院生およびポスドクが関わり、グループの分担者がタンパク質の精製、結晶
化、構造解析、インシリコ設計を指導した。大学院生は全員学位を取得し、中でも東京大学のナイジェ
リアからの留学生は結晶解析に全く無経験な状態から研究を開始し、現在では完全に独立して研究可能
な結晶研究者となり、現在ポスドクとして活躍している。また東京大学の助教の志波は本研究での業績
が認められ、京都工芸繊維大学准教授に昇任した。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに述べてきたように、QFR と TAO の阻害剤は実用化に向けて代表機関である東大が窓口とな
り企業と共同研究を進めている。QFR 阻害剤については、特異的な抗線虫薬として実用化できる可能性
が高い。また、アフリカ睡眠病治療薬の標的である TAO 阻害剤は動物実験で注射による効果が確認され
ているので、複合体構造に基づいてアフリカ現地でも使用可能な経口剤にできれば、これまでの中で最
も有効な抗トリパノソーマ薬になる可能性が高い。また、DHOD の阻害剤については抗トリパノソーマ薬
に加え、他の疾患に効く可能性をもつ阻害剤も見出されてきた。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題は、抗トリパノソーマ薬の実用化に向けたリード化合物を見出すことで、neglected
tropical disease であるシャーガス病やアフリカ睡眠病を制圧するという国際的な要請に基づいて科
学先進国としてわが国から発信する、基礎研究の成果を実際に結実させる事を目的とした研究である。
TAO や DHOD について得られた成果と現在進めている TAO に関する実用化研究は我が国の国際的な評価に
つながると考える。また、QFR 阻害剤は、従来よりもはるかに少ない使用量で済む安全性の高い抗線虫
薬の開発につながると期待される。
１３．特記事項
・T. cruzi の DHOD に関して、構造情報に基づいたインシリコスクリーニングからより高い阻害効果を
示す化合物を探索し、培養系でトリパノソーマを刹滅する化合物を見出した。
・膜タンパク質である回虫 QFR の特異的阻害剤フルトラニルの選択性を 75000 倍にあげる事ができた。
・ 2 鉄膜タンパク質であるシアン耐性酸化酵素に関し、解析可能な結晶を世界に先駆けて初めて得るこ
とができ、特異的阻害剤であるアスコフラノンの作用機構も明らかになった。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

7,050

0

2,873

2,893

0

0

0

0

人件費（千円）

8,449

16,130

9,333

業務実施費（千円）

36,809

35,409

間接経費（千円）

15,692

合計（千円）

68,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

7,185

人件費・謝金（千円）

13,020

15,995

旅費（千円）

2,456

40,102

33,420

その他（千円）

8,186

15,461

15,692

15,692

間接経費（千円）

9,253

71,790

67,000

68,000

68,000

合計（千円）

40,100

311,100
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代表／分担機関の課題名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

北

潔

１．課題開始時における各機関の達成目標
WHO は制圧すべき感染症の一つにトリパノソーマ症を
掲げており、その化学療法剤の開発は待望されている。こ
のような国際的な要請に基づいて、基礎研究の成果を実際
に結実させ、科学先進国としてわが国から発信したい。そ
こで本業務では我々がすでに化学療法剤の標的としての
有効性を明確にしているトリパノソーマ原虫の核酸およ
び細胞内レドックス調節パスウェイに関与する酵素群を
ターゲットとして立体構造を明らかにし、その情報に基づ
いて特異的な阻害剤の分子設計を行い、さらに候補化合物
の合成と構造活性相関を通して、実用化に向けてのリード
化合物を見出す事を目的とする。
このため、国立大学法人東京大学、国立大学法人京都工
芸繊維大学、順天堂大学および独立行政法人理化学研究所
は共同で業務を行う。国立大学法人東京大学では、立体構
造解析に供するトリパノソーマの核酸およびレドックス

図 1. 抗トリパノソーマ薬を分子設計す
るための核酸およびレドックス調節パ
スウェイの標的酵素群

調節パスウェイ酵素群の精製と結晶化を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
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（１）成果概要
図 2 に示す 5 つの酵素（ATC、DHOD、GK、QFR、TAO）について
立体構造解析を行う事ができた。この情報に基づき、アメリカト
リパノソーマ Trypanosoma cruzi が引き起こすシャーガス病の治
療薬開発の標的タンパク質 DHOD については、IC50 がマイクロモル
オーダーの化合物から出発しナノモルオーダーにまで阻害効果
を上昇させる事ができた。回虫 QFR についてはフルトラニルが QFR
を IC50=58 nM と特異的に阻害し、一方哺乳類類縁酵素 SQR に対す
る阻害活性は IC50=46 μM と低い理由について調べた結果、フルト
ラニルのイソプロピル基周辺の構造が重要である事をつきとめ、
フルトラニルよりもさらに優れた阻害剤を見出した。またアフリ
カトリパノソーマ Trypanosoma brucei が引き起すアフリカ睡眠病
の治療薬開発の標的タンパク質 TAO については、既に東大で見出
しているナノモルオーダーの阻害剤アスコフラノンと複合体構

図 2. 構造解析できた標的酵素。

造から、阻害機構を明らかにし、アフリカでの実用化をめざした阻害活性の高い薬剤を開発するための
構造生物学的基盤を確立できた。ATC および GK についてはナノモルオーダーの阻害剤をめざしてインシ
リコの薬剤設計に入った。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
本研究課題で取り上げた９種類のタンパク質のうち、これまでに図 2 に示す 5 つについて（ATC、DHOD、
GK、QFR、TAO）構造解析を行った。この中で東京大学は京都工芸繊維大学と共同して DHOD、TAO、GK、
QFR について立体構造を決定し、その情報に基づいて特異的阻害剤を探索している。また DHO と SQR に
ついては、DHO は精製法の確立が終了し結晶化条件のスクリーニングを行っている。SQR については発
現系を確立し現在精製法を検討中である。
DHOD についてはナノモルオーダーの IC50 をもつ阻害剤を見出すことができた。今後、リード化合物
としての有効性を検証する段階にある。最初に native 体や基質、生成物との複合体構造を決定し、DHOD
の酵素反応機構を明らかにした。次に、構造に基づいてインシリコで設計（理化学研究所）、合成（東
京大学）した化合物について、京都工芸繊維大学と協力して阻害活性の測定や複合体構造の解析を行っ
た。図 2 に示すように、複合体構造から新たな阻害剤を設計・合成し、阻害活性測定と複合体構造を解
析する論理的な阻害剤設計サイクルを繰り返し、IC50 がマイクロモルオーダーの阻害剤を出発化合物と
して、ナノモルオーダーにまで阻害剤の構造を最適化することができた。さらに実用化をめざし、副作
用の観点からヒト DHOD の大腸菌での発現系を確立し、トリパノソーマの酵素と比較しつつ最適化をめ
ざした。現時点で最終的に見出した 2 種類の阻害剤の一方は T. cruzi DHOD をヒト DHOD よりも数十倍
以上、他方は 3000 倍以上強く阻害し、T. cruzi DHOD に対する特異性の高い阻害剤であることがわかっ
た。ここに至るまでに 65 種類の阻害剤が東京大学によって合成され、55 種類について複合体構造を決
定した。

T. bruceiミトコンドリアのシアン耐性酸化酵素(TAO)は結晶化が困難な膜タンパク質であるが、京
都工芸繊大学と協力し膜表在型タンパク質TAOの完全な立体構造決定に成功した。その結果、TAOと生
体膜との相互作用や二量体形成様式、TAOの構造・機能相関と阻害剤の論理的設計に必要な活性部位
の構造を明らかにする事ができた。さらに、我々が以前見出したTAOに対する強力な特異的阻害剤ア
スコフラノンとの複合体構造の解析にも着手した。以上の結果は膜結合性の2核鉄タンパク質で最初
の結晶解析であり、国際的に高く評価されている。

中でも重要な進展は図3に示す様にアスコフラノンの合成誘導体であるAF2779OHとの複合体構
造を決定した点である。
Thr219

図3

TAOによるアスコフラノン誘導体の

Hydrophobic
pocket

Glu215

Arg118

OH

認識機構の模式図。すべてのchainの共通

Leu122

な相互作用しているアミノ酸残基を示して

Ala216

いる。
Y220
Leu212
HO
Fe2

OH-

Fe1

O E123
O
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AF2779OHはIC50がナノモルオーダーとアスコフラノンと同等のIC50を持っている。しかも、培
養系においてトリパノソーマの増殖を抑え、さらに感染マウスを完治させる。この複合体構造
から、アスコフラノンの構造活性相関が明らかにできた。その結果、アスコフラノンの芳香環、
リンカー、フラノン環の基本構造の中で、芳香環がその高い阻害活性と特異性に最も重要な役
割を果たしている事が明らかになった。この情報は今後実際にアフリカで治療を行う目的でそ
の実用化を進める観点から極めて貴重なものである。すなわちより少ない反応ステップ数で合
成可能な阻害剤の設計が可能となり、低コストでの安定供給が期待できるからである。
GK はアスコフラノンの即効性の殺原虫効果をさらに劇的に高めるグリセロールの標的である。アスコ
フラノンで TAO を阻害した時、原虫は GK を誘導し、グリセロール-3-リン酸をグリセロールに変換する。
ここで GK は哺乳類 GK とは逆の反応を触媒している。この間に ATP が一分子生成され、効率は悪いが原
虫は生存できる。しかし最終産物であるグリセロールを加えると、この活性は阻害されトリパノソーマ
は死に至る。この阻害に必要なグリセロールの濃度は 5 mM 前後であり、現在臨床で脳浮腫の治療に用
いられている濃度ではあるが、アフリカでの実用化を考えると現実的ではない。そこで GK の特異的阻
害剤が必要となる。本研究では T. brucei グリコソームの GK（TbGK）を低濃度で特異的に阻害する薬剤
を開発する目的で、標的酵素の組換え体の精製から出発して結晶化条件のスクリーニングを行ない、リ
ガンドフリー体とグリセロールとの複合体結晶の構造解析を京都工芸繊維大学と協力して進めた。その
結果 GK が二量体構造をとっており、各モノマー中にある 2 本鎖逆平行βシートが並んでダイマー分子中
央に 4 本鎖逆平行βシートを形成して、ダイマーとなっている事を明らかにした。さらに native 体と基
質との複合体構造（6 種類）の構造解析を行った結果、活性部位とは別の場所に ADP が結合している部
位があることが分かった。これは、他の生物種由来の GK には無い T. brucei GK に固有のものであり、
酵素反応を制御する部位である可能性がある。また、東京大学は阻害剤をスクリーニングするためのア
ッセイ系を確立し、理化学研究所がインシリコスクリーニングで生物機能制御化合物ライブラリー機構
の化合物ライブラリーからピックアップした 2000 個の化合物の中から、阻害活性 IC50 が 50 マイクロモ
ル以下のものを 92 個見出した。

回虫QFRについては、東京大学が見出したQFRにきわめて特異的な阻害剤でナノモルオーダーの
阻害効果を示すフルトラニル（IC50

QFR

=58 nM、IC50

SQR

=46 μM、特異性790倍）およびその誘導体

との複合体構造を回虫成虫QFRと宿主である哺乳類（ブタ）の酵素でフマル酸還元の逆反応のコ
ハク酸からユビキノンへの電子伝達するコハク酸-ユビキノン還元酵素（SQR）について解析し、
阻害剤の構造・活性相関を明らかにしてきた。その結果QFRに対する阻害活性や特性が格段に向
上したフルトラニル誘導体を見出す事ができた。その中で最も優れた阻害剤は特異性が75,000
倍（IC50

QFR

=1.2 nM、IC50

SQR

=90 μM）あり、この結果はこれまでに明らかにした構造・活性相関

に関する情報とそれらに基づく予想と完全に一致していた。また京都工芸繊維大学および民間と
実用化に向けた研究に着手する事ができた。またトリパノソーマのミトコンドリア呼吸鎖SQRに
ついては近縁種であるリーシュマニアの酵素の精製を試みた。その結果、ミトコンドリア膜から
の可溶化・精製法を確立する事ができた。精製標品の生化学的解析から酵素活性の特徴はトリパ
ノソーマの酵素と極めて類似しており、12サブユニットの新奇なSQRの立体構造解析の対象とし
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て好適である事が明らかになった
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以上の研究成果のうち、膜タンパク質である QFR および TAO について、結晶化と界面活性剤の関係に
ついて 3 つの論文発表（Acta Cryst. F64, 858-862 (2008)、Acta Cryst. Sect. F65 941-944 (2009)、
Acta Cryst. Sect. F66 275-278 (2010)）を行った。また、ATC（Acta Cryst. Sect. F65 933-936 (2009)）
と GK（Acta Cryst. Sect. F. 66 304-308 (2010)）についても結晶化を論文として報告した。
構造解析については、DHOD について（Biochemistry 47, 10881-10891 (2008)）発表した。DHOD 以
外のタンパク質については、準備中であり、特に TAO については近日中に投稿予定である。また、本研
究で見出した QFR や TAO のナノモルオーダーの阻害剤については代表機関を窓口にして企業と共同研究
中であり、特許の申請を準備中により論文発表には時間が必要であるが年内の申請をめざして明細書の
作成にとりかかっている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
立体構造解析は京都工芸繊維大学と東京大学が中心となって進め、機能解析は東京大学および順
天堂大学が中心となって行った。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

25 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

103 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数

3件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数は 2 件。代表機関が窓口
になって行っている）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題で取り上げた標的タンパク質のうち 4 つの構造解析を行い、その内の 3 つについては構造
に基づいた阻害剤の論理的設計によって出発化合物より優れた IC50（ナノモルオーダー）を示す阻害剤
を見出した。さらに、2 つについては東京大学が窓口になり企業と実用化に向けた共同研究に着手して
いる。この様に「抗トリパノソーマ薬のリード化合物を探索し決定する」との当初の目標に対する達成
度は高い。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究開始時から、全機関が年に 3 回以上、東京大学に一同に会し研究の進捗状況を報告し、忌憚の
ない意見の交換を行ってきた。さらに、月に 2 回程度 SPring-8 や PF で行う X 線回折実験には常に複数
の機関が参加し、リアルタイムで情報や意見の交換を行ってきた。また、阻害剤の設計、合成、複合体
構造の解析は、必要に応じて各機関同士で連絡を取り合って行ったが、メンバーには代表機関である東
大には全ての情報が集まるよう配慮していただいた。その他、学会やターゲットタンパク研究プログラ
ムの研究集会などの機会を利用して打ち合せを行ってきた。この様に高い頻度で直接顔を合わせた情報
交換・共有を行い、強く効率の良い連携体制を築いてきた。
９．他の課題との情報共有・連携
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阻害剤候補化合物のインシリコスクリーングは理化学研究所が東京大学の生物機能制御化合物ラ
イブラリー機構の化合物を対象に行った。東京大学では 2000 個以上、本研究課題全体では 3000 個以
上の化合物の提供を受けた。また、阻害活性の測定についての提言や討議も行っていただいた。一方、
X 線回折強度データの測定は、ターゲットタンパク研究プログラムが確保しているビームタイムを利
用して SPring-8 や PF で行った。さらに、QFR と TAO の阻害剤については代表機関である東京大学が
窓口になって民間の製薬系の企業と連携して実用化に向けた研究を行っている。
１０．人材育成
東京大学では 3 名の大学院生および 2 名のポスドクが関わり、北、志波、稲岡がタンパク質の精製、
結晶化、構造解析を指導した。3 名の大学院生は全員学位を取得し、中でもナイジェリアからの留学
生は結晶解析に全く無経験な状態から研究を開始し、現在では完全に独立して研究可能な結晶研究者
となっている。また助教の志波は本研究での業績が認められ、京都工芸繊維大学准教授に昇任した。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに述べてきたように、QFR と TAO の阻害剤は実用化に向けて代表機関が企業と共同研究を
進めている。QFR 阻害剤については、特異的な抗線虫薬として実用化できる可能性が高い。また、ア
フリカ睡眠病治療薬の標的である TAO 阻害剤は動物実験で注射による効果が確認されているので、複
合体構造に基づいてアフリカ現地でも使用可能な経口剤にできれば、これまでの中で最も有効な抗ト
リパノソーマ薬になる可能性が高い。また、DHOD の阻害剤については抗トリパノソーマ薬としてでは
なく、他の疾患に効く可能性をもつ阻害剤も見出されてきた。終了までにそれらとの複合体構造の解
析を京都工芸繊維大学とともに行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題は、抗トリパノソーマ薬の実用化に向けたリード化合物を見出すことで、neglected
tropical disease であるシャーガス病やアフリカ睡眠病を制圧するという国際的な要請に基づいて科
学先進国としてわが国から発信する、基礎研究の成果を実際に結実させる事を目的とした研究である。
TAO や DHOD について得られた成果と現在進めている TAO に関する実用化研究は我が国の国際的な評価に
つながると考える。また、QFR 阻害剤は、従来よりもはるかに少ない使用量で済む安全性の高い抗線虫
薬の開発につながると期待される。
１３．特記事項
・T. cruzi の DHOD に関して、構造情報に基づいたインシリコスクリーニングからより高い阻害効果を
示す化合物を見出した。またこの中には培養系でトリパノソーマを刹滅するものも出てきた。
・膜タンパク質である回虫 QFR の特異的阻害剤フルトラニルの選択性を 75000 倍にあげる事ができた。
・2 鉄膜タンパク質であるシアン耐性酸化酵素に関し、解析可能な結晶を世界に先駆けて初めて得るこ
とができた。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

2,718

0

物品費（千円）

3,512

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

6,266
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人件費（千円）

2,250

5,376

6,025

6,266

旅費（千円）

業務実施費（千円）

10,357

8,754

6,156

8,634

その他（千円）

間接経費（千円）

3,782

4,239

4,470

4,470

間接経費（千円）

3,355

20,317

合計（千円）

16,390

18,370

19,370

19,370

合計（千円）

14,540

88,040

1,103
303

６
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代表／分担機関の課題名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発/核酸およびレドックス調節パスウェイ標的酵素群の X 線解析

代 表 ／ 分 担 機 関

京都工芸繊維大学

機関の代表研究者名

原田繁春

１．課題開始時における各機関の達成目標
すでに化学療法剤の標的としての有効性を明確にして
いるトリパノソーマ原虫の核酸および細胞内レドックス
調節パスウェイに関与する８つの酵素群（図１に示す
CPSII、ATC、DHO、DHOD、OMPDC-OPRT、GK、TAO、SQR）を
ターゲットとして立体構造と生理機能を明らかにし、その
情報に基づいて特異的な阻害剤の分子設計を行う。さらに
候補化合物の合成と構造活性相関を通して、実用化に向け
てのリード化合物を見出する事を目的とする。また、SQR
のモデルタンパク質として回虫 QFR も取り上げる。そのた
めに、京都工芸繊維大学では回虫 QFR を含む９つの酵素の
立体構造決定を行い、インシリコによる阻害剤の論理的設
計に必要な構造情報を提供する。また、さらに優れた阻害
剤へと発展させるために、設計・合成された阻害剤との複
合体構造を解析して阻害剤の構造と阻害活性の相関を明
らかにする。

図 1. 抗トリパノソーマ薬を分子設計す
るための核酸およびレドックス調節パ
スウェイの標的酵素群

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
図 2 に示す 5 つの酵素（ATC、DHOD、GK、QFR、TAO）につ
いて構造解析ができた。構造をもとに、アメリカトリパノソーマ
が引き起こすシャーガス病の治療薬開発の標的タンパク質
DHOD については、IC50 がマイクロモルオーダーの化合物から出
発してナノモルオーダーにまで改良することができた。回虫 QFR
についてはフルトラニルがなぜ QFR を特異的（IC50=58 nM）に
阻害し、哺乳類類縁酵素 SQR に対する阻害活性（IC50=46 μM）
が低いかを解明し、フルトラニルよりもさらに優れた阻害剤を見
出した。アフリカトリパノソーマが引き起すアフリカ睡眠病の治
療薬開発の標的タンパク質 TAO については、既に代表機関によ
って見出されているナノモルオーダーの阻害剤との複合体構造
から、阻害剤の構造活性相関を明らかにし、アフリカ現地でも使
いやすくより阻害活性の高い薬剤を開発するための構造生物学

図 2. 構造解析できた標的酵素。

的基盤を確立できた。一方、ATC や GK についてはナノモルオーダーの阻害剤を目指して研究を進めて
いるところである。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
本研究課題で取り上げた９種類のタンパク質のうち、これまでに図 2 に示す 5 つについて（ATC、
DHOD、GK、QFR、TAO；図 1 では赤の縁取りしてある）構造解析を行った。また、図 1 の中で下線を
引いた２つのタンパク質のうち、DHO は精製法の確立が終了し結晶化条件のスクリーニングを行って
いる。SQR については発現系の確立までが終わっている。
ATC はナノモルオーダーの IC50 を示す阻害剤を探索している段階にある。まず、native 体、基質（ア
スパラギン酸、カルバモイルリン酸）および阻害剤 PALA（IC50=21 μM）との複合体構造を決定した。
これらの構造から、ATC の酵素反応機構を明らかにできた。次に、構造に基づいて理化学研究所が生物
機能制御化合物ライブラリー機構から 1031 化合物をインシリコスクリーニングで見出した。この中で
マイクロモルオーダーの IC50 を持つ 5 化合物について複合体構造の解析を行い、T-17277 との複合体構
造を得た。また、理化学研究所と東京大学が設計・合成した 5 化合物についても複合体構造を決定した。
現時点で得られている阻害剤の IC50 は最高でも数十マイクロモルナノモルオーダーでナノモルには至
っていない。しかし、T-17277（IC50=119 μM）と PALA は隣同士の異なる部位に結合していたので、こ
れらをつなぎ合わせた化合物を設計できればナノモルオーダーの阻害剤になり得る可能性がある。これ
までに 13 個の構造を決定し、ナノモルオーダーの IC50 を目指して阻害剤の設計、合成、複合体構造の
解析を行っている。
DHOD はナノモルオーダーの IC50 をもつ阻害剤を見出すことができた。今後、リード化合物として
の有効性を検証する段階にある。最初に native 体や基質、生成物との複合体構造を決定し、DHOD の酵
素反応機構を明らかにした。次に、構造に基づいてインシリコで設計（理化学研究所）、合成（東京大
学）した化合物について、東京大学に協力して阻害活性の測定や複合体構造の解析を行った。図 2 に示
すように、複合体構造から新たな阻害剤を設計・合成し、阻害活性測定と複合体構造を解析するという
論理的な阻害剤設計サイクルを繰り返し、IC50 がマイクロモルオーダーの阻害剤を出発化合物として、
ナノモルオーダーにまで阻害剤の構造を最適化することができた。見出した 2 種類の阻害剤の一方は T.

cruzi DHOD をヒト DHOD よりも数十倍以上、他方は 3000 倍以上強く阻害し、T. cruzi DHOD に対する特
異性の高い阻害剤であることがわかった。ここに至るまでに 65 種類の阻害剤が東京大学によって合成
され、55 種類について複合体構造を決定した。
GK について、東京大学に協力して native 体と基質との複合体構造（6 種類）の構造解析が終了した。
その結果、活性部位とは別の場所に ADP が結合している部位があることが分かった。これは、他の生物
種由来の GK には無い T. brucei GK に固有のものであり、酵素反応を制御する部位である可能性がある。
また、東京大学は阻害剤をスクリーニングするためのアッセイ系を確立し、理化学研究所がインシリコ
スクリーニングで生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーからピックアップした
2000 個の化合物の中から、阻害活性 IC50 が 50 マイクロモル以下のものを 92 個見出した。
回虫 QFR については、東京大学が見出した QFR にきわめて特異的な阻害剤フルトラニル（回虫 QFR に
対する IC50=58 nM、哺乳類類縁酵素 SQR の場合は 46 μM）や東京大学が合成したフルトラニル誘導体、
市販の類似化合物について IC50 の測定と複合体構造の解析を行った。但し QFR は極めて貴重なサンプ
ルなので、構造解析は主にブタ心筋ミトコンドリア中の類縁タンパク質 SQR について
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行った。QFR について 3 つ、SQR について 16 個の複合体構造を決定し、これらの構造からフルトラニル
がなぜ QFR に対して特異的に、しかもナノモルオーダーの阻害活性を示すのか、その要因を明らかにす
ることができた。この知見に基づいて、フルトラニルよりも優れた阻害剤（QFR に対する阻害活性が 5.47
nM とフルトラニルよりも 10 倍上昇したのに対し SQR に対しては 111 μM に低下、その結果、QFR に対す
る特異性がフルトラニルの 800 倍から 20,300 倍に上昇）や、さらに優れた阻害剤（IC50(QFR)=1.2nm、
IC50(SQR)=90 μM、特異性 75,000 倍）を見出した。
TAO について、native 体と阻害剤 AF2779OH との複合体構造を決定した。AF2779OH は IC50 がナノモ
ルオーダーの阻害剤アスコフラノンの誘導体で、同等の IC50 を持っている。この複合体構造から、ア
スコフラノンの構造活性相関が明らかにできた。
以上の研究成果のうち、膜タンパク質である QFR や TAO について、結晶化と界面活性剤の関係につい
て 3 つの論文発表（Acta Cryst. F64, 858-862 (2008)、Acta Cryst. Sect. F65 941-944 (2009)、Acta
Cryst. Sect. F66 275-278 (2010)）を行った。また、ATC（Acta Cryst. Sect. F65 933-936 (2009)）と GK
（Acta Cryst. Sect. F. 66 304-308 (2010)）についても結晶化の論文を発表している。
構造解析については、DHOD について（Biochemistry 47, 10881-10891 (2008)）発表されている。DHOD
以外のタンパク質については、準備中である。また、本課題で見出した QFR や TAO のナノモルオーダー
の阻害剤については代表機関を窓口にして企業と共同研究中なので、論文発表にはもうしばらくの時間
が必要である。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
京都工芸繊維大学は複合体構造の解析を担当し、機能解析は東京大学や順天堂大学が中心になっ
て行われた。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

25 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

103 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件。代表機関が窓口に
なって行っており、京都工芸繊維大学は構造情報の提
供を行っている）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題で取り上げた標的タンパク質のうち 4 つの構造解析を行い、その内の 3 つについては構造
に基づいた阻害剤の論理的設計によって出発化合物より優れた IC50（ナノモルオーダー）を示す阻害剤
を見出した。さらに、2 つについては代表機関が窓口になって企業と実用化に向けた共同研究に着手し
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ている。従って、抗トリパノソーマ薬のリード化合物を探索し，決定する当初の目標は達成できている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究がスタートした時から、全機関が年に 3 回程度、東京大学に集まり研究の進捗状況の報告会、
意見の交換会を行った。さらに、月に 2 回程度 SPring-8 や PF で行う X 線回折実験には常に複数の機関
が参加したので、リアルタイムで情報や意見の交換を行うことができた。また、阻害剤の設計、合成、
複合体構造の解析は、必要に応じて各機関同士で連絡を取り合って行ったが、代表機関には全ての情報
が集まるよう配慮した。その他、学会等で会う機会も含めると、かなりな頻度で直接顔を合わせた情報
交換・共有ができた。
９．他の課題との情報共有・連携
阻害剤候補化合物のインシリコスクリーングは理化学研究所が生物機能制御化合物ライブラリー
機構の化合物を対象に行った。京都工芸繊維大学では 1000 個以上、本研究課題全体では 3000 個以上
の化合物の提供を受けた。また、阻害活性の測定についてのアドバイスも受けた。一方、X 線回折強
度データの測定は、ターゲットタンパク研究プログラムが確保しているビームタイムを利用して
SPring-8 や PF で行った。さらに、QFR と TAO の阻害剤については代表機関が窓口になって企業と連
携して実用化に向けた研究を行っている。
１０．人材育成
京都工芸繊維大学では 5 名の学生が関わり、原田がタンパク質の精製、結晶化、構造解析を指導し
た。また、東京大学・北研究室の 3 名のポスドクや大学院生、順天堂大学・青木研究室の研究員に対
しても同様の指導を行った。同時に北研究室や青木研究室からはタンパク質の発現、精製や活性測定
等について指導を受けた。また、課題内での報告会や放射光施設での実験にも参加させ、各学生の研
究に対するモチベーションを上げるとともに様々な知識が獲得できるよう努めた。5 名の内 1 名は学
位を取得し京都工芸繊維大学の研究員になっている。2 名は公務員や化学系会社に就職、1 名は現在
修士 2 年で就職予定、学部 4 年の 1 名は修士課程に進学の予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに述べてきたように、QFR と TAO の阻害剤は実用化に向けて代表機関が企業と共同研究
を進めている。QFR 阻害剤については、少なくとも農薬として実用化できる可能性がある。また、ア
フリカ睡眠病治療薬の標的である TAO 阻害剤は動物実験で注射による効き目が確認されているので、
複合体構造に基づいてアフリカ現地でも使いやすい飲み薬にできれば、有効な抗トリパノソーマ薬に
なる可能性が大きい。また、DHOD の阻害剤については抗トリパノソーマ薬としてではなく、他の病
気に効く可能性をもつ阻害剤も見出されてきた。終了までにそれらとの複合体構造の解析を東京大学
とともに行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題は、抗トリパノソーマ薬の実用化に向けたリード化合物を見出すことで、neglected
tropical disease であるシャーガス病やアフリカ睡眠病を制圧するという国際的な要請に基づいて科
学先進国としてわが国から発信する、基礎研究の成果を実際に結実させる事を目的とした研究である。
TAO や DHOD について得られた成果と現在進めている TAO に関する実用化研究は我が国の国際的な評価に
つながると考える。また、QFR 阻害剤は、従来よりもはるかに少ない使用量で済む安全性の高い農薬の
開発につながると言える。
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１３．特記事項
回虫 QFR、DHOD、TAO について、より優れた阻害剤への改良に成功した。このうち QFR と TAO に
ついては代表機関が実用化に向けた企業との共同研究に着手している。特に、結晶化が困難な膜表在性
タンパク質 TAO の構造解析に世界で初めて成功したことは特筆に値する。TAO はアフリカ睡眠病治療
薬の有望な標的タンパク質であり、ナノモルオーダーの阻害剤との複合体構造は、アフリカ現地で使い
やすい治療薬に改良するための足がかりと言える。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

750

0

155

2,893

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

152

0

旅費（千円）

1,021

業務実施費（千円）

15,250

17,000

16,693

14,107

その他（千円）

7,432

間接経費（千円）

4,800

5,100

5,100

5,100

間接経費（千円）

3,346

23,446

合計（千円）

20,800

22,100

22,100

22,100

合計（千円）

14,500

101,600

設備備品費（千円）
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計

2,701
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代表／分担機関の課題名

トリパノソーマのピリミジン生合成パスウェイ酵素群の生理機能

代 表 ／ 分 担 機 関

順天堂大学

機関の代表研究者名

奈良

武司

１．課題開始時における各機関の達成目標
当分担機関は、トリパノソーマ類のピリミジン合成パスウェイ酵素群の構造・機能解析のバック
ボーンとなる生物学的基盤を構築することを達成目標として定め、当初の 3 年間は、①遺伝子組換え
Trypanosoma cruzi を用いた酵素群の生理機能解析、および②細胞生物学的手法を用いた、T. cruzi におけ
る酵素の局在および相互作用の検討を中心に業務を実施した。後半 2 年間については、創薬の観点から
③ピリミジン生合成パスウェイ酵素群を阻害する化合物の、T. cruzi に対する in vitro および in vivo の薬
効評価を実施し、抗原虫効果を示す化合物の特定を達成目標とした。また③に関連して、④褐藻エゾイ
シゲに含まれ、本パスウェイ第 4 酵素ジヒドロオロト酸脱水素酵素（DHOD）を非競合的に阻害すると
ともに原虫の増殖抑制効果を示す成分の同定を目標とした。以下に当課題の研究チーム構成と各機関の
役割分担を示す。

•酵素の発現・精製
•分子間相互作用解析
•in vitro薬効判定

順天堂大学（奈良 武司）
生理機能解析
•遺伝子単離
•DNA組換え原虫作製・解析
•in vitro/in vivo薬効判定

京都工業繊維大学（原田繁春）
構造解析

相互フィードバック

生化学的解析

•酵素結晶化
•X線解析
•立体構造の構築

東京大学（井上将行）
化合物合成

構造科学的アプローチ

生物学的アプローチ

東京大学（北 潔）

理化学研究所（田仲昭子）

in silico解析
•Docking解析
•リード化合物の分子設計

•誘導体の分子設計
•化合物の合成

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
当機関は本研究課題の生物学的解析を担当し、以下の成果を得た。
①DHOD 阻害剤の抗原虫効果について検討し、T. cruzi の細胞内増殖を抑制するものを見いだした。
②ピリミジン合成パスウェイ初段３酵素の相互作用について検討し、CPS II、ATC、DHO が相互作用
を持つことを明らかにした。
③アンチセンス RNA を用いた T. cruzi のタンパク発現抑制系を新規に開発した。
④褐藻エゾイシゲに含まれる DHOD 阻害物質の単離と同定を進め、分子量 480 または 496 の、ポリ
フェノール類の一種である可能性を示唆した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
・褐藻エゾイシゲに含まれる DHOD 阻害物質の単離と同定
エゾイシゲには、DHOD 活性および原虫の感染・増殖を抑制する物質が含まれている。しかしなが
ら、DHOD 阻害物質は非常に不安定であり、構造解析の大きな障害となっている。これを克服すべく
各種保護基の導入を行ない、アセチル基、メチル基および 4-ブロモベンゾイル基を導入した誘導体の
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調製に成功した。この結果、アセチル化体においては 2 次元 NMR スペクトルを含むより詳細な測定
が可能になり、多数の四級炭素が存在すること、フェノール様の部分構造を持つことが示唆された。
また、IR スペクトルの測定によって、フェノール様部分構造の存在が示唆された。さらに、元素分析
の結果、構成元素比は炭素 52.61%、水素 3.58%および酸素 42.59％であることも明らかになり、マス
スペクトル分析の結果、分子量は 480 または 496 であると推定された。以上、阻害物質の構造は完全
には決まっていないが、未知のポリフェノールの一種である可能性が高い。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
・DHOD 阻害剤の抗原虫効果の検定
東大・北グループおよび京都工芸繊維大・原田グ
ループが明らかにした T. cruzi DHOD の X 線構造に
基づき（左図）、理研・田仲グループは in silico 予
測を行ない、オロト酸骨格を持たない候補化合物の
選定を行なった。また、東大・井上グループはオロ
ト酸の２位および 5 位に置換基を導入したオロト酸
誘導体を合成した。化合物との共結晶解析→ in
silico 分析→候補化合物の合成のサイクルを経て
選別された、56 化合物について抗原虫効果を検討
した。このうち、3 化合物は生物機能制御化合物ラ
イブラリー機構より供与され、53 化合物について
は分担機関の東京大学井上グループで合成されたオロト酸誘導体を実験に用いた。
最初に、T. cruzi の哺乳類細胞への感染および細胞内増殖に DHOD 阻害剤が与える影響について解
析した。1×105 のマウス繊維芽細胞（3T3-SWISS Albino）を 24 穴プレートを用いて 48 時間培養し
た後、1×105 の T. cruzi（Tulahuen 株）trypomastigote（感染型）を化合物存在下（100 μM）で感
染させ、72 時間培養した。染色後、細胞数をカウントした。陰性コントロールには DMSO を用い、
抗原虫薬のコントロールとしては benznidazole（10 μM）を用いた。Benznidazole 添加群では原虫
の感染が 100％阻害された。DHOD 阻
害剤添加群については、T. cruzi の感

DMSO

阻害剤 A

染を有意に抑制するものは得られな
かったが、増殖を有意に阻害するオロ
ト酸誘導体が 2 種（A、B）、非オロト
酸化合物が 1 種（C）ヒットし、原虫
の増殖を 40〜50％阻害した。興味深い
ことに、原虫の増殖阻害を誘導したオ
ロト酸誘導体 A、B の IC50 は 5.2 μM
および 3.5 μM であり、DHOD 活性を
より強く阻害する化合物（C；0.5 μM、
D；0.67 μM）では原虫の増殖抑制は認
められなかった。
原虫の増殖抑制効果を示す化合物（次ページ）の構造上の特徴は、DHOD との強い結合に寄与し
ているカルボキシル基（D、E、黒丸部分）が置換されている点（赤丸部分）で、おそらくは膜の透
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過性が向上した（一方で DHOD 阻害活性は低下した）ものと考えられる。これらを踏まえ、現在各
機関と連携して化学誘導、製剤的手法を用いた in vivo 活性の向上を検討している。本課題の当初の
目標である「トリパノソーマ症治療薬のリード化合物に得る」ことに照らすと、以上の成果は目標に
十分到達していると言える。
B)

A)

D)

C)

E)

・ピリミジン合成パスウェイ初段 3 酵素の相互作用
本パスウェイ初段 3 酵素の構造はヒトと T. cruzi の間で
大きく異なり、ヒトでは融合酵素として単一遺伝子でコー
ドされる CAD（CPS II-ATC-DHO）が存在するのに対し、

α-CPS II α-ATC
IP:

A D

C D

α-DHO
C

A

T. cruzi では独立した酵素として存在する。T. cruzi の独立
型酵素が複合体を形成することが明らかになれば、結晶構
造が未だ明らかになっていない CAD のモデル酵素として
極めて有用であると同時に、複合体形成を障害するような
新たな作用点を持つ阻害剤の開発の可能性にもつながる。
本研究では、大腸菌を用いた三重発現系を開発した。相
互作用の検出については、CPS II、ATC、DHO それぞれに
対する特異抗体を用いた免疫沈降を実施し、回収された
タンパクをウエスタン法を用いて検出した。抗 CPS II 抗体
を用いて免疫沈降後、得られた沈降物を抗 ATC 抗体および
抗 DHO 抗体で反応させたところ、予想される分子量にバン
ドが検出された（左図）。同様に、抗 ATC 抗体を用いて得ら
れた沈降物から CPS II および DHO が、抗 DHO 抗体を用い

(C; CPS II, A; ATC, D: DHO)

て得られた沈降物から CPS II および ATC が、それぞれ検出された。検出されたバンドについてゲル
より切り出し、トリプシン消化後、質量分析を行なったところ、予想されたタンパクフラグメントが
検出された。以上から、CPS II、ATC、DHO は相互作用していることが明らかとなった。
・ENA オリゴを用いた T. cruzi 遺伝子発現抑制系の樹立
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タンパクの生理機能解析において、RNA 抑制（RNAi）に基づく発現抑制は極めてパワフルなツー
ルである。T. cruzi では RNAi による発現抑制は残念ながらこれまで観察されていないが、一方でアン
チセンス RNA を用いることによりタンパクの発現抑制が起こることが報告されている。本機関では、
ENA オリゴを用いた発現抑制系の開発に成功した。
ENA オリゴは、培地に添加するだけで原虫に取り
込まれること、S-オリゴに比して高い発現抑制活性を
持つこと、その作用機序として 2 本鎖 DNA に直接作
用して DNA トリプレックスを形成し、転写の抑制
（アンチジーン効果）を引き起こしていることが強く
示唆された。ノックダウン効率だけを見ると不十分
（約 50％のタンパク減少）ではあるが、ヘテロ遺伝子
欠損と同等の効率であり、ヘテロ遺伝子欠損であって
も組換え T. cruzi の作製には 3〜4 ヶ月かかることを
考えると本成果の意義は極めて大きい。これは、従来
発現ノックダウン実験系のなかった T. cruzi 研究にお
いてエポックとなる成果である。
３．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解析したタンパク質数

0件

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）
７．当初計画に対する各機関の達成度
本課題の最終目標はトリパノソーマ症治療薬開発のためのリード化合物の提供であり、本機関は各機
関の成果（DHOD 阻害剤の設計、合成、DHOD との共結晶を用いた構造解析）に基づいて抗原虫効果
を検定するという重要なパートを担い、ヒトの臓器に傷害を与える発育段階である細胞内寄生型 T. cruzi
の増殖を抑制するオロト酸誘導体の同定に成功した。さらに、ピリミジン合成パスウェイ初段 3 酵素
（CPS II、ATC、DHO）の相互作用解析から、3 酵素間でそれぞれ相互作用を持つことを明らかにした。
このように、当機関の当初の目標は十分に達成されている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本課題は、異なる研究背景を持つ 5 つの研究グループが参加しており、効果的な課題内連携が不可欠
であった。そのため、ターゲットタンパク研究プログラムの WG 班会議、シンポジウム、成果発表会以
外にも、電子メールで恒常的に連絡を取り合い、必要に応じて課題内ミーティングを適宜開催するなど、
効率的な情報共有を図った。このような綿密な連携体制を通じて効果的な研究運営が可能となり、当初
の研究目的であった、リード化合物として有望な TcDHOD 阻害剤の合成を達成できた。
９．他の課題との情報共有・連携
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他の課題との具体的な共同研究については実施に至っていないが、ターゲットタンパク研究プログ
ラムの WG 班会議、シンポジウム、成果発表会を通じて他課題に参加する研究者と積極的に交流し、
今後の研究方針に影響を与える重要な情報共有の機会が得られた。
１０．人材育成
本研究室ではのべ教員 8 名と研究員 2 名の計 9 名が本課題に参加した。それぞれが異なる研究バッ
クグラウンドを持つため課題遂行のためには研究者間の連携が極めて重要であったが、専門領域を超
えて連携をとり、かつ構造生物学に対する造形を深めつつ分担した業務を実施した。この成果を生か
して、現在学内外の研究者との共同研究を進めている。
１１．終了までの具体的な見通し
DHOD 阻害剤の抗原虫効果の検定については、特許取得を視野に入れつつ論文発表を予定してい
る。ENA オリゴを用いた T. cruzi 遺伝子発現抑制系の樹立、ピリミジンパスウェイ初段 3 酵素の相互
作用解析については投稿準備中である。このうち、ENA オリゴを用いた T. cruzi 遺伝子発現抑制系は
RNA 抑制が作動しない T. cruzi においては新規の実験手法として広く世界に還元できる。
褐藻由来の DHOD 阻害物質の同定に関しては、ポリフェノール類であることを突き止めており、本
課題終了までには構造を決定する予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本課題最大の成果は、T. cruzi DHOD を選択的に阻害するとともに細胞内寄生原虫の増殖を抑制する
化合物を見いだしたことである。”Neglected diseases（顧みられない病）”と呼ばれ、新規治療薬の
開発が遅々として進まないトリパノソーマ感染症対策にとって極めて大きな一歩であり、我が国から
流行地域への国際貢献として国内外に与える影響は大きい。また、3 酵素複合体の構造はヒトの同融
合酵素 CAD（CPS II-DHO-ATC）のモデルとして極めて重要であり、将来的には 3 酵素複合体の構造
解析と引き続く阻害剤の設計によって、CAD 活性が著しく上昇するガン細胞や免疫系細胞に対する抗
がん剤、免疫抑制剤の開発につながる可能性が高い。
１３．特記事項
本課題は、我が国の国際貢献の枠組みの中で特に重要な感染症対策に関して重要な成果を上げたと
同時に、
「創薬」を念頭に置いた多機関連携を考える上でひとつのモデルとなる。また、トリパノソー
マ類の細胞生物学、分子生物学、および感染実験を全て行なえる研究機関は国内にはほとんどなく、
本成果を機に”Neglected diseases”が研究者から「顧みられる」ようになることを強く期待しています。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

6,300

0

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

3,684

7,601

0

6,438

旅費（千円）

296

業務実施費（千円）

3,016

2,399

10,000

3,562

その他（千円）

401

間接経費（千円）

3,900

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

2,192

16,900

13,000

13,000

13,000

合計（千円）

9,500

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

２２年度
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２３年度
937
5,674

計
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代表／分担機関の課題名

「核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬
の開発」
（トリパノソーマのピリミジン生合成パスウェイ酵素の阻害剤の合
成と最適化）

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

井上

将行

１．課題開始時における各機関の達成目標
当分担機関では、抗トリパノソーマ薬の開発を目指し、
標的とするピリミジン生合成酵素群に対する阻害剤の化
学合成と構造最適化を目的とした。特に、阻害剤との共結
晶構造がすでに知られており、その遺伝子破壊がトリパノ
ソーマにおいて致死的である T. cruzi ジヒドロオロト酸デ
ヒドロゲナーゼ（TcDHOD）の高選択的阻害剤の合成を遂
行する。
課題開始時までに、5-フルオロオロト酸（図 2）が TcDHOD

図１TcDHOD と阻害剤（オキソン酸）

阻害作用を有することが分かっていたが、その特異性と阻害

の共結晶構造

濃度は医薬のリード化合物として不十分であった。TcDHOD
と阻害剤の共結晶構造において、オロト酸結合部位からは、オロト酸の 2 位方向と 5 位方向に余分な空
間が存在し、新規阻害剤設計に利用できると期待された（図 1）。そこで、本研究では 5-フルオロオロト
酸を基盤とし、オロト酸の 2 位および 5 位に置換基を導入した新規阻害剤の網羅的合成をおこなう（図
2）。合成した化合物を TcDHOD 阻害活性試験（東大医・北）
、T. cruzi 成長阻害実験（順天堂医・青木）
に供し、生物活性への置換基導入効果を評価する。同時に、TcDHOD との X 線共結晶解析（京都工繊大・
原田）をおこない、得られた結晶構造を利用した in silico スクリーニング（理研・田仲）により薬剤分
子設計を改良し、リード化合物としてより有望な TcDHOD 阻害剤を合成する。
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図 2 オロト酸 5 位および 2 位置換体の設計と合成
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２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
東大医グループにより明らかにされたトリパノソーマジヒドロオロト酸脱水素酵素（TcDHOD）の X
線構造に基づき、TcDHOD 選択的な阻害剤の合成を計画した。すなわち、ヒト DHOD の基質結合部位
にはない、ピリミジン環 2 位および 5 位方向のポケットを利用し、オロト酸の 2 位、5 位への疎水性置
換基導入を試みた。

図 3 合成したオロト酸 2 位および 5 位置換体の構造と TcDHOD 阻害活性
はじめに図 3 に示したオロト酸 2 位、5 位置換体を合成し、TcDHOD 阻害活性試験（東大医）および
TcDHOD との X 線共結晶解析（京都工繊大）に供した。その結果、2 位置換体では TcDHOD 阻害効果
がほとんど失われた。一方、5 位置換体は、5-フルオロオロト酸と比べて TcDHOD 阻害効果は減弱し
たものの、5-(2,2-ジメチルブチル)オロト酸（図 3 右端）の X 線共結晶解析で、TcDHOD オロト酸結合
部位周辺構造が変化した新奇の複合体結晶構造（open form）が見出された。すなわち、open form に
おいては、合成阻害剤のオロト酸骨格が TcDHOD の基質結合部位に結合し、さらに立体的に嵩高いア
ルキル側鎖が周辺のループ構造を押し動かし、従来の結晶構造（closed form）では 178Å3 だった結合
ポケットを 1000 Å 3 以上にまで拡大していた（図 4）。

図 4 TcDHOD と 5-フルオロオロト酸（A）、5-(2,2-ジメチルブチル)オロト酸（B）の共結晶構造
Open form の拡大した結合ポケットに対する in silico スクリーニング（理研）により、結合親和性が
より高いと期待されるオロト酸 5 位置換体が設計された。得られた複数の候補化合物を効率的に合成す
るため、図 5 に示したオロト酸 5 位置換体の網羅的合成法を開発した。これにより、市販の種々のアル
キン試薬を、原料の 5-ヨードオロト酸メチルと薗頭カップリングにより連結することで、短段階で効率
的なオロト酸 5 位置換体の網羅的供給が可能となった。
本課題のフィードバックシステム（合成阻害剤の TcDHOD 阻害試験と共結晶解析 → in silico スク
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リーニングによる候補化合物の再選定 → 有機合成による候補化合物の合成）を繰り返すことにより、
現在までにオロト酸を基盤とした 61 種類の新規阻害剤が合成された。この中から、基盤分子である 5フルオロオロト酸の 200 倍以上の TcDHOD 阻害効果を有し、トリパノソーマ／ヒト選択性が 7000 倍
以上のトリパノソーマ特異性を有する新規化合物が見出された（図 6）。

図 5 オロト酸 5 位置換体の網羅的合成法
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IC50(TcDHOD) 0.67 M
IC50 (HsDHOD) > 5000 M

IC50(TcDHOD) 150 M

図 6 基盤とした 5-フルオロオロト酸（左）と本研究で見出した新規阻害剤（右）
現在、合成阻害剤群から医薬のリード化合物を見出すために、抗トリパノソーマ原虫試験（順天堂）
を指標に、化学誘導、製剤的手法を用いた in vivo 活性の向上を検討している。

（２）構造解析に関する進捗及び成果

オロト酸 5 位置換体を用いた TcDHOD の共結晶構造解析により、基質結合部位が大きく開いた
全く新しい TcDHOD の結晶構造（open form）が見出された。
本課題開始当初は、当時すでに明らかであった、基質結合部位が閉じた closed form の TcDHOD
結晶構造を基に、新規阻害剤を設計する予定であった。しかし、本課題の遂行中に見出された open
form 構造により、強力な阻害活性と高い選択性を有する新規化合物を、効率的に設計・合成するこ
とが可能となった。これは当初の目的以上の成果であると言える。
これらの研究成果は日本薬学会第 129 年会、第 131 年会において口頭発表された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
TcDHOD の基質結合部位の疎水性ポケットを利用した阻害剤設計により、本課題開始当初に知られて
いた阻害剤より 200 倍以上の TcDHOD 阻害活性を示す新規阻害剤の設計・合成に成功した。特に、阻害
剤の結合によって引き起こされるタンパク質の構造変化で、新たに獲得される結合部位周辺の疎水性ス
ペースが、より高性能の阻害剤設計に利用できることを示せた。すなわち、結合部位周辺の疎水性ポケ
ットは阻害剤の親和性向上のための阻害剤結合部位を提供する機能を有していると言える。

これらの研究成果は日本薬学会第 129 年会、第 131 年会において口頭発表された。
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３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

17 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

64 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
当初の計画ではトリパノソーマ類感染症治療薬開発のためのリード化合物を合成することが、本研究
の最終目的であった。現在、すでに医薬のリード化合物として有望な、高い TcDHOD 選択性（ヒト DHOD
に比べて 7000 倍以上）を有する阻害剤の合成に成功している。また、DHOD 以外にも、アスパラギン
酸トランスカルバモイラーゼ（TcATC）阻害剤、回虫成虫複合体 II 阻害剤の合成もおこなった。本研究
の当初の目的は十分に達成されている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本課題は、異なる研究背景を持つ 5 つの研究グループが参加しており、効果的な課題内連携が不可欠
であった。そのため、ターゲットタンパク研究プログラムの WG 班会議やシンポジウム以外にも、必要
に応じて課題内ミーティングを適宜開催し、効率的な情報共有を図った。その結果、綿密な連携体制に
より、効果的な研究運営が可能となり、当初の研究目的であった、リード化合物として有望な TcDHOD
阻害剤の合成を達成できた。
９．他の課題との情報共有・連携
ターゲットタンパク研究プログラムの WG 班会議、シンポジウム、成果発表会は、他課題に参加する
研究者との交流の場として機能した。これにより、他課題の研究者とも連携が可能となり、共同研究に
は至ってはいないが、今後の研究方針に影響を与える重要な情報共有の機会が得られた。
１０．人材育成
本研究室からは、学部 4 年生と大学院生を合わせて合計 6 名がターゲットタンパク研究プログラムに
参加した。これらの学生、大学院生は、主に低分子阻害剤の合成実験に携わり、設計化合物の合成、精
製、構造解析と、一連の有機合成化学の方法論を修得した。また、ターゲットタンパク研究プログラム
の成果発表会、シンポジウムの他、課題内のミーティングにも積極的に参加し、本プログラムが包括す
る、化学、生物の広い学術領域に対する見識を深めた。研究遂行は、本プログラムに参加した 3 名の大
学教員（井上教授、松岡助教、上條助教）により遂行された。
プロジェクト期間中の卒業生は博士 1 名、修士 1 名で、ポスドク（米国 Harvard 大学）、企業研究員（ア
ステラス製薬）としてそれぞれ就職した。プロジェクト終了時に卒業する学生は修士 2 名で、企業研究
員（小野薬品工業）、国家公務員に内定している。
１１．終了までの具体的な見通し
新規阻害剤の合成方法は論文化を予定しており、これにより合成技術を広く波及する。また、TcDHOD
阻害剤として合成したオロト酸誘導体群は溶解性が低いため、そのままでは医薬への応用が難しい。そ
こで、現在得られている TcDHOD 阻害剤の中で、最もトリパノソーマ選択性の高い化合物の溶解性の向
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上を検討しており、化学誘導による有機合成的手法に加え、製剤的手法も取り入れて創薬研究につなげ、
社会に還元する予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
トリパノソーマ症は WHO の制圧すべき感染症の一つとして掲げられており、有効な医薬の開発が待
望されている。これに対し、本研究の成果は新しい化学療法剤の分子設計を提供するものであり、実際
に合成した TcDHOD 阻害剤の中には、リード化合物として有望な高いトリパノソーマ選択性を示すもの
があった。この分子を新たな基盤として、改良を重ねることで negrected diseases（顧みられない病気）
の一つであるトリパノソーマ症に、我が国発の医薬を提供できると期待される。
１３．特記事項
日本薬学会第 129 年会において、本研究の成果が講演ハイライトに選出された。
「トリパノソーマ DHOD の阻害剤の合成と複合体構造」飯田真依子、李羅榮、上條真、松岡茂、井上将
行、本間光輝、田仲昭子、稲岡ダニエル健、北潔、2009 年 3 月 28 日、岡山
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

0

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

0

業務実施費（千円）

8,000

6,923

6,923

6,923

その他（千円）

0

間接経費（千円）

2,400

2,077

2,077

2,077

間接経費（千円）

0

8,631

合計（千円）

10,400

9,000

9,000

9,000

合計（千円）

0

37,400
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発（トリパノソーマの核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とす
る阻害剤の、代謝酵素立体構造解析結果に基づくインシリコ予測研究）

代 表 ／ 分 担 機 関

理化学研究所

機関の代表研究者名

田仲昭子

横浜研究所

１．課題開始時における各機関の達成目標
シャーガス病など重篤な疾患をヒトに引き起こすア
メリカ型トリパノソーマにおいて欠くことができない

Gln
HCO 3ATP

代謝系や、アフリカ型トリパノソーマにおいて TAO 阻

Asp

ACT

害剤の作用ターゲットなどを標的として、立体構造解析

DHO

の結果に基づいて、阻害剤をインシリコ予測する。東

る複合体構造解析、東大・井上チームによる最適化化合
物の新規合成の密な研究連携によって、より特異性の高

オロオロト酸複合体の構造が明らかになっており、この
酵素に対する阻害剤の創生が急務である。阻害剤候補化

SQR TCA
cycle
フマル酸

グリコソーム

UQH2

OMPDCOPRT
UMP

NAD⇔NADH
GK

い代謝阻害剤を短期間に創生することを目標とする。
本代謝系において、すでに DHOD 単体および５-フル

コハク酸

DHOD

大・北、順天堂大・青木チームによる予測化合物の阻害
活性測定による評価、京都工繊大・原田、北チームによ

基質の流れ
タンパク質

CPS II

DNA/RNA

アスコフラノン

TAO
O2
H2 O

グリセロール

ミトコン ドリア

図１．トリパノソーマ類におけるピリミジン合成酵素およびレドックス調
節パスウェイ酵素群の局在．緑のパスウェイは T. bruceiに特異的に
存在する．

合物をインシリコ予測することによって阻害実証研究を加速するとともに、最適化した阻害剤の構造を
予測することによって、新規阻害剤合成研究に論理的方向性を与える。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
研究開始当時すでに 1.9Å の解像度の結晶構造が得られていたジヒドロオロト酸脱水素酵素（DHOD）
は、基質結合サイトの大きさが、178Å3 と非常に小さく、高活性の阻害剤の発見が望めない状況であっ
た。そこで、隣のポケットとの間にわずかに空いた隙間に向けて置換基を出した構造の化合物を合成し、
合成した化合物との複合体結晶構造を解析した。この基質ポケットが広がった構造に基づいて、さらに
高活性の阻害剤候補を論理的に設計し、合成したところ、IC50: 0.15 uM を示す高活性な化合物を見出す
ことに成功した。
コハク酸-ユビキノン還元酵素（SQR）と近い配列を持つ、回虫成虫のキノール-フマル酸還元酵素（QFR）
の構造が解かれ、ブタ SQR の構造と比較しながら、論理的に選択性の高い阻害剤を設計した。
アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ（ACT）の結晶構造に基づくインシリコスクリーニ
ングを実施した。その結果、IC50: 5 uM 程度を示す阻害剤を複数見出すことに成功した。
グルセロールキナーゼ（GK）は他のキナーゼと非常に違う構造特性があるため、まず、阻害剤情報
を取得するために、protein kinase阻害候補化合物セットを制御ライブラリーから選択し、東大・北グル
ープがアッセイした。この阻害情報を利用して、候補化合物のインシリコスクリーニングを行った。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
担当外です。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
【DHOD】
ジヒドロオロト酸
脱水素酵素（DHOD）
は、ピリミジン合成
と細胞のレドックス
調節の両者に関与す
る鍵酵素であり、研
究開始当時すでに
1.9Åの解像度の結晶
構造が得られてい
た。しかし、この研
究当初の構造は、基
質であるジヒドロオ
ロト酸をループ部分
が完全に包み込むよ
うな形状をしている
ために結合サイトの
大きさが、178Å3と非
常に小さく（closed
form）、高活性の阻害
剤の発見が望めなか
った。そこで、東大・
北グループのリーダ
ーシップのもと、2つ
の戦略を立てた。一つ
はclosed formを元に
したインシリコスク
リーニングを行うこ
とであり、もう一つは
ループ部分のわずか
に空いた空間に向け
て置換基を出した化合物を合成し、合成した化合物との複合体結晶構造を解析し、結合サイトが拡張し
たopen formの構造を取得して、これに基づいてインシリコ高度化設計を行うというものである。
インシリコスクリーニング（closed form）：研究開始時点で構造が解明されていたトリパノソーマ
DHOD の closed form の 7 種類の X 線構造を用いて、その X 線構造から阻害剤の結合に重要なファーマ
コフォアを抽出した。市販の 300 万化合物のデータベースを作成し、抽出したファーマコフォアによる
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インシリコスクリーニングを実施した。46 化合物が選択され、そのうち入手可能であった 26 化合物を
購入して東大・北グループがアッセイを行ったところ、オロト酸類似だが、活性が 10 倍程度向上した
新規阻害剤（IC50: 4 uM）を見出すことに成功した（前頁上図）。
インシリコスクリーニング（open form）：従来のオロト酸複合体の DHOD 構造は、closed form であ
るが、結合サイトの詳細な解析によってオロト酸の 5 位の方向にはわずかな隙間があり、その方向に置
換基を伸ばすことによって、ループを動かし結合サイトを拡張できると予測できた。このような化合物
を東大・井上グループが合成し、東大・北グループが前頁下図のような open form の DHOD の構造を解
くことに成功した。この構造に基づいて、ドッキングによるインシリコスクリーニングを実施し、北グ
ループが活性測定したところ、オロト酸とは異なる骨格を持った阻害剤（IC50: 25 uM）を発見した。
活性向上を目指したインシリコ設計（open form）：open form の DHOD 構造が得られたことによって、
従来のオロト酸誘導体にも置換基を
導入して活性を向上させることが可
能となった。そこで、5 位の置換基と
して、活性を向上させる可能性の高
い合成候補を選択するために、イン
シリコ設計を行った。インシリコ設
計は、以下の 2 つのステップにて行
った。まず、5 位に置換基を導入した
仮想ライブラリーを構築した。東
大・井上グループと連携し、合成可
能な 2170 化合物を計算機上で構築し
た。これらの仮想化合物を制御技術
開発課題で開発した MUSES システ
ムによってドッキング及び活性予測を行い、スコアの高い化合物を東大・井上グループに提案した。提
案した化合物のなから 26 化合物が合成され、置換基なしに比べて 30 倍活性が向上した阻害剤（IC50: 4
uM）を得ることに成功した。さらに、得られた新規阻害剤と DHOD の複合体結晶構造を東大・北グル
ープが決定し、それに基づいて Asn53 と強い結合をすると予測される化合物を、井上グループが合成し、
北グループがアッセイしたところ、IC50: 0.15 uM を示す高活性な化合物を見出した（上図）。
【SQR及びQFR】
相互作用解析：京都工繊大の原田グループによって、トリパノソーマのコハク酸-ユビキノン還元酵
素（SQR）と近い配列を持つ回虫成虫QFRの構造が解かれ、20種類以上の阻害剤を東大・井上グループ
にて合成した。これらの化合物は、ヒトに近い配列を持つブタSQRとの間に、選択性が非常に高い化合
物と低い化合物がある。これらの選択性に関与している残基を制御技術開発課題で開発したMUSESシ
ステムの一部であるaPLIFと呼ばれる記述子を使って解析を行った。その結果、選択性の高い化合物が
特異的相互作用を形成する残基と、選択性の低い化合物が非特異的な相互作用を形成する残基を特定す
ることができ、阻害剤設計に貢献した。
【ACT(ATC)】
インシリコスクリーニング：アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ（ACTまたはATCと呼
ばれる）の結晶構造が、京都工繊大・原田グループによって解明され、その構造に基づくインシリコス
クリーニングを実施した。候補化合物を原田グループが評価し、IC50: 5 uM程度の阻害剤を複数見出す
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ことに成功した（右図）。
【GK】
Protein kinase阻害候補化合物
セットの選択：グルセロールキ
ナーゼ（GK）は、ATPとグリセ
ロールを結合し、グリセロール
をリン酸化する酵素である。良
く知られたprotein kinaseとはホ
モロジーがなく構造が全く異な
るが、同じATPを基質とすると
ころから、protein kinase阻害候補
化合物セットを制御ライブラリ
ーから選択し、アッセイを依頼
した。東大・北グループはこの
中から、20 uMでGK活性を90%以上阻害する化合物を複数見出し、それらの阻害情報を利用して、次の
インシリコスクリーニングを実施した。
インシリコスクリーニング：Protein kinase阻害候補化合物セットから見出された阻害剤情報を利用し
て、分子記述子類似性検索、及び、3D類似性検索（以上はLAILAPSシステムに実装）、ドッキング（PALLAS
によるドッキング条件最適化を利用）の3種類の方法にてインシリコスクリーニングを行った。現在、
東大・北グループにおいて化合物の阻害活性を評価中である。
３．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解析したタンパク質数

0件

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数（プログラム内外含む） 0 件
７．当初計画に対する各機関の達成度
充分に達成できた。DHOD, ATC, GK 阻害剤のインシリコスクリーニング（protein kinase 阻害候補化
合物セットの選択を含む）を実施し、いずれも阻害剤の発見に貢献している。また、QFR(SQR)での相
互作用解析を実施した。テーマ開始時に、急務であった、DHOD 阻害剤開発に注力し、タンパク質に構
造変化を起こさせる、新規で強力な阻害剤を、活性測定、構造解析、有機合成の担当者との協力で見出
すことができた点が、特に高く評価できる
８．課題内の情報共有・連携体制
研究代表機関の東大・北グループを中心に、2-3 ヶ月に一度、全参加メンバーが集まって、打ち合わ
せを行った。研究進捗を報告するとともに、活発に研究方針を議論した。
また、1-2 週間に一度、メールベースで密接に、X 線構造解析（東大・北グループ、京都工繊大・原
田グループ）、生化学アッセイ（東大・北グループ）、合成（東大・井上グループ）、生物評価（順天堂
大・奈良グループ）の各グループと連絡を取り合っている。
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９．他の課題との情報共有・連携
理研内の制御技術開発課題でインシリコスクリーニング技術を開発している研究者と、適宜情報共
有・連携を行い、制御技術開発で生み出された新技術、計算パイプラインを活用した。東大の制御技術
開発課題の研究者に参加頂いて、研究会を開催し、研究討論頂くとともに、化合物供与の支援を受けた。
１０．人材育成
研究担当者については、制御技術開発課題で開発したインシリコスクリーニング・設計技術を教える
とともに、研究の指導を行った。プログラム終了後も、本プログラムでの経験を生かして、理研内の研
究活動に従事することを予定している。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに取得した、精度の良い立体構造と、阻害候補化合物の阻害活性情報に基づいて、グリセ
ロールキナーゼ新規阻害剤のさらなる活性向上のためのインシリコ設計を実施する。化合物の阻害特異
性や物性を改良するために、構造解析、活性評価（東大・北グループ、京都工繊大・原田グループ）や、
合成（東大・井上グループ）と共同し、高活性の阻害剤を取得する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムにおける成果は、新規に見出した、活性の高い DHOD 阻害剤である。論理的な薬剤設
計と、構造解析、有機合成、生物評価の研究者が連携することによって、標的タンパク質の構造変化を
誘起して結合ポケットを広げる、新規で強い活性を持つ阻害剤が取得できた。この連携体制の成功は、
アカデミア発の創薬シード創成が成功可能であることを示し、意義が高い。
ATC、GK、QFR(SQR)、TAO などの他の標的に対する取得阻害剤に関しても、トリパノソーマ感染症
が世界的に重要な課題であることを考慮すると、日本初の重要な研究成果である。これらの成果を社会
へ還元するためには、創薬シードとしての化合物最適化をさらに行い、製薬企業等に導出できるように、
生物活性に関する基礎的なデータを取得することが重要である。
１３．特記事項
DHOD, ATC, GK, QFR(SQR), TAO などの多くのターゲットでの構造解析及び阻害剤の発見を達成し、
大きな成果を上げた。今後は、これらの阻害剤を放置することなく、創薬のシードとして最適化展開す
ることが重要であり、アカデミア発創薬における、そのような枠組みの立ち上げを期待したい。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

2,515

3,152

3,155

3,291

業務実施費（千円）

185

333

330

194

間接経費（千円）

810

1,045

1,045

3,510

4,530

4,530

人件費（千円）

合計（千円）
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２３年度

計

34
1,080

旅費（千円）

36

その他（千円）

50

1,045

間接経費（千円）

360

4,305

4,530

合計（千円）

1,560

18,660
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課

題

名

メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療法開
発

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人東京大学
門脇

孝

１．課題開始時における達成目標
我国死因一位の心血管疾患の主因はメタボリックシンドローム(MS)・糖尿病と考えられ、それらの激増
の主因はエネルギー蓄積による肥満とそれに伴うインスリン感受性アディポカインであるアディポネ
クチン(Ad)の低下である事を明らかにした。Ad は AdipoR と結合し、AMPK を活性化して、ACC をリ
ン酸化して活性を抑制すること等によって、末梢組織(肝臓や骨格筋等)でエネルギー燃焼等を促進する。
一方中枢神経系では、AdipoR/AMPK 抑制が食欲抑
制等を介して抗肥満に作用する。本業務では、
AdipoR がアゴニスト or アンタゴニストのリード
化合物及び細胞内シグナル分子と結合した状態、
さらに AMPK や ACC の立体構造解析を機能解析
と組合わせて行う事により、最終的に AdipoR or
AMPK or ACC 活性制御剤を得る事を目的とする。
中枢における AdipoR or AMPK の阻害剤、或は末
梢における ACC 阻害剤は、エネルギー燃焼に注目
し MS の鍵分子をターゲットとした新規の治療法
となる。またこれら阻害剤はエネルギー燃焼系の
医学・生命科学分野の全世界の研究に多大に貢献
する。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
『構造解析』
【AdipoR】
大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞で
AdipoR1、R2 発現系を作り、良好な発現を確認した。昆虫
細胞とヒト細胞を中心に生産の要素技術（欠損変異、融合
タンパク質作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作
用分子との相互作用解析、立体構造認識抗体作成）を駆使
してスクリーニングや大量調製、結晶化を行った。その結
果、AdipoR2 および AdipoR1/抗体複合体の結晶化に成功し
た。
【AMPKKs】
AdipoR を介したシグナリングの主要な AMPKKs である
CaMKK2 と阻害剤 STO-609 の共結晶化および構造決定に成
功した。さらに、構造に基づいてインシリコスクリーニングを行い、CaMKK2 特異的阻害剤のスクリーニ
ングを開始すると共に、フラグメントヒット化合物との共結晶化に着手した。
『機能解析』
機能解析における主要な成果については、アディポネクチン/AdipoR1 が骨格筋において、運動と同じ
ような作用を発揮することを明らかにし（Nature 434, 1313-1319, 2010）
、概要を右図に示した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
【AdipoR】
アディポネクチン受容体（AdipoR）は 7 回膜貫通型タンパク質であり、結晶化が極めて難しい。生産
C（横山）の協力により、開発された膜タンパク質生産の要素技術を駆使し、結晶化を容易にするため
の様々な改良を試み、結晶化成功へと導くことが出来たことを報告する。
発現系の選定：AdipoR の発現系として、大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞の発現系
を構築した。いずれの発現系においても良好な発現を得ることができ、そのうち昆虫細胞とヒト細胞で
の発現系を中心に、精製条件の検討を行った。
安定性評価：膜画分から可溶化する界面活性剤のスクリーニングと条件の最適化を行い、結晶例が多
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数ある dodecylmaltoside (DDM)により可溶化できた。TLC を用いた脂質分析により、AdipoR に様々な脂
質が結合していること、これら脂質が過剰に除去されるとタンパク質安定性が低下することを見いだし
た。ゲルろ過性状解析から、コレステロールやリン脂質を添加することにより安定性が高まること、各
精製ステップの熱安定性試験(CPM Assay)から、熱安定性向上条件を明らかにした。
変異体：AdipoR 全長での発現、精製を行ったところ、凝集傾向が見られたため、安定化を目的とし
て以下の変異体の作製を行った。
・９種の N 末端欠損変異体を昆虫細胞に発現させ、ゲルろ過性状分析を行い、安定性の高い領域を見い
だした。この領域を昆虫細胞及びヒト細胞に大量発現させ精製し、蒸気拡散法及び脂質メソフェーズ法
により結晶化スクリーニングを行った。脂質メソフェーズ法には生産で開発された自動分注機を用い広
範囲なスクリーニングを行うことができ、結果として AdipoR2 の結晶（最長 50 µm 程度）が得られてい
る（図１）。
図 1. AdipoR の精製お
・GPCR
・
での結晶化例を参考にし、T4 Lysozyme との融合
よび結晶化
タンパク質を作製した。AdipoR1 の各ループ部分に T4
(左) AdipoR2 の
Lysozyme を挿入した変異体のゲル濾過性状比較等によ
192.8
SDS-PAGE およびゲ
り、細胞内第 2 ループに挿入した変異体が安定なこと
117.9
ルろ過プロファイル
を見いだした。
99.3
(右) AdipoR2 の結晶写
・ 抗体との共結晶化：更に、同じく安定化を目的とし、
真
54.1
立体構造認識抗体の調製を行った。親水性領域増大に
よる膜タンパク質の疎水的性質の改善、正しいフォー
37.8
ルディングの維持、抗体分子による結晶パッキングの
強化が期待できる。特異抗体は、生産 D3 課題（岩田）
29.5
と生産 C 課題（横山）の連携研究により作製した。結
合能の高い IgG が複数得られ、AdipoR と Fab および Fv
20.2
領域の共結晶化スクリーニングを行った。Fv 領域は、
ハイブリドーマ細胞よりクローニングを行い、
Brevibacillus 発現系により分泌発現させた。AdipoR1 と
Fv 領域との複合体について、結晶（長辺 100µ 以上）
が得られている。
相互作用分子との共結晶化：脂質に再構成した AdipoR
が、相互作用因子である Adiponectin、Osmotin、APPL1 PTB
ドメインと結合することを、生産 C が開発した活性評価
系を用いて確認した（図 2）。様々な AdipoR1 の N 末端
領域を大腸菌無細胞合成系で発現させ、プルダウン法に
より APPL1 PTB ドメインと結合する AdipoR1 の N 末端
図 2. AdipoR1 と ligand の相互作用解析
領域を同定した。以上の結果から、相互作用分子との共
結晶化に適した変異体を選択し、親水性領域増大による
結晶化促進を目的に共結晶化を行っている。
【AMPKKs】
CaMKK2 について、大腸菌無細胞合成系を用いてキナーゼドメインを精製し、結晶化の条件検討を行っ
た。その結果、CaMKK 特異的阻害剤 STO-609 の共存下で構造解析に足る結晶を得ることができた。得
られた結晶について、SPring-8 を利用して 2.4 Å 分解能の Native データ収集を行い、分子置換法により、
CaMKK2・STO-609 複合体の構造決定に成功した。構造解析の結果、STO-609 は ATP 結合ポケット内に
存在する CaMKK 特異的残基を介して、水素結合および疎水的相互作用により CaMKK2 に結合してい
ることが明らかになった（図 3）。また、CaMKK2 は他の多くのキナーゼと異なり、活性化ループのリ
ン酸化に依存しない活性型構造をとるこ
とを明らかにした。さらに、決定した立体
構造に基づいて、CaMKK2 の構造機能相関
の解析を行った。CaMKK2 の STO-609 結
合ポケットに位置するプロリン（Pro274）
は他の多くのキナーゼではグルタミン酸
であることに着目し、Pro274 を Glu に変え
た CaMKK2（P274E）変異体を作成した。
野生型および変異型 CaMKK2 キナーゼド
メインの STO-609 による活性阻害を比較
した結果、P274E 変異体では野生型と比較
図 3. CaMKK2 キナーゼドメインと阻害剤 STO-609 の共結晶構造
して STO-609 による活性阻害の大幅な低
下が認められた。このことから、CaMKK2 の Pro274 が STO-609 による選択的阻害に重要な役割を果た
していることを示された。
CaMKK2 において、既知阻害剤と X 線構造に基づいてインシリコスクリーニングを行い、市販の 600
万化合物から約 1 万化合物を選択した。また、制御領域の支援研究により、フラグメントヒット化合物
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を取得し、購入後、共結晶作成に着手した。
LKB1 のキナーゼドメインは、通常の方法では可溶性タンパク質試料を得ることが困難であったが、バ
キュロウイルス発現系を用いてシャペロンタンパク質 Cdc37 との共発現を行った結果、可溶性タンパク
質として LKB1 キナーゼドメインを調製することができた。
【AMPK】
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメインの
リン酸化状態類似変異体(T172D)と選択的阻害剤
である Compound C との複合体の立体構造を解明
した。その立体構造を用いたインシリコスクリー
ニングとアッセイを行うことにより、新規阻害作
用化合物を見いだした。見いだされた新規阻害作
用化合物を用いて、AMPK α2 サブユニットキナー
ゼドメイン(T172D)との複合体として立体構造を
解明することができた。この立体構造は、より特
異性の強い新規阻害候補化合物の探索に使用した
（図 4）
AMPK の X 線構造に基づいてインシリコスクリー
図 4. AMPK キナーゼドメインと低分子複合体
ニングを行い、133 化合物を選択した。その中から
10 個程度の阻害剤が発見
図 5. AMPK の X 線構造に基づく
され、最も活性の高いも
インシリコスクリーニング
ので IC50: 70 nM の阻害
剤を発見した（図 5）。
細胞を用いたアッセイ
により、さらに特異性を
向上させた阻害剤を見出
すことができた。3 種類
の化合物について、共結
晶化法により、AMPK と
低分子との複合体の結晶
が得られた。そのうち 1
種類については 1.75 Å ま
での反射データが得ら
れ、立体構造決定に成功
した。
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とその C 末端にある自己阻害ドメインを含ん
だ領域について、単結晶を得ることができた。
ヒト AMPK αβγ三者複合体について、ターゲットタンパク生産との連携により、サブユニット、領域、
変異体のさまざまな組み合わせで大腸菌無細胞発現系を用いて大量調製をして組合せを選び、さらにシ
ャペロンを添加することによって、安定性の高いサンプルを得ることができた。
【ACC】
ACC2 の CT はアポ体の結晶が得られており、新規阻害作用化合物との複合体での結晶化を目指して
いる。ACC1 の CT は単結晶が得られており、分解能をあげるためにさまざまな方法を試みている。
ACC2 については、全長タンパク質ではなく、大量に調製しやすい CT ドメインを用いて活性部位へ
結合する阻害剤候補化合物をアッセイするために、制御領域で開発した阻害剤蛍光法を用いることと
し、蛍光プローブを設計し、東大福山研で５種のプローブ化合物を合成した。これらの蛍光相関分光用
プローブとしての適合性を評価し、１プローブを選定した。制御領域で理研が開発した PALLAS システ
ムによるインシリコスクリーニングを東大制御化合物ライブラリー15 万化合物に対して実施した。約
1200 の候補化合物の結合活性をアッセイした結果、結合化合物を発見した。その後、制御領域の支援研
究により、IC50:300nM の競合結合化合物を取得した。今後、箕越研において細胞評価を実施するとと
もに、横山研において共結晶を取得して、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、福山研にお
いて新規化合物の合成を進めることを計画している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
アディポネクチン受容体 AdipoR1 の骨格筋における作用の解析において、その成果を Nature (434,
1313-1319, 2010)に発表した。本成果は、アディポネクチンが AdipoR を介して細胞内カルシウム（Ca2+）
濃度の上昇と AMP キナーゼ（AMPK）/長寿遺伝子 SIRT1 の活性化の両方をもたらし、運動を同じよう
な効果を発揮することを明らかにした（Nature 434, 1313-1319, 2010）。また、東京大学生物機能制御化
合物ライブラリー機構の長野グループ及び、理化学研究所の田仲グループとの連携により、AdipoR ア
ゴニストのスクリーニングを行い、候補化合物を複数得た（未発表データ）。スクリーニングを進め、
有用な化合物については、構造解析に供する。
理化学研究所・横山グループが明らかにした AMPK 活性型変異体 の立体構造の情報をもとに、理
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化学研究所・本間、田仲のグループにおいて in silico 解析により 266 種類の母核化合物を選択した。
この内、東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の長野グループとの連携により 133 化合物を入
手し、生理研・箕越のグループと理化学研究所・田仲のグループの両グループにおいて AMPK 活性へ
の効果を調べた。その結果、AMPK 活性を抑制する２種類の化合物を得た。しかし、これらの化合物
の内一つは、AMPK に対する阻害活性は強いものの、細胞に作用させた場合には非特異的な代謝抑制作
用も認められた。そこで、この化合物情報をもとにさらに 56 化合物を選び、AMPK 活性阻害効果を調
べた。その結果、5 種類の候補化合物を得た（2 次スクリーニング）。これらの化合物は、当初得られた
２種類の化合物よりも細胞毒性が少なく、AMPK に選択的であった。さらに、東大・福山グループとの
連携により、上記候補化合物を母核として置換基を導入した化合物を合成、選択性のより高いと思われ
る候補化合物を得た（3 次スクリーニング）。
Homology model を用いた ACC2 阻害剤の探索を開始し、東京大学のライブラリー機構にある化合物
から ACC2 生化学 スクリーニング用化合物ライブラリーを選択、活性スクリーニングを開始した。
機能解析に関する論文発表は、4 件、また、特許出願は、2 件である。
機能解析に関しては、予想以上の成果を挙げ、また、AdipoR、AMPK という分子の生理的役割を明
らかにした点では、scientific に非常に重要な意味を持つと考える。また、本課題における成果（Nature
(434, 1313-1319, 2010)）について、2010 年 4 月 1 日、東京大学よりプレスリリースを行った。また、そ
の内容については、毎日新聞等多くの報道機関から発信・報道された。
３．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構

14 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

7件

５．課題全体の特許出願件数

2 件（うち国外 2 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

4件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
年々予算が縮小されていく中で、研究の進捗速度のみならず、研究の質・量共に維持していくことの
困難さは、想像をはるかに超えている。しかしながら、そのような状況下で、アディポネクチン・AdipoR
において、世界をリードしてきた地位は本プロジェクトスタート時より守っており、さらに 2010 年 4
月、アディポネクチン・AdipoR1 の成果の一部が Nature 誌の中でも “Article”に掲載されたことは、
アディポネクチン・AdipoR が糖尿病・メタボリックシンドロームの治療という観点から、世界的に大き
な期待と評価を受けていることの実証であると考える。AdipoR はその性質上、構造解析は極めて困難で
あり、その難易度は、存在するタンパク質の中でも群を抜いていることは言うまでもないが、確実に前
進しており、本プロジェクト期間中の構造決定を目指せる段階まで到達している。さらに AdipoR 以外
のタンパク質については、構造解析・阻害剤の探索等、確実に成果を挙げている。
８．課題内の情報共有・連携体制
東京大学・門脇グループ、福山グループ、理化学研究所・横山グループ、生理学研究所・箕越グループ
のメンバーが集まり、研究の進捗状況・問題点に関する情報交換を行うと共に、今後の研究内容に関し
て打ち合わせを行っている。必要に応じて、mail・電話等で情報・進捗状況を共有し、効率的な連携を
図っている。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、N 末端欠損変異体、T4 lysoyme
融合タンパク質の作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、相互作用分
子との共結晶化、立体構造認識抗体作製用の抗原調製、抗体フラグメントとの共結晶化、脂質メソフェ
ーズ法を用いた結晶化スクリーニングを行った。
・生産 D3（岩田）との連携研究により、AdipoR1 及び AdipoR2 に対する結晶構造解析用マウスモノクロ
ーナル抗体の作製を目的に、昆虫細胞から大量調製した AdipoR1 及び AdipoR2 をリポソームに再構成し
て免疫した。理研から京都大学へ実験者を派遣し共同で実験を行った。
・制御 C（長野）との連携により、東大ライブラリー機構よりデータベースおよび化合物の供与を受け、
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スクリーニングを進めた。
・解析 C との連携により、新しく開発されたビームラインを用いて AdipoR 結晶の改質を行っている。
１０．人材育成
東京大学における人材育成の取り組みとして、代表者は、本プログラムに参加するメンバーが研究者と
して自立し、本プログラムの研究を主体的に進められるような体制を提供できるよう調整・運営をして
いる。本プログラム参加当時、大学院生またはポスドクであった者については、現在、両名とも大学の
特任助教として、引き続き研究に参画している。
大学院生及び本プログラムで雇用したポスドクは、研究者として自立できるよう、教授である箕越が責
任を持って教育を行っている。本プログラムで雇用したポスドクの内、1 名は、平成 23 年度より他大
学の助教となり勤務している。また、大学院生の 1 名は、当機関の非常勤研究員として引き続き研究に
参画している。その他の大学院生は、当機関において引き続き研究に参画している。
１１．終了までの具体的な見通し
AdipoR の立体構造解析については、本プロジェクト期間内に終了予定であり、機能解析においても
推進する。
AdipoR の立体構造が解明された際は勿論のことながら、現時点で見出している AdipoR アゴニストの
候補化合物に関しても新規の糖尿病治療薬としての応用・実現化を視野に入れた企業等との共同開発が
進行しつつある。
AdipoR2 の N 末欠損変異体の結晶化条件展開を行い、大きな結晶へ成長させる事を試みると同時に、
SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて微結晶の回折データ取得及び構造解析を目指す。本年度調
製終了予定の立体構造認識抗体を複数種用いた AdipoR1 及び AdipoR2 との共結晶化を継続し、結晶品
質の改善を図ると共に回折データ取得を目指す。相互作用分子との共結晶化、抗体・AdipoR・相互作用
分子の三者複合体の結晶化も試みる。
AMPK 三者複合体の発現系の末端領域の見直しや結晶化条件展開を行い、構造解析可能な結晶を得る
ことを試みる。SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて得られた結晶の回折データ取得及び立体構
造解析を目指す。
AMPK キナーゼドメインと新規阻害剤との複合体の立体構造解析を終了させ、得られた立体構造情報
をもとに、さらに効果的な新規阻害剤を同定する。
ACC の結晶に新規結合化合物をソーキングすることで複合体の結晶を作成する。同時に共結晶化も試
みる。得られた複合体結晶の立体構造を解析し、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、新規
化合物の合成を進める。
CaMKK2 と新規阻害候補化合物の共結晶の構造決定を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムの成果がそのまま実用化に応用することは極めて困難であると考える。応用するために
は、もう一段階ステップアップした研究費の仕組みを作ることが必要ではないかと考える。また、同時
に大学と産業界を結びつける共同研究の枠組みを新たに構成していくことが重要である。本プロジェク
トの成果は、生活習慣病の画期的新規治療薬の開発に直結し、また、世界的なニーズも極めて高いと考
える。
１３．特記事項

１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

5,524

1,830

0

0

物品費（千円）

8,361

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

19,902

人件費（千円）

9,954

19,498

27,416

20,547

旅費（千円）

業務実施費（千円）

41,445

31,749

22,584

24,607

その他（千円）

3,382

間接経費（千円）

17,077

15,923

15,000

13,546

間接経費（千円）

9,692

71,238

合計（千円）

74,000

69,000

65,000

58,700

合計（千円）

42,000

308,700

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代 表 機 関 の 課 題 名

メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治
療法開発

代

表

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人東京大学
門脇

孝

１．課題開始時における各機関の達成目標
我国死因一位の心血管疾患の主因はメタボリックシンドローム(MS)・糖 尿 病 と 考 え ら れ 、そ れ ら
の激増の主因はエネルギー蓄積による肥満とそれに伴うインスリン感受性アディポカイン
で あ る ア デ ィ ポ ネ ク チ ン (Ad)の 低 下 で あ る 事 を 明 ら か に し た 。Adは AdipoRと 結 合 し 、AMPK
を 活 性 化 し て 、 ACCを リ ン 酸 化 し
て活性を抑制すること等によっ
て 、 末 梢 組 織 (肝 臓 や 骨 格 筋 等 )で
エネルギー燃焼等を促進する。一
方 中 枢 神 経 系 で は 、AdipoR/AMPK
抑制が食欲抑制等を介して抗肥満
に 作 用 す る 。 本 業 務 で は 、 AdipoR
がアゴニストorアンタゴニストのリー
ド化合物及び細胞内シグナル分子と結
合した状態、さらにAMPKやACCの立
体構造解析を機能解析と組合わせて行
う事により、最終的にAdipoR or AMPK
or ACC活性制御剤を得る事を目的と
する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析においては、AdipoR について、AdipoR1、
AdipoR2 共に結晶を得る段階まで到達し、AMPK、AMPKK
については、構造決定後、その成果の一部は、論文発表を
行った。
また、機能解析においては、AdipoR について、特に骨
格筋における AdipoR1 の作用を明らかにし、論文発表を
行い、その概要は、右図に示した。
本年度は、AdipoR の構造決定ならびに新規 AdipoR 機
能の解明に基づいた AdipoR 活性化薬開発を主要な目標と
し、次年度以降への発展的・実用型研究へと移行できるよ
う、本プロジェクトを推進する。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
【AdipoR】
アディポネクチン受容体（AdipoR）は 7 回膜貫通型タンパク質であり、結晶化が極めて難しい。生産
C（横山）の協力により、開発された膜タンパク質生産の要素技術を駆使し、結晶化を容易にするため
の様々な改良を試み、結晶化成功へと導くことが出来た。
発現系の選定：AdipoR の発現系として、大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞の発現系
を構築した。いずれの発現系においても良好な発現を得ることができ、そのうち昆虫細胞とヒト細胞で
の発現系を中心に、精製条件の検討を行った。
安定性評価：膜画分から可溶化する界面活性剤のスクリーニングと条件の最適化を行い、結晶例が多
数ある dodecylmaltoside (DDM)により可溶化できた。TLC を用いた脂質分析により、AdipoR に様々な脂
質が結合していること、これら脂質が過剰に除去されるとタンパク質安定性が低下することを見いだし
た。ゲルろ過性状解析から、コレステロールやリン脂質を添加することにより安定性が高まること、各
精製ステップの熱安定性試験(CPM Assay)から、熱安定性向上条件を明らかにした。
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変異体：AdipoR 全長での発現、精製を行ったところ、凝集傾向が見られたため、安定化を目的とし
て以下の変異体の作製を行った。
・９種の N 末端欠損変異体を昆虫細胞に発現させ、ゲルろ過性状分析を行い、安定性の高い領域を見い
だした。この領域を昆虫細胞及びヒト細胞に大量発現させ精製し、蒸気拡散法及び脂質メソフェーズ法
により結晶化スクリーニングを行った。脂質メソフェー
図 1. AdipoR の精製お
ズ法には生産で開発された自動分注機を用い広範囲な
よび結晶化
スクリーニングを行うことができ、結果として AdipoR2
(左) AdipoR2 の
192.8
の結晶（最長 50 µm 程度）が得られている（図１）。
SDS-PAGE およびゲ
117.9
・・GPCR での結晶化例を参考にし、T4 Lysozyme との融
ルろ過プロファイル
99.3
合タンパク質を作製した。AdipoR1 の各ループ部分に
(右) AdipoR2 の結晶写
T4 Lysozyme を挿入した変異体のゲル濾過性状比較等
真
54.1
により、細胞内第 2 ループに挿入した変異体が安定な
ことを見いだした。
37.8
・ 抗体との共結晶化：更に、同じく安定化を目的とし、
29.5
立体構造認識抗体の調製を行った。親水性領域増大に
よる膜タンパク質の疎水的性質の改善、正しいフォー
20.2
ルディングの維持、抗体分子による結晶パッキングの
強化が期待できる。特異抗体は、生産 D3 課題（岩田）
と生産 C 課題（横山）の連携研究により作製し、現在、東大では、これらの抗体の機能解析について
検討している。結合能の高い IgG が複数得られ、AdipoR と Fab および Fv 領域の共結晶化スクリーニ
ングを行った。Fv 領域は、ハイブリドーマ細胞よりクローニングを行い、Brevibacillus 発現系により
分泌発現させた。AdipoR1 と Fv 領域との複合体について、結晶（長辺 100 µ 以上）が得られている。
【AMPKKs】
CaMKK2 について、大腸菌無細胞合成系を用いてキナーゼドメインを精製し、結晶化の条件検討を行
った。その結果、CaMKK 特異的阻害剤 STO-609 の共存下で構造解析に足る結晶を得ることができ、そ
の成果は、J.Biol.Chem.（2011, published online）に報告した。得られた結晶について、SPring-8 を利用し
て 2.4 Å 分解能の Native データ収集を行い、分子置換法により、CaMKK2・STO-609 複合体の構造決定
に成功した。構造解析の結果、STO-609 は ATP 結合ポケット内に存在する CaMKK 特異的残基を介して、
水素結合および疎水的相互作用により CaMKK2 に結合していることが明らかになった（図 3）
。また、
CaMKK2 は他の多くのキナーゼと異なり、活性化ループのリン酸化に依存しない活性型構造をとること
を明らかにした。さらに、決定した立体構造に基づいて、CaMKK2 の構造機能相関の解析を行った。
CaMKK2 の STO-609 結合ポケットに位置するプロリン（Pro274）は他の多くのキナーゼではグルタミ
ン酸であることに着目し、Pro274 を Glu に変えた CaMKK2（P274E）変異体を作成した。野生型および
変異型 CaMKK2 キナーゼドメインの STO-609 による活性阻害を比較した結果、P274E 変異体では野生
型と比較して STO-609 による活性阻害の大幅な低下が認められた。このことから、CaMKK2 の Pro274
が STO-609 による選択的阻害に重要な役割を果たしていることを示された。
【AMPK】
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメインのリン酸化状態類似変異体（T172D）と選択的阻害剤で
ある Compound C との複合体の立体構造を解明した。その立体構造を用いたインシリコスクリーニング
とアッセイを行うことにより、新規阻害作用化合物を見いだした。見いだされた新規阻害作用化合物を
用いて、AMPK α2 サブユニットキナーゼ
ドメイン(T172D)との複合体として立体構
造を解明することができた。この成果は、
Acta Crystallogr D BiolCrystallogr. 67,
480-487, 2011 に発表した。この立体構造
は、より特異性の強い新規阻害候補化合物
の探索に使用した（図 4）
AMPK の X 線構造に基づいてインシリコ
スクリーニングを行い、133 化合物を選択
した。その中から 10 個程度の阻害剤が発
見され、最も活性の高いもので IC50: 70 nM
図 3. CaMKK2 キナーゼドメインと阻害剤 STO-609 の共結晶構造
の阻害剤を発見した。
細胞を用いたアッセイにより、さらに特
異性を向上させた阻害剤を見出すことができた。3
種類の化合物について、共結晶化法により、AMPK
と低分子との複合体の結晶が得られた。そのうち 1
種類については 1.75 Å までの反射データが得ら
図 4. AMPK キナーゼドメインと低分子複合体
れ、立体構造決定に成功した。
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とその C 末端にある自己阻害ドメインを含ん
だ領域について、単結晶を得ることができた。
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【ACC】
ACC2 の CT はアポ体の結晶が得られており、新規阻害作用化合物との複合体での結晶化を目指して
いる。ACC1 の CT は単結晶が得られており、分解能をあげるためにさまざまな方法を試みている。
ACC2 については、全長タンパク質ではなく、大量に調製しやすい CT ドメインを用いて活性部位へ
結合する阻害剤候補化合物をアッセイするために、制御領域で開発した阻害剤蛍光法を用いることと
し、蛍光プローブを設計し、東大福山研で５種のプローブ化合物を合成した。これらの蛍光相関分光用
プローブとしての適合性を評価し、１プローブを選定した。制御領域で理研が開発した PALLAS システ
ムによるインシリコスクリーニングを東大制御化合物ライブラリー15 万化合物に対して実施した。約
1200 の候補化合物の結合活性をアッセイした結果、結合化合物を発見した。その後、制御領域の支援研
究により、IC50:300 nM の競合結合化合物を取得した。今後、箕越研において細胞評価を実施するとと
もに、横山研において共結晶を取得して、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、福山研にお
いて新規化合物の合成を進めることを計画している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
アディポネクチン受容体 AdipoR1 の骨格筋における作用の解析において、その成果を Nature （434,
1313-1319, 2010）に発表した。骨格筋特異的 AdipoR1 欠損マウスの骨格筋においては活性化した PGC-1α
の量が約 25%まで低下し、ミトコンドリア含量と機能の低下、運動持久力の低下が認められ、更に個体
レベルでの耐糖能障害、インスリン抵抗性が認められた。更に、骨格筋においてアディポネクチン
/AdipoR1 が細胞内 Ca2+濃度及び AMP 濃度を上昇させるなど、運動を模倣するシグナルを有することが
明らかとなったため、骨格筋特異的 AdipoR1 欠損マウスに２週間の運動治療を行い、その効果を解析し
た結果、ミトコンドリア含量と機能の低下は完全に回復し、個体レベルでのインスリン抵抗性も完全に
回復した（Nature 464, 1313-1319, 2010）。
本成果は、アディポネクチンが AdipoR を介して細胞内カルシウム（Ca2+）濃度の上昇と AMP キナー
ゼ（AMPK）/長寿遺伝子 SIRT1 の活性化の両方をもたらし、運動を同じような効果を発揮することを
明らかにした。
また、東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の長野グループ及び、理化学研究所の田仲グル
ープとの連携により、AdipoR アゴニストのスクリーニングを行い、候補化合物を複数得た（未発表デ
ータ）。スクリーニングを進め、有用な化合物については、構造解析に供する。
機能解析に関する論文発表は、4 件、また、特許出願は、2 件である。
機能解析に関しては、予想以上の成果を挙げ、また、AdipoR、AMPK という分子の生理的役割を明
らかにした点では、scientific に非常に重要な意味を持つと考える。また、本課題における成果（Nature
434, 1313-1319, 2010）について、2010 年 4 月 1 日、東京大学よりプレスリリースを行った。また、その
内容については、毎日新聞等多くの報道機関から発信・報道された。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

4件

５．各機関の特許出願件数

2 件（うち国外 2 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
年々予算が縮小されていく中で、研究の進捗速度のみならず、研究の質・量共に維持していくことの
困難さは、想像をはるかに超えている。しかしながら、そのような状況下で、アディポネクチン・AdipoR
において、世界をリードしてきた地位は本プロジェクトスタート時より守っており、さらに 2010 年 4
月、アディポネクチン・AdipoR1 の成果の一部が Nature 誌の中でも “Article”に掲載されたことは、
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アディポネクチン・AdipoR が糖尿病・メタボリックシンドロームの治療という観点から、世界的に大き
な期待と評価を受けていることの実証であると考える。AdipoR はその性質上、構造解析は極めて困難で
あり、その難易度は、存在するタンパク質の中でも群を抜いていることは言うまでもないが、確実に前
進しており、本プロジェクト期間中の構造決定を目指せる段階まで到達している。さらに AdipoR 以外
のタンパク質については、構造解析・阻害剤の探索等、確実に成果を挙げている。
８．課題内の情報共有・連携体制
東京大学・門脇グループ、福山グループ、理化学研究所・横山グループ、生理学研究所・箕越グルー
プのメンバーが集まり、研究の進捗状況・問題点に関する情報交換を行うと共に、今後の研究内容に関
して打ち合わせを行っている。必要に応じて、mail・電話等で情報・進捗状況を共有し、効率的な連携
を図っている。
９．他の課題との情報共有・連携
・制御 C（長野）との連携により、東大ライブラリー機構よりデータベースおよび化合物の供与を受け、
スクリーニングを進めた。
・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、N 末端欠損変異体、T4 lysoyme
融合タンパク質の作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、相互作用分
子との共結晶化、立体構造認識抗体作製用の抗原調製、抗体フラグメントとの共結晶化、脂質メソフェ
ーズ法を用いた結晶化スクリーニングを行った。
・生産 D3（岩田）との連携研究により、AdipoR1 及び AdipoR2 に対する結晶構造解析用マウスモノクロ
ーナル抗体の作製を目的に、昆虫細胞から大量調製した AdipoR1 及び AdipoR2 をリポソームに再構成し
て免疫した。
１０．人材育成
東京大学における人材育成の取り組みとして、代表者は、本プログラムに参加するメンバーが研究者
として自立し、本プログラムの研究を主体的に進められるような体制を提供できるよう調整・運営をし
ている。本プログラム参加当時、大学院生またはポスドクであった者については、現在、両名とも大学
の特任助教として、引き続き研究に参画している。
１１．終了までの具体的な見通し
AdipoR の立体構造解析については、本プロジェクト期間内に終了予定であり、機能解析においても
推進する。
AdipoR の立体構造が解明された際は勿論のことながら、現時点で見出している AdipoR アゴニストの
候補化合物に関しても新規の糖尿病治療薬としての応用・実現化を視野に入れた企業等との共同開発が
進行しつつある。
AdipoR2 の N 末欠損変異体の結晶化条件展開を行い、大きな結晶へ成長させる事を試みると同時に、
SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて微結晶の回折データ取得及び構造解析を目指す。本年度調
製終了予定の立体構造認識抗体を複数種用いた AdipoR1 及び AdipoR2 との共結晶化を継続し、結晶品
質の改善を図ると共に回折データ取得を目指す。相互作用分子との共結晶化、抗体・AdipoR・相互作用
分子の三者複合体の結晶化も試みる。
AMPK 三者複合体の発現系の末端領域の見直しや結晶化条件展開を行い、構造解析可能な結晶を得る
ことを試みる。SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて得られた結晶の回折データ取得及び立体構
造解析を目指す。
AMPK キナーゼドメインと新規阻害剤との複合体の立体構造解析を終了させ、得られた立体構造情報
をもとに、さらに効果的な新規阻害剤を同定する。
ACC の結晶に新規結合化合物をソーキングすることで複合体の結晶を作成する。同時に共結晶化も試
みる。得られた複合体結晶の立体構造を解析し、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、新規
化合物の合成を進める。
CaMKK2 と新規阻害候補化合物の共結晶の構造決定を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
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本プログラムの成果がそのまま実用化に応用することは極めて困難であると考える。応用するために
は、もう一段階ステップアップした研究費の仕組みを作ることが必要ではないかと考える。また、同時
に大学と産業界を結びつける共同研究の枠組みを新たに構成していくことが重要である。本プロジェク
トの成果は、生活習慣病の画期的新規治療薬の開発に直結し、また、世界的なニーズも極めて高いと考
える。
１３．特記事項
本グループは、ターゲット 3000 から参画し、その発展型研究として、ターゲットタンパクに参加し
てきた。今後、本グループを含めたこれらのプログラムの膨大な成果を社会に還元させることを実現化
する研究を推進することが極めて重要であると考え、貢献したいと希望している。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

1,830

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

5,196

12,867

11,742

旅費（千円）

業務実施費（千円）

32,019

22,830

15,258

13,335

その他（千円）

1,926

間接経費（千円）

9,606

8,956

8,437

7,523

間接経費（千円）

5,215

39,648

合計（千円）

41,625

38,812

36,562

32,600

合計（千円）

22,600

172,199
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療
法開発」
（メタボリックシンドロームの制御に関わるタンパク質の複合体構
造解析と制御化合物の設計）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究所

機関の代表研究者名

横山 茂之

１．課題開始時における各機関の達成目標
我国死因一位の心血管疾患の主因はメタボリックシンドローム(MS)・糖尿病と考えられ、それらの激
増の主因はエネルギー蓄積による肥満とそれに伴うインスリン感受性アディポカインであるアディポ
ネクチン(Ad)の低下であることを明らかにした。Ad は AdipoR と結合し、AMPK を活性化して、ACC
をリン酸化して活性を抑制すること等によって、末梢組織(肝臓や骨格筋等)でエネルギー燃焼等を促進
する。一方中枢神経系では、AdipoR/AMPK 抑制が食欲抑制等を介して抗肥満に作用する。本研究では、
AdipoR がアゴニストまたは、アンタゴニストのリード化合物及び細胞内シグナル分子と結合した状態、
さらに AMPK や ACC の立体構造解析を機能解析と組み合わせて行うことにより、最終的に AdipoR ま
たは、 AMPK または、 ACC の活性制御剤を得ることを目的とする。独立行政法人理化学研究所では、
タンパク質試料の調製、複合体形成、結晶化、X 線構造解析、ならびに阻害剤のインシリコスクリーニ
ングに関わる研究を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
【AdipoR】
大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞で AdipoR1、R2 発現系を作り、良好な発現を確認
した。昆虫細胞とヒト細胞を中心に生産の要素技術（欠損変異、融合タンパク質作成、安定化脂質・界
面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、立体構造認識抗体作成）を駆使してスクリーニング
や大量調製、結晶化を行った。その結果、AdipoR2 および AdipoR1/抗体複合体の結晶化に成功した。
【ACC】
ACC2について既知阻害剤との複合体の結晶構造解析が成功した。インシリコスクリーニングとアッセ
イの結果、IC50:300nMの競合結合化合物を取得した。ACC1の結晶化に成功した。
【AMPK】
大腸菌無細胞合成系を用いて安定なAMPK三者複合体のサンプルの調製に成功し、結晶化に成功した。
AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)と既知阻害剤Compound Cとの複合体の立体構造を決
定した。この構造は、より特異性の強い新規阻害候補化合物の探索に使用し、インシリコスクリーニン
グを行い、最も活性の高いものでIC50: 70 nMの阻害剤を発見した。細胞を用いたアッセイにより、さら
に特異性を向上させた阻害剤を同定した。これらのうち2化合物について複合体の結晶構造を決定した。
ヒトAMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とそのC末端にある自己阻害ドメインを含んだ
領域について、単結晶を得た。
【AMPKKs】
AdipoR を介したシグナリングの主要な AMPKKs である CaMKK2 と阻害剤 STO-609 の共結晶化およ
び構造決定に成功した。さらに、構造に基づいてインシリコスクリーニングを行い、CaMKK2 特異的阻
害剤のスクリーニングを開始すると共に、フラグメントヒット化合物との共結晶化に着手した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
【AdipoR】
アディポネクチン受容体（AdipoR）は7回膜貫通型タンパク質であり、結晶化が極めて難しい。生産
C（横山）の協力により、開発された膜タンパク質生産の要素技術を駆使し、結晶化を容易にするため
の様々な改良を試み、結晶化成功へと導くことが出来たことを報告する。
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発現系の選定：AdipoRの発現系として、大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞の発現系を
構築した。いずれの発現系においても良好な発現を得ることができ、そのうち昆虫細胞とヒト細胞での
発現系を中心に、精製条件の検討を行った。
安定性評価：膜画分から可溶化する界面活性剤のスクリーニングと条件の最適化を行い、結晶例が多
数あるdodecylmaltoside (DDM)により可溶化できた。TLCを用いた脂質分析により、AdipoRに様々な脂
質が結合していること、これら脂質が過剰に除去されるとタンパク質安定性が低下することを見いだし
た。ゲルろ過性状解析から、コレステロールやリン脂質を添加することにより安定性が高まること、各
精製ステップの熱安定性試験(CPM Assay)から、熱安定性向上条件を明らかにした。
変異体：AdipoR全長での発現、精製を行ったところ、凝集傾向が見られたため、安定化を目的として
以下の変異体の作製を行った。
・９種のN末端欠損変異体を昆虫細胞に発現させ、ゲルろ過性状分析を行い、安定性の高い領域を見い
だした。この領域を昆虫細胞及びヒト細胞に大量発現させ精製し、蒸気拡散法及び脂質メソフェーズ法
により結晶化スクリーニングを行った。脂質メソフェーズ法には生産で開発された自動分注機を用い広
範囲なスクリーニングを行うことができ、結果としてAdipoR2の結晶（最長50 µm程度）が得られている
（図１）。解析Cで新しく開発されたビ
ームラインを用いて結晶の改質を行って
いる。
・ GPCRでの結晶化例を参考にし、T4
192.8
117.9
Lysozymeとの融合タンパク質を作製し
99.3
た。AdipoR1の各ループ部分にT4
Lysozymeを挿入した変異体のゲル濾過
54.1
性状比較等により、細胞内第2ループに挿
37.8
入した変異体が安定なことを見いだし
た。
29.5
抗体との共結晶化：更に、同じく安定
20.2
化を目的とし、立体構造認識抗体の調製
を行った。親水性領域増大による膜タン 図 1. AdipoR の精製および結晶化
パク質の疎水的性質の改善、正しいフォ (左)AdipoR2 の SDS-PAGE およびゲルろ過プロファイル
ールディングの維持、抗体分子による結
(右)AdipoR2 の結晶写真
晶パッキングの強化が期待できる。特異
抗体は、生産D3課題（岩田）と生産C課
題（横山）との連携研究により作製した。結合能の高いIgGが複数得られ、AdipoRとFabおよびFv領域
の共結晶化を行った。Fv領域は、ハイブリドーマ細胞よりクローニングを行い、Brevibacillus発現系に
より分泌発現させた。AdipoR1とFv領域との複合体について、結晶（長辺100μm以上）が得られている。
相互作用分子との共結晶化：脂質に再構成し
た AdipoR が、相互作用因子である Adiponectin、
Osmotin、APPL1 PTB ドメインと結合すること
を、生産 C が開発した活性評価系を用いて確
認した（図 2）。様々な AdipoR1 の N 末端領
域を大腸菌無細胞合成系で発現させ、プルダウ
ン法により APPL1 PTB ドメインと結合する
AdipoR1 の N 末端領域を同定した。以上の結
果から、相互作用分子との共結晶化に適した変
異体を選択し、親水性領域増大による結晶化促
進を目的に共結晶化を行っている。
図 2. AdipoR1 と ligand の相互作用解析
【AMPKKs】
CaMKK2 について、大腸菌無細胞合成系を用いてキナーゼドメインを精製し、結晶化の条件検討を行
った。その結果、CaMKK 特異的阻害剤 STO-609 の共存下で構造解析に足る結晶を得ることができた。
得られた結晶について、SPring-8 を利用して 2.4 Å 分解能の Native データ収集を行い、分子置換法によ
り、CaMKK2・STO-609 複合体の構造決定に成功した。構造解析の結果、STO-609 は ATP 結合ポケット
内に存在する CaMKK 特異的残基を介して、水素結合および疎水的相互作用により CaMKK2 に結合し
ていることが明らかになった（図 3.1）。また、CaMKK2 は他の多くのキナーゼと異なり、活性化ループ
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のリン酸化に依存しない活性型構造をとることを明らかにした。さらに、決定した立体構造に基づいて、
CaMKK2 の構造機能相関の解析を行った。CaMKK2 の STO-609 結合ポケットに位置するプロリン
（Pro274）は他の多くのキナーゼではグルタミン酸であることに着目し、Pro274 を Glu に変えた CaMKK2
（P274E）変異体を作成した。野生型および変異型 CaMKK2 キナーゼドメインの STO-609 による活性
阻害を比較した結果、P274E 変異体では野生型と比較して STO-609 による活性阻害の大幅な低下が認め
られた（図 3.2）。このことから、CaMKK2 の Pro274 が STO-609 による選択的阻害に重要な役割を果た
していることを示された。

図 3.1

図 3.2

CaMKK2 キナーゼドメインと阻害剤

STO-609 による野生型（WT）お

よび P274E 変異型 CaMKK2 の活性阻害

STO-609 の共結晶構造

CaMKK2 テーマへの制御領域の支援研究により、既知阻害剤と X 線構造に基づいてインシリコスク
リーニングを行い、東大制御ライブラリーから約 1 万の候補化合物を選択し、CaMKK2 および CaMKK1
に対する特異的阻害評価系を構築して、阻害剤スクリーニングを開始した。また、制御領域の支援研究
により、フラグメントヒット化合物を取得し、購入後、共結晶作成に着手した。
LKB1 のキナーゼドメインは、通常の方法では可溶性タンパク質試料を得ることが困難であったが、
バキュロウイルス発現系を用いてシャペロンタンパク質 Cdc37 との共発現を行った結果、可溶性タンパ
ク質として LKB1 キナーゼドメインを調製することができた。
【AMPK】
ヒト AMPK α2 サブユニットキナー
ゼドメインのリン酸化状態類似変異
体 (T172D) と 選 択 的 阻 害 剤 で あ る
Compound C との複合体の立体構造を
解明した。その立体構造を用いたイン
シリコスクリーニングとアッセイを
行うことにより、新規阻害作用化合物
を見いだした。見いだされた新規阻害
作用化合物を用いて、AMPK α2 サブ
ユニットキナーゼドメイン(T172D)と
の複合体として立体構造を解明する
ことができた。この立体構造は、より
特異性の強い新規阻害候補化合物の
探索に使用した（図 4）。
図 4. AMPK キナーゼドメインと
AMPK の X 線構造に基づいてイン
低分子複合体
シリコスクリーニングを行い、133 化
合物を選択した。その中から 10 個程
度の阻害剤が発見され、最も活性の高いもので IC50: 70 nM の阻害剤を発見した（図 5）。
細胞を用いたアッセイにより、さらに特異性を向上させた阻害剤を見出すことができた。3 種類の化
合物について、共結晶化法により、AMPK と低分子との複合体の結晶が得られた。そのうち 1 種類につ
いては 1.75 Å までの反射データが得られ、立体構造決定に成功した。現在構造精密化中である。
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とその C 末端にある自己阻害ドメインを含ん
だ領域について、単結晶を得ることができた。
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ヒト AMPK αβγ三者複合体につい
て、ターゲットタンパク生産との連携
により、サブユニット、領域、変異体
のさまざまな組み合わせで大腸菌無細
胞発現系を用いて大量調製をして組合
せを選び、さらにシャペロンを添加す
ることによって、安定性の高いサンプ
ルを得ることができた。
【ACC】
ACC2 の CT はアポ体の結晶が得ら
れており、新規阻害作用化合物との複
合体での結晶化を目指している。ACC1
の CT は単結晶が得られており、分解
能をあげるためにさまざまな方法を試
みている。
図 5. AMPK の X 線構造に基づくインシリコスク
ACC2 については、全長タンパク質
リーニング
ではなく、大量に調製しやすい CT ド
メインを用いて活性部位へ結合する阻
害剤候補化合物をアッセイするために、制御領域で開発した阻害剤蛍光法を用いることとし、蛍光プロ
ーブを設計し、東大福山研で５種のプローブ化合物を合成頂いた。これらの蛍光相関分光用プローブと
しての適合性を評価し、１プローブを選定した。制御領域で理研が開発した PALLAS システムによるイ
ンシリコスクリーニングを東大制御化合物ライブラリー15 万化合物に対して実施した。約 1200 の候補
化合物の結合活性をアッセイした結果、結合化合物を発見した。その後、制御領域の支援研究により、
IC50:300nM の競合結合化合物を取得した。今後、箕越研において細胞評価を実施するとともに、横山
研において共結晶を取得して、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、福山研において新規化
合物の合成を進めることを計画している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
機能解析グループからの報告参照
３．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構

14 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

2件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
s であ K や主要な AMPKKs である CaMKK2 の化合物との複合体構造決定に成功し、インシリコおよび
阻害剤スクリーニングが順調に進行しており、その他のタンパク質群についても結晶化に成功している
ことから構造解析が見込まれ、当初の計画を十分に達成している。
８．課題内の情報共有・連携体制
箕越研でのスクリーニングに結果に基づき選定した化合物を、福山研で合成し、横山研で結晶化を行
った。課題の各メンバーが集まり、研究の進捗状況・問題点に関する情報交換を行うと共に、今後の研
究内容に関して打ち合わせを行っている。必要に応じて、mail・電話等で情報・進捗状況を共有し、効
率的な連携を図っている。
９．他の課題との情報共有・連携
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・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、N 末端欠損変異体、T4 lysoyme
融合タンパク質の作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、相互作用分
子との共結晶化、立体構造認識抗体作製用の抗原調製、抗体フラグメントとの共結晶化、脂質メソフェ
ーズ法を用いた結晶化スクリーニングを行った。
・生産 D3（岩田）との連携研究により、AdipoR1 及び AdipoR2 に対する結晶構造解析用マウスモノク
ローナル抗体の作製を目的に、昆虫細胞から大量調製した AdipoR1 及び AdipoR2 をリポソームに再構
成して免疫した。理研から京都大学へ実験者を派遣し共同で実験を行った。
・制御 C（長野）との連携により、東大ライブラリー機構よりデータベースおよび化合物を供与いただ
き、構造情報に基づく CaMKK2 のインシリコスクリーニングを実施するとともに、阻害候補化合物と
の共結晶化に着手している。
・解析 C との連携により、新しく開発されたビームラインを用いて AdipoR 結晶の改質を行っている。
１０．人材育成
本課題においてターゲットとしているタンパク質群は、最も解析が難しいと考えられている研究課題対
象のタンパク質で極めて難易度の高い試料であり、本課題に従事することそのものが人財・育成に資す
るものであると考えられる。この分野の最前線の機能解析グループと構造解析グループとの連携研究に
従事することとなり、さらに生産 C1 課題との連携によってタンパク質生産技術の開発を行い、このよ
うな最先端の技術開発を用いていることから、研究者として今後有用な経験になるに違いないと考えて
いる。
１１．終了までの具体的な見通し
メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 AdipoR/AMPK/ACC タンパク群
について、それぞれ構造解析に向け順調に進んでいる。特に CaMKK2、AMPK については化合物複合
体の構造決定に成功し、インシリコおよび阻害剤スクリーニングが順調に進行していることから、新規
阻害剤が見出されることが期待される。それ以外のタンパク質についても複合体結晶等の構造解析が見
込めることから、機能解析へとつながり、メタボリックシンドローム・糖尿病の発症メカニズムの解明
に寄与する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムの成果により、各タンパク質群の複数の阻害剤候補が得られていることから、世界的ニ
ーズが極めて高く、多くの製薬企業においては重点分野となっている生活習慣病（メタボリックシンド
ローム・糖尿病）分野の疾病の理解や薬剤の開発に直結し、大きく貢献することが期待できる。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

4,060.639

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,676.104

人件費（千円）

9,954.263

9,503.505

9,565.702

10,153.858

旅費（千円）

629.06

業務実施費（千円）

4,276.507

3,765.726

2,934.298

2,153.835

その他（千円）

249.582

間接経費（千円）

4,269.230

3.980.769

3,750

3,692.307

間接経費（千円）

18,500

17,250

16,250

16,000

合計（千円）

１３．特記事項
該当なし
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２３年度

合計（千円）

計

2,884.615
12,500

80,500
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代表／分担機関の課題名

「メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療
法開発」（AMPKK/AMPK/ACC タンパク群の立体構造情報に基づいた活性調節
機構の解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

大学共同利用機関法人自然科学研究機構生理学研究所

機関の代表研究者名

箕越靖彦

１．課題開始時における各機関の達成目標
中枢におけるAMPK の阻害剤、或は末梢におけるACC 阻害剤は、エネルギー燃焼に注目しメタボリック
シンドローム・糖尿病の鍵分子をターゲットとした新規の治療法となる。またこれら阻害剤はエネルギ
ー燃焼系の医学・生命科学分野の全世界の研究に多大に貢献する。そこでAMPKやACCの立体構造解析を
機能解析と組合せて行う事により、最終的にナノモルオーダーのAMPK及びACC 活性制御剤を得る事を達
成目標とする。下図は、課題開始時の年次計画である。当機関では、AMPKK/AMPK/ACCタンパク群
の立体構造情報に基づいた活性調節機構の解析を行い、これらの分子を標的とした創薬のための基礎的
データを得ることを達成目標とする。
平成19年度
第１ 段階

ACC
AMPK

平成20年度
第2 段階

平成21年度
第3 段階

立体構造の解析

ケミカルライブラリー
スクリーニング

リード化合物の
構造展開

大量調製・結晶化

立体構造の解析

ケミカルライブラリー
スクリーニング

平成22年度
第4 段階

平成23年度
第5 段階

2次スクリーニング

リード化合物の
構造展開

個体レベルでの
治療法の開発

2次スクリーニング

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析に関する進捗及び成果
① ヒト AMPKα2 サブユニット触媒部位とのその C 末端にある自己阻害ドメインを含んだ領域について
単結晶を得ることに成功し、既知 AMPK 阻害剤 Compound C との複合体の立体構造を解明した。また、ヒ
ト AMPK αβγ三者複合体について、安定性の高い試料を得ることができた。
② AMPKK の一つである Ca2+/calmodulin (CaM)-dependent protein kinase kinase β (CaMKKβ)とそ
の阻害剤である STO-609 との複合体の立体構造を解明した。
機能解析に関する進捗及び成果
① AMPK 活性制御候補化合物のスクリーニングと培養細胞を用いた解析
AMPKα2 触媒サブユニットの立体構造情報に基づいてインシリコ・スクリーニングを行い、133 化合物
を選択した。この情報を基に、国立大学法人東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構、国立大学
法人東京大学大学院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座から化合物の供給を受け、1 次-4 次スクリ
ーニングを行った。その結果、既知阻害剤である Compound C よりも低濃度（ナノモルオーダー）で
阻害作用を惹起し、特異性も高く、且つ培養細胞において効果的に AMPK 活性を阻害する新規化合物
を得た。
② AMPKの生理機能に関する研究（AMPKによる摂食調節機構の解析）
視床下部室傍核AMPKが、食餌嗜好性を調節することを明らかにした。この研究成果は、ストレスに伴
う炭水化物食の摂取や肥満における脂肪食の摂取に、同神経核AMPKが重要な調節作用を営むことを示
唆しており、摂食調節の研究に大きく貢献すると考えられる。
③ ACCの立体構造情報に基づいた化合物スクリーニング
独立行政法人理化学研究所・横山チームリーダーのグループにおいて選択した新規候補化合物につい
て、当機関が確立した測定系を用いて ACC 阻害活性を調べた。既知化合物 TOFA などの阻害活性を確
認するとともに、阻害活性を持つ新規化合物を 1 種類得た。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
① ヒト AMPKα2 サブユニット触媒部位とのその C 末端にある自己阻害ドメインを含んだ領域について
単結晶を得ることに成功し、既知 AMPK 阻害剤 Compound C との複合体の立体構造を解明した。Compound
C は、AMPKα2 サブユニットに結合することによって活性化ループの構造を大きく変え、さらに AMPK の
ATP 結合部位に一部結合することによって阻害効果を引き起こすことを見出した。本研究成果は、Acta
Cryst D67:480, 2011 に発表した。また、ヒト AMPK αβγ三者複合体について、ターゲットタンパク生
産との連携により、大腸菌無細胞発現系を用いてサブユニット、領域、変異体のさまざまな組み合わせ
を各々大量に調製し、最適な組合せを選んだ。さらにこれにシャペロンを添加することによって、安定
な試料を得ることができた。
② AMPKKの一つであるCa2+/calmodulin (CaM)-dependent protein kinase kinase β (CaMKKβ)とその
阻害剤であるSTO-609との複合体の立体構造を解明した。本研究成果は、J Biol Chem, 2011 (印刷中)
に発表した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
① AMPK活性制御候補化合物のスクリーニングと培養細胞を用いた解析
AMPKα2触媒サブユニットの立体構造情報に基づいて、独立行政法人理化学研究所・横山チームリーダ
ーのグループにおいてインシリコ・スクリーニングを行い、133化合物を選択した。国立大学法人東京
大学生物機能制御化合物ライブラリー機構から化合物の供与を受け、当機関においてAMPK活性への阻害
効果を調べた。その結果、2種類の候補化合物を得た。平成21年度、2種類の候補化合物の構造情報を基
に、理化学研究所・横山チームリーダーのグループにおいてインシリコ・スクリーニングによって新た
に56化合物を選び、AMPK活性阻害効果を調べた（2次スクリーニング）
。その結果、5種類の候補化合
物を得た。平成22年度、国立大学法人東京大学大学院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座おいて、
これらヒット化合物の基本骨格を維持しながら、残基を修飾した16化合物を合成、これを用いてスクリ
ーニング（3次スクリーニング）を行い、2種類の有用な化合物を得た。得られた候補化合物のIC50値
は既知阻害剤Compound Cとほぼ同じであったが、AMPKに特異性の高いことが分かった。さらに、
2-deoxyglucoseなどAMPKを活性化する様々な薬物を培養細胞に作用させ、新規化合物がAMPKの活性
化を選択的に阻害することを明らかにした。平成23年度、国立大学法人東京大学大学院薬学系研究科分
子薬学専攻医薬化学講座おいてさらに19化合物を合成、これらを用いて当機関にてスクリーニングを行
った（4次スクリーニング）。結果、22年度に得た化合物よりも、より低濃度でAMPK活性を抑制し、
且つAMPKを選択的に阻害する新規化合物を得た。この化合物は、Compound Cよりも低濃度（ナノモ
ルオーダー）で阻害作用を引き起こし、且つ特異性も高いことから、今後のAMPK研究において必須の
ツールになると確信する。本研究成果は、本年度中に発表あるいは投稿できると考えている。
一方、本研究の過程で、放射性化合物を用いないで、酵素法によって2-deoxyglucoseの細胞内への取
り込み量を測定する方法を開発し、論文に発表した（Anal Biochem 2011）。生理学研究所ホームペー
ジにもその成果を発表した。さらに、国内の企業と提携し、同測定方法を用いたキットを開発、販売を
開始した。
② AMPKの生理機能に関する研究（AMPKによる摂食調節機構の解析）
当機関では、これまでに、視床下部AMPKが摂食を調節することを明らかにしている。本研究では、
レンチウイルスを用いてマウス視床下部の各神経核に活性型AMPKを発現させ、摂食に及ぼす効果を調
べた。その結果、視床下部室傍核に活性型AMPKをマウスに発現させると、炭水化物に対する嗜好性が
亢進して摂食量が増加し、肥満することを見出した。これに対して肥満動物では、室傍核AMPK活性が
反対に低下しており、そのため脂肪食に対する嗜好性が亢進することを見出した。さらに、視床下部室
傍核に発現する神経ペプチドの役割を調べた結果、CRHニューロンのAMPKが食餌嗜好性の調節に関
わることを見出した。この研究成果は、ストレスに伴う炭水化物食の摂取や肥満における脂肪食の摂取
に、同神経核AMPKが調節作用を営むことを示唆しており、摂食調節に関する今後の研究に大きく貢献
すると考えられる。AMPKの選択的阻害剤は、このようなストレスに伴う過食の制御に、将来役立つ可
能性がある。これらの実験成果をまとめて論文に投稿し、現在、再投稿のための追加実験を行っている。
③ ACCの立体構造情報に基づいた化合物スクリーニング
部分生成したACCを用いて、化合物のACC阻害活性を調べる測定系を当機関で確立した。理化学研
究所・横山チームリーダーのグループが選択した7つの新規候補化合物の内、購入できた5種類のACC
阻害活性をこの測定法を用いて調べた。その結果、既知化合物の阻害活性を確認するとともに、阻害活
性を持つ新規化合物を1種類得た。阻害活性は既知阻害剤であるTOFAと同程度であった。
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３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
AMPKの活性制御候補化合物のスクリーニングは当初計画を達成している。ACC2の立体構造情報に基
づいた化合物スクリーニングは、ACC2立体構造の解析が困難であった為、現在、２次スクリーニング
に入る段階である。機能解析は、当初計画をほぼ達成している。
８．課題内の情報共有・連携体制
「研究成果」の項で明らかなように、AMPK、ACCの活性制御候補化合物のスクリーニングは、課題
内における各機関の情報共有及び緊密な連携体制によってなされた。また、AMPK及びCaMKKの結晶
化、さらにはヒトAMPK αβγ三者複合体の効率的な精製に、当機関からの情報提供が貢献している。
９．他の課題との情報共有・連携
酵素法を用いて2-deoxyglucoseの細胞内への取り込み量を測定する方法は、国内企業と連携し測定キッ
トとして販売を開始している。今後、海外にも販売する予定である。AMPKの選択的阻害剤は、論文に
発表後、国内外の研究者に化合物を提供する。
１０．人材育成
大学院生及び本プログラムで雇用したポスドクは、研究者として自立できるよう、教授である箕越が責
任を持って教育を行っている。本プログラムで雇用したポスドクの内、1名は、平成23年度より他大学
の助教となり勤務している。また、大学院生の1名は、当機関の非常勤研究員として引き続き研究に参
画している。その他の大学院生は、当機関において引き続き研究に参画している。
１１．終了までの具体的な見通し
AMPKの選択的阻害剤は、本プロジェクト期間内に論文を投稿予定である。論文発表後、東京大学大学
院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座と連携して同化合物を他研究者に提供したい。また、これを
用いて摂食への効果を調べる予定である。AMPKの機能解析については、本プロジェクト期間内に終了
予定。ACCの選択的阻害剤の探索については、本プロジェクト終了後も予算が許せば続けたいと考えて
いる。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
AMPKの選択的阻害剤は、論文発表後、東京大学大学院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座と連携
して同化合物を他研究者に提供する。本プロジェクトで見出した阻害剤は、既知AMPK阻害剤と比べて
はるかに特異性が高く、且つ低濃度で効果を発揮する。従って、今後のAMPKの機能解析に必須の研究
ツールになると考えている。さらに、AMPKとその関連タンパク質は、生活習慣病と密接に関係してい
ることから、本研究成果は生活習慣病における新規治療薬の開発に大きく貢献すると考えられる。
１３．特記事項
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Ａ６－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

5,524

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

4,799

5,577

806

業務実施費（千円）

5,149

5,153

3,799

6,963

その他（千円）

1,120

間接経費（千円）

3,202

2,986

2,813

2,331

間接経費（千円）

1,592

12,923

13,875

12,938

12,188

10,100

合計（千円）

6,900

56,001

設備備品費（千円）

合計（千円）

２３年度

旅費（千円）

計

3,986
0
202

６

516

Ｂ１（医学・薬学等への貢献）代表機関のマネジメント
課

題

名

ケモカイン・ケモカイン受容体・シグナル制御分子フロントファミリーの構造・
機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人東京大学
松島

綱治

１．課題開始時における達成目標
白血球遊走因子ケモカインとその受容体は、様々な慢性炎症性疾患 図１
において新たな治療薬開発の標的分子として注目されている。しかし、
ケモカインシステムの複雑さ故に未解明な部分が多く、阻害剤開発は
難航している。本研究ではケモカイン、ケモカイン受容体に加えて、
新たに我々が発見した受容体シグナル制御分子フロントからなる分子
ネットワークをターゲットタンパクとして機能解析を展開し、分担研
究者が従事してきた構造生物学的手法を駆使して解析を行い、免疫制
御システムを立体構造の見地から解明する。得られた機能的知見と構
造的知見とに基づき，論理的創薬ならびに化合物スクリーニングからの新規作用機序の創薬開発（図１）
を遂行し、慢性炎症性疾患の治療薬の開発という具体的な社会への貢献を本研究の達成目標とする。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
ケモカイン受容体 CCR2 とそのシグナル促進因子フロ
ントの相互作用を標的とした、新しい作用機序の慢性炎
症性疾患治療開発を目指した本課題における、構造解
析・機能解析・創薬開発の各パートの成果項目を図２に
まとめた。構造解析において、①CCR2 上のフロント結
合部位である Pro-C の、フロント結合状態および膜結合
状態の立体構造を決定した。さらに、フロント結合部位
と膜結合部位を同定し、新たな受容体活性化モデルを提
案した。②フロント上の CCR2 結合領域を最適化した結
果、良好な NMR スペクトルを得て、CCR2 結合能を保
持したドメイン(FNT-C)を見出すことに成功した。また、
FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合領域を同定した。さらに、
図２
FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集が抑制された変異体
を得ることに成功した。③全長フロントの発現・精製を検討し、CCR2 Pro-C との結合活性を保持した
全長フロントを得ることに成功した。④昆虫細胞発現系を用いて全長 CCR2 の発現に成功した。ナノデ
ィスクを用いた活性を保持した状態での精製の検討を進めている。⑨FNT-C および全長フロントについ
て、単体および創薬開発で得られた抗炎症薬候補化合物群との複合体の結晶化を進めている。機能解析
において、⑤CCR2 上のフロント結合領域を同定し、⑥新たなフロント会合分子として CCR5 を同定し
た。⑦フロントによる細胞遊走促進機構を明らかにした。⑧フロント遺伝子改変マウスの作出を完了し、
フロントのコンディショナル欠損により各種炎症モデルで炎症が軽減されることを見出した。創薬開発
では、構造・機能解析からの知見を基盤として⑩独自の高効率な創薬スクリーニング系を構築し、フロ
ント-CCR2 相互作用阻害化合物を選択し、細胞毒性に因らず白血球遊走を阻害し、マウス疾患モデルで
抗炎症効果を発揮する化合物を現時点で 5 種獲得した。⑪13 万種以上の化合物のスクリーニング結果よ
り、ヒット化合物の一部に共通する基本骨格を新規に同定した。またヒット化合物の類似体の解析を実
施し、構造活性相関を明らかにした。⑫候補化合物群を用いて安定同位体標識した FNT-C に対して滴
定実験を行い、FNT-C 上の相互作用部位を同定した。さらに FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作
用部位を同定した。⑬制御化合物にフロントを加える NMR 滴定実験を行い、化合物上のフロント相互
作用部位を決定した。以上、構造解析と代表機関による機能解析の知見を統合し、動物モデルで抗炎症
効果を示す化合物を得た。他の炎症性疾患モデルでの有効性評価試験を実施し、適応疾患を見極める予
定である。
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Ｂ１（医学・薬学等への貢献）代表機関のマネジメント
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①CCR2 Pro-C の立体構造とフロントおよび膜結合部位の NMR 解析
CCR2 Pro-C は、CCR2 上のフロント結合部位であり、細胞膜との結合が予
測される。フロントおよび膜と結合した CCR2 Pro-C が共にαへリックス構
造を形成することを、NMR を用いて明らかにした。さらに分担研究者が
開発した転移交差飽和法を用いて、CCR2 Pro-C 上のフロントと膜結合部位
を同定した。両者の結合に重要なアミノ酸残基は共通して疎水性残基であ
った。これらの結果から、CCR2 Pro-C の疎水面が、構造変化によって膜か
らフロントへと結合相手を変える CCR2 活性化モデルを提案した（図３）。
②FNT-C の立体構造と CCR2 結合部位の NMR 解析
フロントは C 末端領域において CCR2 と結合する。さまざまな長さの C 末
端領域を解析し、良好な NMR スペクトルを得て、かつ CCR2 結合能を保 図３
持したドメイン(FNT-C)を見出した。均一標識、アミノ酸選択標識、メ
チル基選択標識 FNT-C を調製し、NMR 解析を進めた。転移交差飽和
法と NMR 滴定実験を行い、FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合領域を同定し
た。FNT-C は凝集する性質を有し、NMR 解析や結晶化を困難なものと
していた。最近、FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集が抑制された変
異体を得ることに成功した。NMR スペクトルを図４に示す。この変異
体は、wild type と同様の CCR2 結合活性を保持しており、今後の解析に用いることにした。
図４
③全長フロントを用いた構造生物学的解析
N 末端にトリガーファクターを融合し、低温発現系を用いることで、全長フロントの大量発現に成功し
た。また、CCR2 結合能を保持した状態で、高純度に精製する方法を確立した。これにより、アッセイ
系の構築、抗体の取得、さらには構造生物学的解析の適用が可能となった。
④全長 CCR2 を用いた機能解析と立体構造解析
昆虫細胞発現系を用いて全長 CCR2 の発現を確認した（生産領域：東大先
端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生との共同研究）。また、活性を保持
した CCR2 を取得するため、ナノディスクを用い、生体膜と相互作用した
状態での CCR2 の取得を進めている（図５）。
図５
（３）機能解析に関する進捗及び成果
図６
①フロント━CCR2 結合様式の解析
CCR2 内フロント結合領域（CCR2 Pro-C）を同定し、Helical-Wheel
解析により CCR2 Pro-C が α へリックス構造をとり得ることを明らか
にし、その疎水性面が FNT-C との結合に重要であることがわかった
（図
６）。これは分担機関での構造解析からの結果と一致した。理化学研究
所・横山茂之先生との連携では、全長 CCR2 の発現・可溶化に成功し、
SPR 法で CCR2 が CCL2 と相互作用することを支持するデータを得た。
図８
②個体レベルでのフロント機能の解析
図７
フロントに対する各種抗体を作製し、フ
ロントの発現解析、フロントタンパク結
晶化に活用した。フロント完全欠損マウ
スは胎生致死であることが判明したた
め、コンディショナル欠損マウスを作製
図９
図１０
し（図７）、マウス慢性炎症モデルにお
ける予備的な試験において有意な発症
抑制が認められた。
③フロントネットワークの解析
フロントは CCR2 に加えて CCR5 にも結合し、シグナルを制御することを明らかにした（図８）。創
薬スクリーニングで得られたヒット化合物は CCR2/CCR5 のデュアルアンタゴニストとして働くことが
判明した。これより現行の単独受容体阻害剤と比べて適応疾患の拡大化と強い抗炎症作用が期待された
（図９）。またフロントによる細胞遊走の分子制御機構の解明に重要な知見を得た（図１０）
。さらに他
のケモカイン受容体 CCR1 および CCR3 に対するフロント様制御分子を同定した。
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（４）創薬開発に関する成果
図１１
①フロント━CCR2 相互作用スクリーニング
HTRF 法を用いたフロント-CCR 相互作用阻害物質のハイスループットスクリ
ーニング（HTS）系を確立し、創薬オープンイノベーションセンターの化合物
ライブラリーについてスクリーニングを実施し（図１１）
、再現性試験・カウン
ター試験により特異的阻害物質を選択した。先発 3 万化合物および今年度実施
した後発約 10 万化合物、計 13 万以上の化合物スクリーニングの結果、ヒット
化合物の一部に共通する基本骨格を新たに見出した。SPR により全長フロント
タンパクに対する結合活性で絞り込み、細胞・動物での評価に進めた。
図１２
②細胞レベルでの絞り込みおよび動物炎症モデルでの薬効・薬理試験
無細胞系ヒット化合物の細胞レベルでの白血球遊走阻害活性および細
胞毒性評価試験をすべて終了し、安定して白血球遊走を阻害し、かつ細
胞毒性のない 87 検体の有望な化合物を得た。動物への投与試験を順次
実施中で、現在までに 5 化合物がマウス腹膜炎モデルにおいてマクロフ
ァージ特異的に浸潤を抑制する抗炎症効果を示した（図１２）。ヒット
化合物の薬理試験、安全性、薬物動態試験を実施した。
③化合物の最適化と in vitro での化合物プロファイリング
ヒット化合物の類似体検索・評価を行い、相互作用阻害活性・細胞遊走阻害活性を向上させた。既知生
理活性物質ライブラリーの評価では 3 つのヒット化合物を得た。この誘導体・類似体のフロント-CCR2
相互作用阻害活性および細胞遊走阻害活性を精査した結果、既知の生理活性とは異なる特有の構造活性
相関を見出した。SPR 法により制御化合物は FNT-C 側に結合し、CCR2 との結合を阻害することを明ら
かにした。今回得られた知見に基づいて、制御化合物の論理的創薬および最適化が可能になると考える。
④フロントの結晶解析
全長フロントについて、単体および CCR2 Pro-C 複合体、抗炎症薬候補化合物複合体の結晶化を行った。
精製度を高めることで、結晶の再現性と成長速度が向上した。FNT-C についても、単体および抗炎症薬
候補化合物複合体の結晶化を進捗中である。なお、FNT-C については、②
に述べた凝集しない変異体の蛋白質濃度を大幅に向上できたことから、こ
の変異体用いて結晶化を行っている。
⑤フロント上の制御化合物結合部位の同定
大規模創薬スクリーニングにより見出した制御化合物について、安定同位
体標識した FNT-C に対して滴定実験を行い、FNT-C 上の相互作用部位を同
定した。制御化合物を最適化するため、近傍に結合する低分子化合物を見
出し、リンカーで結ぶことにより親和性・特異性を高めることが出来る。
NMR スクリーニングにより FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作用部 図１３
位を同定した。結合部位は制御化合物 No.7 の結合部位に隣接する位置であった（図１３）。
⑥制御化合物上のフロント結合部位の同定
制御化合物上のフロント結合部位を同定し、フロントとの相互作用に重
要な化学構造を見出すため、NMR 滴定実験により化合物上のフロント相互
作用部位を決定した。動物実験で抗炎症効果が確認できた５種類の候補化
合物はいずれもフロントとの結合が見られ、そのうち３種類は結合に関与
するエピトープを同定することが出来た（図１４）。
図１４

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数
PDB 登録の有無にかかわらず構
造解析したタンパク質数

２件
２件

４．課題全体の論文発表件数

６０件

５．課題全体の特許出願件数

４件（うち国外２件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ
ログラム内外含む）

８件
（うち産業界との共同研究数２件）
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７．当初計画に対する達成度
中核・分担機関の密な連携のもと、CCR2 上のフロント結合領域の同定、NMR 法に基づく CCR2 上の
フロント結合部位の立体構造および結合面の決定、フロント上の CCR2 結合ドメインの構造領域の精密
化、フロント上の CCR2 結合部位の同定、全長フロントの調製、全長フロントを構成するドメインの同
定に成功し、さらには高難易度の膜蛋白質である CCR2 全長蛋白質の発現に成功し、結晶化への展開を
図っている。またフロント遺伝子改変マウス作出を完了し、フロントの病態発症・悪化における役割に
ついて知見が得られ始めている。このような基礎的な知見を基盤として、ハイスループット創薬スクリ
ーニング系を構築した。当初計画の 3 万化合物に加えて、創薬オープンイノベーションセンター所有の
評価可能な残り約 10 万化合物の大規模スクリーニングに挑戦し、現在まで動物レベルで抗炎症効果を
発揮する 5 種の有望な化合物を得ている。総計 13 万化合物の 1 次スクリーニングデータより相互作用
阻害と関連する重要な部分構造を同定できたことは計画以上の成果である。代表機関が見出した有望な
候補化合物群について、フロント上の化合物結合部位の決定、化合物上のフロント結合部位の同定に成
功し、さらにはフロントと化合物との共結晶化に取り組んでいる。全体的に見て、他の課題との共同研
究・連携を効果的に実施しながら当課題は当初の計画通り極めて順調に進行している。
８．課題内の情報共有・連携体制
プロジェクト開始以来、代表研究者は代表機関・分担機関が連携して両者の研究計画が円滑に進むよう
にとりまとめ、適切にマネジメントを行った。相互の訪問による課題内の班会議・打合せを２０回以上
行い、さらに日々の電話・メールでの密な情報交換により、構造解析情報と機能解析情報の共有を図り、
密接な連携のもとで研究を推進している。試料送付を２０回以上行うとともに、結果のフィードバック
に基づく相互の実験系の最適化を行っている。特に創薬開発において、代表機関のアッセイ系構築技術
と分担機関の蛋白質調製技術とが有機的に連携し、相互の進捗を促進している。
９．他の課題との情報共有・連携
生産領域：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生と共同で、ケモカイン受容体 CCR2 の発
現を確認した。また抗ヒト CCR2 抗体をご提供いただき、各種受容体発現細胞の解析に用いた。
生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、全長フロント蛋白質調製にあたり、小麦胚芽を用いたセ
ルフリータンパク質合成系を検討した。
生産領域：理化学研究所・横山茂之先生との連携により、発現・可溶化が困難であった全長 CCR2 が、
生産 C で技術開発された哺乳類細胞系によるタンパク質発現システムを用いる事で発現可能になった。
また、SPR 法を用い、CCR2 が CCL2 と相互作用することを示唆するデータを得た。更なる CCR2 発現
量増大への条件検討や、詳細な結合様式解明のための連携研究を進めている。
制御領域：創薬オープンイノベーションセンター・長野哲雄先生、岡部隆義先生と連携し、創薬スクリ
ーニングを実施中である。
制御領域：理化学研究所・田仲昭子先生と連携し、カウンターアッセイ系を構築した。
ターゲットタンパク研究・医学薬学分野：住本英樹代表および福井宣規代表の分担者である、九州大学
生体防御医学研究所・神田大輔教授と連携し、NMR 測定・X 線回折測定を行っている。
情報プラットフォームへ研究成果等を登録している。
１０．人材育成
研究代表者および研究分担代表者が各機関の大学院生およびポスドクについて指導を行っている。日々
のディスカッションや研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計画のもとで具体的な実験計画を自ら
立案し、自主的に進められるよう教育を行っている。分担機関に参加したポスドクと大学院生は、熊本
大学人材育成プログラムに参加し、企業研修、産学連携、産業移転等に関する教育を受けている。来年
度以降にむけて複数の研究費への申請中であるが、本プログラム終了後の進路は現時点で未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
終了までの見通しを図１５ にまとめた。CCR2 Pro-C の立体構造決定が既に終了しており、αヘリック
ス構造をミミックした阻害剤開発への展開が可能である。また、全長フロント蛋白質を提供し、さらな
るアッセイや抗体開発に供する準備が出来ている。高難易度な膜蛋白質である CCR2 の発現に成功した
ことから、全長フロントとの共結晶化に継続的に展開する。また、フロントと制御化合物との相互作用
に関する構造学的データをもとに、化合物の最適化を支援する。以上の結果および見通しに基づき、代
表機関との連携を強化しつつ、ヒット化合物構造の特許化および製薬企業への創薬シーズの導出を検討
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する。後発約 10 万化合物由来のヒットに
ついて動物モデルでの有効性評価を 7 月
中には完遂し、既得 5 化合物に加えて新た
な抗炎症薬候補物質の獲得を目指す。既存
のケモカイン受容体阻害剤との比較によ
り本創薬コンセプトの検証を行うと共に
遺伝子改変マウスを用いた個体レベルで
の機能解析をさらに進める。

図１５

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プロジェクトでは、機能解析と構造解析の密接な連携によって得られた知見を基盤とする創薬開発を
精力的に行ってきた。その結果、多数の抗炎症効果を示す候補化合物を獲得しており、終了後はこれら
について様々な病態モデルでの有効性評価を実施し、有望な化合物について製薬企業への導出を行う予
定である。タンパク・細胞レベルでのスクリーニングデータはすべて創薬オープンイノベーションセン
ターにフィードバックしており、今後の他の標的、特にタンパク間相互作用阻害に関して同ライブラリ
ー化合物を評価する際に、有用な参考データとして活かしていただけると考えられる。また多数の候補
化合物の獲得戦略を他の GPCR 受容体とその制御分子にも応用することで、本プロジェクトの成果を様々
な研究分野の創薬開発への発展に還元できるものと確信している。すでに他のケモカイン受容体に対す
る新規制御分子を同定しており、今後はこの分子をターゲットとした創薬開発を展開し、ケモカイン受
容体関連疾患の画期的治療薬創性を目指したい。
１３．特記事項
・活性を保持したタンパクの調製および結合部位の決定に成功した：活性を保持した全長および結合領
域タンパク質の調製に成功し、構造解析および機能解
図１６
析、さらに創薬スクリーニングの効率的な遂行が可能と
なった。最近の進捗として、フロント C 末端領域（FNT-C）
の凝集部位を同定し、凝集しない変異体を得ることに成
功した。これにより、結晶化条件の改善と NMR による
立体構造解析が可能となり、大至急解析を進めている。
交差飽和法や NMR 滴定実験などの NMR 解析により、
アミノ酸残基レベルで結合部位を同定できる系を確立
し、CCR2―フロント間相互作用部位や、フロント上の
阻害剤結合部位、阻害剤上のフロント結合部位を原子レ
ベルで決定することに成功した。
・独自の創薬コンセプトを検証できた：我々が独自に発
見した分子フロントとケモカイン受容体 CCR2 の相互作用をターゲットとした創薬スクリーニングをタ
ンパク・細胞・個体レベルで遂行し、抗炎症効果を示す化合物の獲得に成功したことから本創薬コンセ
プトを検証できた。さらにフロント阻害剤は、CCR2 のみならず CCR5 に対しても作用する可能性が示
唆され、強力な抗炎症作用が期待される。
・評価可能なすべての化合物を評価し、候補化合物を複数獲得した：後発実施分（約 10 万化合物）を
総計して約 13 万化合物についての解析結果を精査することにより、当初の 3 万化合物では抽出できな
かった新規の活性基本骨格を同定した。今後、これらの化合物について高次評価、類似体評価、構造解
析からの化合物の最適化を進めることで、さらに有望な薬剤候補化合物を創出することが期待できる。
１４．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度
物品費（千円）

15,827

人件費・謝金（千円）

15,291

計

22,000

27,000

2,732

17,121

0

0

0

0

2,165

12,420

14,993

18,494

旅費（千円）

業務実施費（千円）

29,681

10,579

33,813

15,923

その他（千円）

間接経費（千円）

16,154

15,000

15,462

15,462

間接経費（千円）

10,339

72,417

合計（千円）

70,000

65,000

67,000

67,000

合計（千円）

44,800

313,800

試作品費（千円）
人件費（千円）
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代 表 機 関 の 課 題 名

ケモカイン・ケモカイン受容体・シグナル制御分子フロントファミリーの
構造・機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発

代

表

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人東京大学
松島

綱治

１．課題開始時における各機関の達成目標
白血球遊走因子ケモカインとその受容体は、様々な慢性炎症性疾患
図１
において新たな治療薬開発の標的分子として注目されている。しか
し、ケモカインシステムの複雑さ故に未解明な部分が多く、阻害剤開
発は難航している。本研究ではケモカイン、ケモカイン受容体に加え
て、新たに我々が発見した受容体シグナル制御分子フロントからなる
分子ネットワークをターゲットタンパクとして機能解析を展開し、分
担研究者が従事してきた構造生物学的手法を駆使して解析を行い、免
疫制御システムを立体構造の見地から解明する。得られた機能的知見
と構造的知見とに基づき，論理的創薬ならびに化合物スクリーニングからの新規作用機序の創薬開発
（図１）を遂行し、慢性炎症性疾患の治療薬の開発という具体的な社会への貢献を本研究の達成目標と
する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
成果項目を図２にまとめた。ケモカイン受
図２
容体 CCR2 とそのシグナル促進因子フロン
トの相互作用を標的とした、受容体の細胞
外を狙う従来の手法とは異なる新しい作用
機序の慢性炎症性疾患治療薬開発の基盤と
して、CCR2・フロント両者の結合部位の同
定および立体構造と結合様式を明らかにし
た。新たなフロント会合分子として CCR5
を同定した。一方、フロント遺伝子改変マウスの作出を完了し、フロントのコンディショナル欠損によ
り各種炎症モデルで炎症が軽減されることを見出した。構造・機能解析からの知見を基盤として独自の
高効率な創薬スクリーニング系を構築し、先発 3 万化合物に加えて延長期間内に約 10 万化合物の 1 次
スクリーニングを実施し、総計 13 万以上の解析結果よりヒット化合物の一部に共通する基本骨格を新
規に同定した。ヒットについては順次類似体の解析を実施し、構造活性相関を明らかにした。タンパク、
細胞、動物個体レベルでの絞り込み試験を実施し、マウス疾患モデルで抗炎症効果を発揮する化合物は
現在まで 5 種にのぼる。今後はフロントコンディショナル欠損マウスにおける結果を踏まえ、ヒット化
合物について他の炎症性疾患モデルでの有効性評価試験を実施し、適応疾患を見極める予定である。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
分担機関の成果報告票において記載。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

図３

①フロント━CCR2 結合様式の解析
網羅的に作製した 20 種類以上の CCR2 部分欠損変異体発現ベ
クターの解析から、CCR2 内フロント結合領域（CCR2 Pro-C）
を同定した。Helical-Wheel 解析では CCR2 Pro-C は α へリックス
構造をとることを明らかにした。100 種類以上の CCR2 Pro-C の
1 アミノ酸変異体の FNT-C との結合活性解析から、α へリック
スの疎水性面が FNT-C との結合に重要であることがわかった
（図
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３）。これは分担機関での構造解析からの結果と一致した。理化学研
究所・横山茂之先生との連携では、全長 CCR2 の発現・可溶化に成功
し、SPR 法で CCR2 が CCL2 と相互作用することを支持するデータを
得た。
②個体レベルでのフロント機能の解析
フロントに対する各種抗体を作製し、フロント━CCR2
相互作用を阻害する各抗体の認識部位を同定し（図４）、フ
ロントの発現解析、フロントタンパク結晶化に活用した。
フロント遺伝子改変マウスを作製し、フロント完全欠損マ
ウスは胎生致死であることが判明したため、コンディショ
ナル欠損マウスを作製した（図５）
。タモキシフェン誘導型
フロント欠損マウスでは、マウス慢性炎症モデルにおける
予備的な試験において有意な発症抑
図６
制が認められた。創薬開発で獲得し
たヒット化合物についても同様に慢
性炎症疾患モデルにおける有効性評
価試験を実施する予定である。

図４

図５

図７

③フロントネットワークの解析
フロントはケモカイン受容体
CCR5 にも結合し、シグナルを制御
図８
することを明らかにした（図６）。以下の創薬
開発で得られたヒット化合物は、フロントの
CCR2、CCR5 両者との相互作用を阻害し、CCR2
および CCR5 のそれぞれのリガンドに対する
図９
細胞遊走を阻害する、デュアルアンタゴニストとして働くことが判明
した（図７）
。これより現在一般的に開発が進んでいる単独の受容体阻
害剤と比べて適応疾患の拡大化と強い抗炎症作用が期待される（図
８）。またフロントによる細胞遊走の分子制御機構として、フロントが
細胞の遊走仮足形成の方向性を制御することにより、細胞の直線的な動きを促進していることを明らか
にした（図９）。さらに他のケモカイン受容体に対するフロント様分子の探索を実施し、CCR1 および
CCR3 に対する候補分子を同定した。
（４）創薬開発に関する成果
①フロント━CCR2 相互作用スクリーニング
構造解析・機能解析からの成果をもとに、HTRF 法を用いたフロント-CCR2
Pro-C 間相互作用阻害物質のハイスループットスクリーニング（HTS）系を確
立した。東京大学創薬オープンイノベーションセンターの長野哲雄先生、岡部
隆義先生らとの連携で、3 万化合物についてフロント-CCR2 相互作用阻害活性
よるスクリーニングを実施し（図１０）、再現性試験・カウンター試験により
特異的阻害物質を選択した。さらに今年度、より活性の高い候補物質を得るた
め、新たにこれまで未評価であった同センター所有約 10 万化合物につ
いて相互作用スクリーニングを実施した（図１１）。総計 13 万を超え
る化合物スクリーニングによって、ヒット化合物の一部に共通する基
本骨格を新たに見出した。これらについては SPR により全長フロント
タンパクに対する結合活性で絞り込みを行い（図１２）、細胞・動物で
の評価に進めた。

図１０
図１０

図１１

②細胞レベルでの絞り込みおよび動物炎症モデルでの薬効・薬理試験
総計 13 万化合物から絞り込まれたヒット化合物について、細胞レベルでの白血球遊走阻害活性およ
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び細胞毒性評価試験をすべて終了し、安定して白血球遊走を阻害し、かつ
細胞毒性のない 87 検体の有望な化合物を得た。ヒット化合物について動
物への投与試験を順次実施中で、現在までに 5 化合物がマウス腹膜炎モデ
ルにおいて抗炎症効果を示した。CCR2 欠損マウスと同様に炎症局所への
マクロファージ浸潤を抑制し、好中球の浸潤は抑制しなかった（図１３）。
ヒット化合物の薬理試験、安全性、薬物動態試験を実施した（図１４）。

図１２

図１３
③化合物の最適化と in vitro での化合物プロファイリング
上記動物モデルでの試験で効果のあった化合物について類似化合物
の検索・評価を行い、より強いフロント-CCR2 相互作用阻害活性・細
胞遊走阻害活性を示す化合物を見出した。ジェネラルライブラリーとは
別に既知生理活性物質ライブラリーの評価を実施し、3 つのヒット化合
物を獲得した。この複数の誘導体・類似体のフロント-CCR2 相互作用
図１４
阻害活性および細胞遊走阻害活性を精査した結果、既知の生理活性と
は異なる特有の構造活性相関を明らかにした。さらにヒット化合物は
ヒト培養細胞を用いた全長フロント-全長 CCR2 の相互作用を阻害す
ることを確認した。以上の結果から、今回見出された制御化合物が、
FNT-C 側に結合し、CCR2 との結合を阻害することを明らかにした。
今回得られた知見に基づいて、制御化合物の論理的創薬および最適化が可能になると考える。

３．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構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

５７件

５．各機関の特許出願件数

４件（うち国外 2 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

８件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 2 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本課題では分担機関との密な連携のもと、フロント-CCR2 相互作用様式に関する理解を飛躍的に進め
た。また当初予想していなかったフロント遺伝子欠損の胎生致死性に対してコンディショナル欠損マウ
スを作製することにより解決し、現在フロントの病態発症・悪化における役割について知見が得られ始
めており、フロント－CCR2 相互作用に関する基礎研究に関しては困難を克服しながら計画通り遂行で
きている。このような基礎的な知見を基盤として、従来からの受容体シグナルを細胞外から完全に阻止
しようとするアプローチに対して、ケモカイン受容体の細胞内促進分子フロントとの相互作用を標的と
した新たな慢性炎症性疾患治療薬開発戦略を実現するハイスループット創薬スクリーニング系を構築
した。当初計画の 3 万化合物に加えて、より活性の高い候補物質を得るため、新たにこれまで未評価で
あった創薬オープンイノベーションセンター所有の約 10 万化合物の大規模スクリーニングを実施した。
総計 13 万化合物のスクリーニングを細胞レベルでの絞り込みまですでに完了し、安定して白血球遊走
を阻害し、かつ細胞毒性のない 87 検体のヒットを得ている。この中から動物レベルで抗炎症効果を発
揮する化合物の絞り込みを行い、現在まで 5 種の有望な化合物を得ており、期間終了までにすべての薬
剤候補化合物の獲得を終了する目処が立っている。これにより本創薬開発のコンセプトおよびカスケー
ドの妥当性を検証することができた。総計 13 万化合物の 1 次スクリーニングデータより相互作用阻害
と関連する重要な部分構造を同定できたことは計画にはなかった成果である。全体的に見て、他の課題
との共同研究・連携を効果的に実施しながら当課題は当初の計画以上に極めて順調に進行している。
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Ｂ１－Ａ（医学・薬学等への貢献）
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者は代表機関・分担機関が連携して両者の研究計画が円滑に進むようにとりまとめ、適切にマ
ネジメントを行った。代表機関のアッセイ系構築技術と分担機関の蛋白質調製技術が連携し、相互の進
捗を促進している。試料送付を適宜行い、結果のフィードバックに基づく相互の実験系の最適化を行っ
ている。プロジェクト開始以来、訪問による課題内の班会議・打合せを定期的に行い、さらに日々の電
話・メールでの密な情報交換により、機能解析情報と構造解析情報の共有を図り、密な連携のもとで研
究を推進した。
９．他の課題との情報共有・連携
生産領域：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生と共同で、ケモカイン受容体 CCR2 の発
図１５

現を確認した。また抗ヒト CCR2 抗体をご提供い
ただき、各種受容体発現細胞の解析に用いた。
生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、全
長フロント蛋白質調製にあたり、小麦胚芽を用い
たセルフリータンパク質合成系を検討した。
生産領域：理化学研究所・横山茂之先生との連携
により、発現・可溶化が困難であった全長 CCR2
が、生産 C で技術開発された哺乳類細胞系による
タンパク質発現システムを用いる事で発現可能
になった。また、SPR 法を用い、CCR2 が CCL2

と相互作用することを示唆するデータを得た。更なる CCR2 発現量増大への条件検討や、詳細な結合様
式解明のための連携研究を進めている。
制御領域：創薬オープンイノベーションセンター・長野哲雄先生、岡部隆義先生と連携し、創薬スクリ
ーニングを実施中である。
制御領域：理化学研究所・田仲昭子先生と連携し、カウンターアッセイ系を構築した。
ターゲットタンパク研究・医学薬学分野：住本英樹代表および福井宣規代表の分担者である、九州大学
生体防御医学研究所・神田大輔教授と連携し、NMR 測定・X 線回折測定を行っている。
情報プラットフォームへ研究成果等を登録している。（図１５）
１０．人材育成
所属する大学院生およびポスドクについては、研究代表者およびグループリーダーが指導を行ってい
る。日々のディスカッションおよび研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計画のもとで具体的な実
験計画を自ら立案し、自主的に進められるよう教育を行っている。来年度以降にむけて複数の研究費へ
の申請を行っているが、本プログラム終了後の進路は現時点で未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
後発約 10 万化合物についても 2 次/3 次スクリーニングを終了し、現在動物炎症モデルでの評価を実施
中であり、すべての動物炎症モデルでの評価を 7 月中には完遂できる見込みである。約 13 万化合物の
スクリーニングを実施したことにより、特徴的な化合物構造クラスターを同定した。これらの構造に関
しては、順次特許出願準備を進めていく予定である。タンパクレベル、細胞レベルでのスクリーニング
データはすべて創薬オープンイノベーションセンターにフィードバックしており、今後の他の標的、特
にタンパク間相互作用阻害に関して同じライブラリー化合物を評価する際に、有用な参考データとして
活かしていただけると考えられる。期間終了までに約 13 万化合物の 1 次～3 次の結果を統合・精査し、
構造活性相関解析を実施する。今後現在製薬企業で開発が進んでいるケモカイン受容体との比較を通し
て、本創薬コンセプトの検証を行うと共に遺伝子改変マウスを用いた個体レベルでの機能解析をさらに
進める。
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Ｂ１－Ａ（医学・薬学等への貢献）
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プロジェクトでは多数の抗炎症効果を示す候補化合物を獲得しており、終了後はこれらについて様々
な病態モデルでの有効性評価を実施し、有望な化合物について製薬企業への導出を行う予定である。
また多数の候補化合物の獲得に成功した本プロジェクトの戦略を、他の GPCR 受容体とその制御分子に
も応用することで、本プロジェクトの成果を様々な研究分野の創薬開発への発展に還元できるものと確
信している。すでに他のケモカイン受容体に対する新規制御分子を同定しており、今後はこの分子をタ
ーゲットとした創薬開発を展開し、ケモカイン受容体関連疾患の画期的治療薬創製を目指したい。
１３．特記事項
・オリジナルな分子の新しい標的受容体を同定できた：我々が独自に発見した分子フロントについて本
研究プログラムのネットワーク解析により新た

図１６

な標的受容体 CCR5 を同定した。さらに他のケモ
カイン受容体に対する新規細胞内制御分子を同
定した。
・独自の創薬コンセプトを検証できた：我々が独
自に発見した分子フロントとケモカイン受容体
CCR2 の相互作用をターゲットとした創薬スクリ
ーニングをタンパク・細胞・個体レベルで遂行し、
抗炎症効果を示す化合物の獲得に成功した。これ
より本創薬コンセプトを検証できた（図１６）。
さらにフロント阻害剤は、 CCR2 のみならず
CCR5 に対しても作用する可能性が示唆され、強
力な抗炎症作用が期待される。
・評価可能なすべての化合物を評価し、候補化合物を複数獲得した：今年度の新たなスクリーニング実
施分（約 10 万化合物）を総計して約 13 万化合物についての解析結果を精査することにより、当初の 3
万化合物では抽出できなかった新規の活性基本骨格を同定した。今後、これらの化合物について高次評
価、類似化合物評価、構造解析からの化合物の最適化を進めることで、さらに有望な薬剤候補化合物を
創出することが期待できる。
１４．研究費一覧

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

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

5,000

0

2,293

16,957

0

0

0

0

2,165

12,420

14,993

12,688

旅費（千円）

16,681

7,579

26,714

12,855

その他（千円）

1,894

7154

6,000

13,200

12,750

間接経費（千円）

7,627

46,731

31,000

26,000

57,200

55,250

合計（千円）

33,050

202,500
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２３年度
物品費（千円）

10,383

人件費・謝金（千円）

12,711

計
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Ｂ１－Ｂ（医学・薬学等への貢献）
分 担 機 関 の 課 題 名

ケモカインシステムの構造解析と創薬支援

分

国立大学法人

担

機

関

機関の代表研究者名

熊本大学

寺沢宏明

１．課題開始時における各機関の達成目標
白血球遊走因子ケモカインとその受容体は、様々な慢性炎症性疾患にお
いて新たな治療薬開発の標的分子として注目されている。しかし、ケモ
カインシステムの複雑さ故に未解明な部分が多く、阻害剤開発は難航し
ている。本研究ではケモカイン、ケモカイン受容体に加えて、新たに我々
が発見した受容体シグナル制御分子フロントからなる分子ネットワー
クをターゲットタンパクとして機能解析を展開し、分担研究者が従事し
てきた構造生物学的手法を駆使して解析を行い、免疫制御システムを立
図１
体構造の見地から解明する。得られた機能的知見と構造的知見とに基づ
き，論理的創薬ならびに化合物スクリーニングからの新規作用機序の創薬開発（図１）を遂行し、慢性
炎症性疾患の治療薬の開発という具体的な社会への貢献を本研究の達成目標とする。国立大学法人熊本
大学では、構造生物学的解析及び創薬支援に関わる研究開発を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
成果項目を図２にまとめた。構造解析において、①CCR2
上のフロント結合部位である CCR2 Pro-C の、フロント結
合状態および膜結合状態の立体構造を決定した。さらに、
フロント結合部位と膜結合部位を同定し、新たな受容体活
性化モデルを提案した。②フロント上の CCR2 結合領域を
最適化した結果、良好な NMR スペクトルが得られ、CCR2
図２
結合能を保持したドメイン(FNT-C)を見出すことに成功し
た。また、FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合部位を同定した。さらに、FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集
が抑制された変異体を得ることに成功した。③全長フロントの発現・精製を検討し、CCR2 Pro-C との
結合活性を保持した全長フロントを得ることに成功した。④昆虫細胞発現系を用いて全長 CCR2 の発現
を確認した。ナノディスクを用いた活性を保持した状態での精製の検討を進めている。創薬開発に関連
して、⑤FNT-C および全長フロントについて、単体および抗炎症薬候補化合物群との複合体の結晶化を
進めている。⑥候補化合物群を用いて安定同位体標識した FNT-C に対して滴定実験を行い、FNT-C 上
の相互作用部位を同定した。さらに FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作用部位を同定した。⑦制
御化合物にフロントを加える NMR 滴定実験を行い、化合物上のフロント相互作用部位を決定した。以
上、構造解析と代表機関による機能解析の知見を統合し、動物モデルで抗炎症効果を示す化合物を得た。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①CCR2 Pro-C の立体構造とフロントおよび膜結合部位の
NMR 解析
CCR2 上のフロント結合部位である CCR2 Pro-C は、細胞膜との
結合が予測される領域である。フロント結合状態および膜結合状態
の CCR2 Pro-C の立体構造を、NMR を用いて決定した。得られた立
体構造は共にαヘックスを形成していた。さらに分担研究者が開発
に従事した転移交差飽和法を用いて、CCR2 Pro-C 上におけるフロン
ト結合部位と膜結合部位を同定することに成功した。フロントおよ
び膜との結合に重要なアミノ酸残基は共通の疎水性残基であった。
これらの結果より、不活性化状態では、CCR2 Pro-C は膜に結合して
おり、リガンドの結合によって膜との結合が緩み、フロントが結合
するモデルを提案した（図３）。
図３
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Ｂ１－Ｂ（医学・薬学等への貢献）
②FNT-C の立体構造と CCR2 結合部位の NMR 解析
フロントは C 末端領域において CCR2 と結合する。さまざ
まな長さのフロント C 末端領域の蛋白質を調製し、NMR 解
析ならびに HTRF による CCR2 結合活性の検討を行った結
果、良好な NMR スペクトルが得られ、CCR2 結合能を保持
したドメイン(FNT-C)を見出すことに成功した（図４）。
均一標識、アミノ酸選択標識、メチル基選択標識 FNT-C を調
製し、NMR 解析を進めた。転移交差飽和法と NMR 滴定実験
を行い、FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合領域を同定した（図５）。
FNT-C は凝集する性質を有し、NMR 解析や結晶化を困難な
ものとしていた。最近、FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集
が抑制された変異体を得ることに成功した。
NMR スペクトルを図６に示す。この変異体は、wild type 図４
と同様の CCR2 結合活性を保持していることから、今後の解析はこの変異体を用いて行う。

図６

図５
図６

③全長フロントを用いた構造生物学的解析
大腸菌による各種発現ベクターを構築し、各々の発現系について検討を行った。検討の結果、N 末端
に大腸菌のフォールディングシャペロンであるトリガーファクターを融合させ、さらにコールドショッ
ク発現系を用いることで、全長フロントタンパク質の大量発現に成功した。各種クロマトグラフィーを
用いて精製を行い、SDS-PAGE で単一のバンドとして高純度に精製する方法を確立した。得られた全長
フロントは CCR2 Pro-C との結合活性を保持していた（図７）。これにより、アッセイ系の構築、抗体の
取得、さらには構造生物学的解析の適用が可能となった。

図７

④全長 CCR2 を用いた機能解析と立体構造解析
全長 CCR2 の昆虫細胞発現系を用いた発現と活性
を保持した状態での精製の検討を進めた（生産領
域：東大先端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生
との共同研究）。その結果、昆虫細胞発現系を用いて
全長 CCR2 の発現を確認した。GPCR は脂質二重膜
と相互作用することで高次構造を保持しており、界
面活性剤中では不安定で、活性を失うものがあるこ
とが知られている。そこで、我々は脂質二重膜と相
図８
互作用した状態で CCR2 を精製するため、MSPE3
蛋白質を用いたナノディスクによる活性を保持した状態での精製の検討を進めている（図８）。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
代表機関の成果報告票において記載
（４）創薬開発に関する進捗及び成果
⑤フロントの結晶解析
全長フロント単体と全長フロント━CCR2 Pro-C 複合体、全長フロント━抗炎症薬候補化合物複合体の
結晶化を行った。全長フロントの精製度を高め、結晶の再現性と成長速度が向上した。FNT-C について
も、単体および FNT-C━抗炎症薬候補化合物複合体の結晶化を進捗中である（図９）。なお、FNT-C に
ついては、②に述べた凝集しない変異体を用いたところ、wild type に比較して結晶化を行う段階での蛋
白質濃度を大幅に向上できたことから、この変異体を用いて結晶化を行っている。

図９

⑥フロント上の制御化合物結合部位の同定
大規模創薬スクリーニングにより見出された制御化合物
図１０
について、安定同位体標識した FNT-C に対して滴定実験
を行い、FNT-C 上の相互作用部位を同定した。制御化合物を最適化するには、結合部位近傍に低分子化
合物が結合する部位を見出し、リンカーで結ぶことにより親和性・特異性を高めることが出来る。NMR
スクリーニングにより FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作用部位を同定した。結合部位は制御化
合物 No.7 の結合部位に隣接する位置であった（図１０）。
⑦制御化合物上のフロント結合部位の同定
制御化合物上のフロント結合部位を同定し、フロントとの相互作用に重要な化学構造を見出すため、制
御化合物にフロントを加える NMR 滴定実験を行った。制御化合物が分子内である程度フレキシブルで
ある場合、図１１に示すように、滴定する蛋白質の分子量の増大に伴い、結合部位において NMR シグ
ナルの線幅が増大する。このような手法を用いて化合物上のフロント相互作用部位を決定した。動物実
験で抗炎症効果が確認できた５種類の候補化合物はいずれもフロントとの結合が見られ、そのうち３種
類は結合に関与するエピトープを同定することが出来た（図１２）。

図１１
図１２
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３．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構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

５件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

８件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数２件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本課題では中核・分担機関の密な連携のもと、フロント-CCR2 相互作用様式に関する理解を飛躍的に進
めた。分担機関では、NMR 法に基づく CCR2 上のフロント結合部位の立体構造および結合面の決定、
フロント上の CCR2 結合ドメインの構造領域の精密化、フロント上の CCR2 結合部位の同定、全長フロ
ントの調製、全長フロントを構成するドメインの同定に成功し、さらには高難易度の膜蛋白質である
CCR2 全長蛋白質の発現を確認し、結晶化への展開を図っている。以上のように、フロント－CCR2 相互
作用に関する構造学的基盤の確立に関して、計画通り遂行できている。このような基礎的な知見を基盤
として、代表機関と共同でハイスループット創薬スクリーニング系を構築した。代表機関が見出した有
望な候補化合物群について、フロント上の化合物結合部位の決定、化合物上のフロント結合部位の同定
に成功し、さらにはフロントと化合物との共結晶化に取り組んでいる。全体的に見て、他の課題との共
同研究・連携を効果的に実施しながら当課題は当初の計画通り極めて順調に進行している。
８．課題内の情報共有・連携体制
プロジェクト開始以来、相互の訪問による課題内の班会議・打合せを２０回以上行い、さらに日々の電
話・メールでの密な情報交換により、構造解析情報と機能解析情報の共有を図り、密接な連携のもとで
研究を推進している。特に創薬開発において、代表機関のアッセイ系構築技術と分担機関の蛋白質調製
技術とが有機的に連携し、相互の進捗を促進している。試料送付を２０回以上行うとともに、結果のフ
ィードバックに基づく相互の実験系の最適化を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
生産領域：東京大学先端科学技術研究センター・
浜窪隆雄先生と共同で、ケモカイン受容体 CCR2
の発現に成功した。また抗ヒト CCR2 抗体をご提
供いただき、各種受容体発現細胞の解析に用い
た。
生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、全
長フロント蛋白質調製にあたり、小麦胚芽を用い
たセルフリータンパク質合成系を検討した。
生産領域：理化学研究所・横山茂之先生との連携
により、発現・可溶化が困難であった全長 CCR2
が、生産 C で技術開発された哺乳類細胞系による
タンパク質発現システムを用いる事で発現可能
になった。また、SPR 法を用い、CCR2 が CCL2 図１３
と相互作用することを示唆するデータを得た。更なる CCR2 発現量増大への条件検討や、詳細な結合様
式解明のための連携研究を進めている。
制御領域：東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構・長野哲雄先生、岡部隆義先生と連携し、創
薬スクリーニングを実施中である。
制御領域：理化学研究所・田仲昭子先生と連携し、カウンターアッセイ系を構築した。
ターゲットタンパク研究・医学薬学分野：住本英樹代表および福井宣規代表の分担者である、九州大学
生体防御医学研究所・神田大輔教授と連携し、NMR 測定・X 線回折測定を行っている。
情報プラットフォームへ研究成果等を登録している（図１３）。
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１０．人材育成
研究代表者および研究分担代表者が各機関に所属する大学院生およびポスドクについて指導を行って
いる。日々のディスカッションおよび研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計画のもとで具体的な
実験計画を自ら立案し、自主的に進められるよう教育を行っている。分担機関に参加したポスドクと大
学院生は、熊本大学人材育成プログラムに参加し、企業研修、産学連携、産業移転等に関する教育を受
けている。来年度以降にむけて複数の研究費への申請を行っているが、本プログラム終了後の進路は現
時点で未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
終了までの見通しを図１４ にまとめた。CCR2 Pro-C の立体構造決定が既に終了しており、αヘリック
ス構造をミミックした阻害剤開発への展開が可能である。また、全長フロント蛋白質を提供し、さらな
るアッセイや抗体開発に供する準備が出来ている。高難易度な膜蛋白質である CCR2 の発現に成功した
ことから、全長フロントとの共結晶化に継続的に展開する。また、フロントと制御化合物との相互作用
に関する構造学的データをもとに、化合物の最適化を支援する。以上の結果および見通しに基づき、代
表機関との連携を強化しつつ、製薬企業への創薬シーズの導出を検討する。

図１４

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プロジェクトでは、機能解析と構造解析の密接な連携によって得られた知見を基盤とする創薬開発を
精力的に行ってきた。その結果、多数の抗炎症効果を示す候補化合物を獲得しており、終了後はこれら
について様々な病態モデルでの有効性評価を実施し、有望な化合物について製薬企業への導出を行う予
定である。
また多数の候補化合物の獲得に成功した本プロジェクトの戦略を、他の GPCR 受容体とその制御分子
にも応用することで、本プロジェクトの成果を様々な研究分野の創薬開発への発展に還元できるものと
確信している。すでに他のケモカイン受容体に対する新規制御分子を同定しており、今後はこの分子を
ターゲットとした創薬開発を展開し、ケモカイン受容体関連疾患の画期的治療薬創性を目指したい。
１３．特記事項
CCR2 結合活性を保持した全長フロントの調製に成功し、構造解析および機能解析、さらに創薬スクリ
ーニングの効率的な遂行が可能となった。最近の進捗として、フロント C 末端領域（FNT-C）の凝集部
位を同定し、凝集しない変異体を得ることに成功した。これにより、結晶化条件の改善と NMR による
立体構造解析が可能となり、大至急解析を進めている。交差飽和法や NMR 滴定実験などの NMR 解析
により、アミノ酸残基レベルで結合部位を同定できる系を確立し、CCR2―フロント間相互作用部位や、
フロント上の阻害剤結合部位、阻害剤上のフロント結合部位を原子レベルで決定することに成功した。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

17,000

27,000

439

164

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

0

0

5,806

旅費（千円）

494

業務実施費（千円）

13,000

3,000

7,099

3,068

その他（千円）

520

間接経費（千円）

9,000

9,000

2,262

2,712

間接経費（千円）

2,712

25,686

合計（千円）

39,000

39,000

9,800

11,750

合計（千円）

11,750

111,300

設備備品費（千円）

531

２３年度
物品費（千円）

5,444

人件費・謝金（千円）

2,580
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法
の開発

機

関

名

代 表 研 究 者 名

筑波大学
柳澤

大学院生命環境科学研究科

純

１．課題開始時における達成目標
臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、
肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化疾患患者数
は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しな
い。この疾患の主要原因は、TGF-β／Smad 経路の異常亢進
である。したがって、TGF-β 阻害剤が有効であると考えられ
るが、TGF-β 阻害剤の全身投与は副作用が大きく臨床的使用
が困難である。我々は、種々の核内レセプターが Smad と複
合体を形成してその分解を促進し、TGF-β 経路を遮断するこ
とを見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異
なるため、このシステムを用いれば疾患臓器でのみ TGF-β
経路を特異的に抑制することが可能となる。そこで、本業務
では、１）核内レセプターと Smad を含むタンパク質複合体の
構造を解析し、２）その情報に基づいて Smad の分解を促進する化合物を設計する。３）さらに、その化合
物を、細胞や動物モデルを用いて評価することにより、線維化疾患に対する副作用の少ない新規治療薬
の開発に資する成果の創出を目指す。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本研究では腎臓の糸球体硬化症を対象とする線維化疾患とした。腎臓では、ペルオキシソーム増殖
因子活性化受容体 γ（PPARγ）、ビタミン D 受容体（VDR）が高発現しているので、両核内レセプターを標
的とした新規治療薬の開発を、構造解析と機能解析の両面から目指した。申請者らは転写因子である核
内レセプターが転写活性（ジェノミック活性）とは別に、TGF-β シグナルを抑制する機能（ノンジェノミック
活性）を持つことを発見している。平成 19 年度から 21 年度の本研究の成果により、PPARγ のリガンドとの
複合体結晶構造解析を完了し、ノンジェノミック活性で腎臓の線維化を抑制する新規リガンド JKPL42 の
同定に成功した。一方で VDR を標的にした解析も進めた。内在性リガンドである活性型ビタミン D3
（1,25(OH)2D3）を用いたところ、VDR のノンジェノミック活性は、PPARγ の同活性の 2 倍以上であったこ
とから、標的分子を VDR とすることによって、より効果的に TGF-β シグナルを抑制できる化合物を得るこ
とができると考えた。その仮説に基づき、VDR についてもセコステロイド群、ノンセコステロイド群のスクリ
ーニングを行い、候補化合物を得ることに成功した。数種の化合物と VDR の複合体結晶構造解析に成
功し、またノンセコステロイド型パーシャルアゴニストである TTYN12 の腎臓線維化に対する治癒効果が
実際に in vivo で発揮されることも発見した。現在は構造・機能の両面の情報からさらに最適化を進めて
おり、より効果の高い新規化合物の創出が期待できる。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．核内レセプターPPARγのリガンド結合部位と化合物との複合体解析
核内レセプターPPARγ のリガンド結合部位の発現・精製条件を検討し、結晶化に必要な純度の
高いサンプルを大量(10 mg 以上)に調整するのに成功した。フェニルプロピオン酸骨格をもつ
種々の化合物を浸漬し、転写活性の高い化合物
（JKPL41,42,53）と低い化合物（JKPL22,35）
との複合体構造解析に 2.1-2.6Å分解能で成功し
た。
PPARγ は大きな疎水性ポケットを有し、一部
に親水的な領域が存在する。この親水性領域は
すべての化合物に含まれているカルボン酸部分
（一部はチアゾリジン部分）と相互作用してい
た。一方、化合物中の２か所は置換基の嵩高さ
が異なり、嵩高い置換基をもつ化合物は疎水性
ポケットを占有しているため（右図の赤丸で囲
んだ箇所）、安定性が増し転写活性化能が高いこ
とが構造学的に明らかになった。
２．核内レセプターVDRのリガンド結合部位と化合物との複合体解析
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標的とする核内レセプターを PPARγ から VDR に変更したため発現系の構築、精製条件の検討
を行った。VDR はその大半が不溶性になってしまうため 12 L 培養で 1 mg 程度しかとれない。こ
のためホストや発現領域、培養条件、精製条件を検討し、1 L あたり 1 mg まで収量が改善した。
リガンドとしてセコステロイド型の化合物とノンセコステロイド型の化合物で研究を進めてい
るがマキサカルシトールは前者に TTYN シリーズ(TTYN7, 8, 11, 12)は後者に属する。これらの化
合物と VDR のリガンド結合部位の構造解析を行い、それぞれ 1.3Å、1.8Å-2.0Å という高分解能
で構造を決定した。２つのグループの化合物
は全く異なる骨格を持ちながら、非常によく
似たコンフォメーションをとっているとこ
とを見出した（下図、左）。さらに両グルー
プの化合物とも水酸基がタンパク質側の２
つの His 残基と水素結合をして結合してい
る。また反対側の水酸基も両者とも Arg,Ser
で認識されていた。全体の構造をみてみると
両グループの化合物ともパーシャルアゴニ
ストということもあり大きな構造変化はみられなかった。中央部の骨格部は疎水的な相互作用に
よって認識されている。
興味深いことにノンセコステロイド型の化合物で転写活性化能が異なるリガンドとの構造を比
べてみると構造的な相違点が観測された(右図)。この相違点が与える影響について検討している
ところである。
３．Smadの発現・精製条件の検討
Smad について N 末側ドメイン(MH1）、C 末側ドメイン(MH2)、並びに両者を含んだ領域
(MH1+MH2)の大腸菌による発現系を構築し、発現、精製条件を検討した。MH1 と MH1+MH2 に
関しては十分な発現が認められた。MH1 は精製条件を確立した。MH1+MH2 は分解がみられるた
め現在精製条件を検討しているところである。MH1+MH2 を有する領域と VDR のリガンド結合
ドメインとの相互作用をみるため Pull down assay を行ったところ結合が認められた。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１．TGF-β シグナルを遮断する化合物のスクリーニング系の構築と評価
核内レセプター依存的に TGF-β シグナルを遮断する化合物を取得するために、迅速にかつ大量
にアッセイするスクリーニング系の構築を目指した。Luciferase 遺伝子上流に Smad 結合配列また
は核内受容体結合配列を組み込んだレポータープラスミドを 293 細胞に導入し、核内レセプター
のリガンドを処理した際の Luciferase 遺伝子発現量を測定することで、Smad または核内レセプタ
ーの転写活性を迅速に検出するスクリーニング系を構築した。
次に、新規合成した PPARγ のフェニルプロピオン酸系化合物ライブラリー（101 種類）のスク
リーニングを行った。その結果、PPARγ の転写活性化と TGF-β シグナルの抑制は、化合物により
分離できることが明らかになった。101 化合物のうち 36 種が TGF-β シグナルを抑制した。さら
に、代表的な PPARγ アゴニストである Rosiglitazone と比較して、PPARγ 転写活性が低く TGB-β
シグナル抑制活性が同等の化合物 JKPL42 の取得に成功した。結晶構造解析を行った結果、PPARγ
を転写活性化する化合物と TGF-β シグナルを抑制する化合物に関しては、定性的な構造活性相関
があることが明らかになった（構造解析に関する進捗および成果欄参照）。
次に VDR を対象とした化合物スクリーニングを行った。東京大学生物機能制御化合物ライブ
ラリー機構の 8 万化合物から in silico スクリーニングによって得られた 106 候補化合物、既存の
ビタミン D アナログの 6 化合物、ノンセコステロイド系の 17 化合物、およびセコステロイド系
アンタゴニストライブラリー（70 種類）からスクリーニングを行った。PPARγ の場合と同様、
VDR 転写活性と TGF-β シグナル抑制活性は化合物によって分離することができた。また、PPARγ
の場合と比較して、VDR の方がより TGF-β シグナルを強く抑制することも明らかになった。ス
クリーニングの結果、セコステロド系およびノンセコステロイド系候補化合物群を得ることがで
きた。ノンセコステロイド系化合物 LG-190178 の VDR との複合体結晶構造解析に成功し、構造
情報をもとに再合成を行ったところ、数種のノンセコステロイド系パーシャルアゴニストをヒッ
ト化合物として得ることができた。これらヒット化合物の VDR との複合体結晶構造解析にも成
功し（構造解析に関する進捗および成果欄参照）、さまざまな化合物間の構造的相違点に関して
検討中である。現在は構造・機能の両面の情報からさらに最適化を進めており、より効果の高い新規
化合物の創出が期待できる。
２．細胞レベルでの化合物の評価
VDR 候補化合物の細胞レベルでの TGF-β 抑制効果を検討した。TGF-β シグナル伝達の指標と
して、細胞培養液中に活性化型ビタミン D3（1,25(OH)2D3）を添加し、細胞内の plasminogen activator
inhibitor-1（PAI-1）mRNA 量を測定した。PAI-1 mRNA 量が TGF-β 添加で上昇し、1,25(OH)2D3 で
低下したことから、細胞内で TGF-β シグナルを抑制することを評価する系を確立することができ
たと判断した。次に VDR のセコステロイド型アンタゴニストを添加したところ、TGF-β で誘導
さ れ た PAI-1 mRNA 量 が 低 下 し た 。 VDR の ジ ェ ノ ミ ッ ク 活 性 の 指 標 で あ る vitamin D3
24-hydroxylase（Cyp24a）の mRNA 発現は誘導されなかったことから、スクリーニングで得られ
たヒット化合物が VDR のジェノミック活性を持たず、ノンジェノミック活性を持つことを、細
胞レベルで確認することができた。
３．核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制の分子機構
TGF-β抑制に必要な核内レセプターの領域の検討
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核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制の分
子機構を解析する目的で、Smad との結合に必要な
核内レセプターの最小領域を検討した。核内レセプ
ターはその分子構造から、AB ドメイン、の C ドメ
イン（DNA 結合領域）、D ドメイン（ヒンジ）、EF
ドメイン（リガンド結合領域）に分けることができ
る。まず、GST 融合 Smad タンパク質を用いて結合
ドメインを解析したところ、Smad は C ドメインを
中心に結合することが明らかになった。次に TGF-β
シグナルの抑制に必要な VDR の領域を検討した。
その結果、Smad との結合に必要な CD ドメインに加
え、VDR のリガンド結合ドメイン内の C 末端領域
が必要であることが明らかになった（右図）。
VDR-Smad の結合様式の解析
VDR と Smad 間の相互作用に対するリガンドの影響を検討した。GST 融合 VDR タンパク質に
大腸癌細胞の核抽出液を加え、1,25(OH)2D3 存在化・非存在化における VDR-Smad 間の相互作用
を GST pull-down アッセイで解析した。その結果、VDR と Smad は 1,25(OH)2D3 存在化でより強
く結合することが示された。
さらに抑制メカニズムを解明するために、VDR と Smad の結合領域の検討を行った。VDR-LBD の
GST 融合タンパク質を大腸菌から精製し、同様に精製した
Smad3 の MH1 ドメインを用いて GST pull-down アッセイを行っ
た。その結果、VDR リガンド存在下で VDR と Smad3 は結合する
ことが明らかになった。さらに、この結合における種々の化合物
の影響を解析した。その結果、TGF-β 抑制を示す化合物では両
者の結合が強まった。以上の結果から、VDR は Smad3 にリガン
ド依存的に直接結合することによって、TGF-β シグナルを抑制し
ていると考えられた。
４．線維症モデル動物を用いた in vivo 評価系の確立と化合
物の評価
片側腎尿管結紮による線維化モデル動物を用いた候補化合物の評価
核内レセプターの化合物の腎臓線維化に対する効果を判定するためのモデル動物系の確立を
試みた。まず、マウスの片側尿管を結紮することにより腎炎を誘導し、線維化を引き起こす片側
腎尿管結紮（unilateral ureteral obstruction；UUO）モデルの作製を行った。結紮 1 週間後、2 週間
後、4 週間後の腎臓線維化レベルを組織染色（マッソントリクローム染色法）で検討し、1 週間
後のモデルを用いて薬物効果のテストを行うことが時間的、経済的に合理的であると判断した。
上記の系で、PPARγ のフルアゴニスト Rosiglitazone および VDR の生体内リガンド 1,25(OH)2D3
を投与したところ、UUO により誘発された腎臓の線維化が抑制された。これらの結果から、UUO
による線維化モデルマウスを作製できたと判断した。一方で 1,25(OH)2D3 を投与したマウスでは
高カルシウム血症が引き起こされ、顕著な体重の減少が認められた。Rosiglitazone にもさまざま
な副作用が報告されている。以上のことから、核内受容体のノンジェノミック作用によって腎線
維化は改善されるが、ジェノミック作用をもつ化合物では重篤な副作用を引き起こすことが明ら
かになった。
次にスクリーニングにより得られた PPARγ の候補化合物 JKPL42 の線維化抑制活性を評価し
た。その結果、JKPL42 投与により有意に線維化が抑制された。また、線維化のマーカータンパ
ク質である I 型コラーゲンの蓄積が JKPL42 投与によって緩和されることを確認した（右図）。

さらに、VDR の化合物の評価を行った。まず、ビタミン D
アナログ（ノンセコステロイド型）の線維化抑制活性を評価し
た。アナログを投与したところ、TGF-β シグナルの抑制効果を
持つ化合物は UUO モデルの腎線維化を抑制し、効果を持たな
い化合物は抑制しなかった。またさらに、スクリーニングで得
られた化合物の評価を行った。スクリーニングで得られたセコ
ステロイド系アンタゴニスト N-09 およびノンセコステロイド
系パーシャルアゴニスト TTYN12 を投与したところ、腎臓組織
の線維化は改善されていた（下図）。線維化マーカータンパク質
であるコラーゲンおよびα平滑筋アクチンの蓄積も低下してお
り、血中カルシウム値の上昇および体重の減少も認められなか
った。
アデニン誘導型線維化モデル動物を用いた候補化合物の評価
片側腎尿管結紮では、一過性の過剰な炎症に伴った腎臓線維化を誘導してしまうので、より生
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理条件に近い形で腎臓線維化モデルの評価系確立を試みた。ラットへのアデニン投与により、慢
性の腎不全が誘導されることが知られている。我々は、投与する化合物量を節約するために、マ
ウスにアデニンを投与する系を検討し、慢性腎不全のマウスモデルを作成することに成功した。
次にスクリーニングで得られた VDR の新規ノンセコステロイド型パーシャルアゴニスト
TTYN12 を投与したところ、腎臓の線維化の抑制が組織学的に認められた(右図)。一方、TTYN12
投与により体重の減少や血中カルシウム値の上昇は誘発されなかった。この結果から、TTYN12
は VDR のジェノミック活性を引き起こさずに腎臓の線維化を抑制することが示された。
現在、最適化を進めたノンセコステロイド型化合物に関しても in vivo の線維化抑制効果と
線維化修復効果を評価している段階であり、より効果の高い新規化合物の創出が期待でき
る。
３．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

１３件

構造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

４８件

５．課題全体の特許出願件数

３件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する達成度
研究全体 平成 19 年度から 21 年度の本研究の成果により、PPARγ のリガンドとの複合体結晶構造解
析を完了し、ノンジェノミック作用で腎臓の線維化を抑制する新規リガンド JKPL42 の同定に成功した。さ
らにより効果的に TGF-β シグナルを抑制できる化合物を得ることために、VDR のアゴニストおよびアンタ
ゴニスト群からスクリーニングを行った。その結果、候補化合物（セコステロイド系アンタゴニスト、ノンセコ
ステロイド系パーシャルアゴニスト）を得ることに成功した。さらに数種のアゴニストとの複合体結晶構造解
析を完了し、動物モデルにおける VDR アゴニスト群の腎臓線維化抑制活性を評価することができた。こ
のように、当初の 3 年間の計画通り、活性情報に基づいた化合物を設計・合成し、細胞や動物モデルを
用いて評価することにより、線維化疾患に対する新規治療薬の開発に資する成果が得られた。平成 22、
23 年度ではその成果をもとにヒット化合物の最適化と評価を進めており、順調に、より効果の高いリード
化合物を得ることができつつある。研究全体の達成度は 90％であると考える。
構造解析に関して PPARγ および VDR とスクリーニングで得た化合物との複合体結晶構造を決定し活
性との相関を検討することができた。しかしその一方で、計画にある Smad との複合体の結晶構造解析で
は、結晶化条件を決定することができず、構造解析を達成することができていない。この先、VDR と新規
化合物の結晶構造解析を進めるとともに、Smad-VDR の複合体構造解析を遂行することが課題である。
機能解析に関して 核内レセプターがその転写活性（ジェノミック作用）とは別の、ノンジェノ
ミック作用を持つことを発見し、その分子機構の解析を進めることができた。また、腎臓で高発
現している PPARγ や VDR の化合物スクリーニングと細胞レベルでの評価を進め、得た化合物が
in vivo で腎臓線維化を抑制することを示すことができた。今後は、構造情報も参考にし、更に詳
細に分子メカニズムを明らかにするとともに、より抑制活性が高い化合物の取得を目指す。
８．課題内の情報共有・連携体制
課題内の情報共有システム 普段から連絡は E-mail を用いて緊密に行っている。中核機関である
筑波大学（柳澤研究グループ）はハブとしての機能を果たし、各研究グループの研究情報を集約
して解析し、得られた情報を各グループに提供して情報共有と研究の効率的推進を計っている。
さらに、研究グループのデータを共有するため、サーバーを借りて情報共有システムを導入した
（セアビス社セサミシステム）。本システムでは、ネットを使用することによって外部のサーバ
ーに大規模なデータを蓄えられるようになっており、パスワードを持った各研究グループがデー
タの引き出しや更新を行えるようになっている。このシステムによって E-mail に添付できないよ
うな大容量のファイルもグループで共有し、討議することが可能となった。
E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデア
を創出するために、年３回ミーティングを東京の慈恵医科大学で行っている。会議では、各グル
ープの進捗状況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミングを行い、グルー
プの方向性を調整し、プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけている。
課題内の連携体制 柳澤ら（筑波大学）は、核内レセプターによる TGF-筑抑制メカニズムの解
析と核内レセプター（VDR）に結合し、TGF-βシグナルを抑制する化学物質の探索を行っている。
宮地ら（岡山大学）は、化学物質群を柳澤らへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新
たな化学物質の合成を行う。清水ら（東京大学）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセ
プター複合体の構造を解析し、その情報を宮地らへとフィードバックする。さらに横山ら（慈恵
大学）は疾患モデルマウスを用いて化学物質の評価を行う。
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９．他の課題との情報共有・連携
柳澤研究グループでは、核小体に局在する新規因子 Nucleomethylin（NML）を発見し、SIRT1、
SUV39 とタンパク質複合体 eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing Complex)を形成すること
を見出した。eNoSC は細胞外のエネルギー状態を認識して、エネルギー消費を調節するタンパク
質複合体であることを明らかにした。柳澤研究グループは、ターゲットタンパク研究グループの
基本的な生命の解明分野、清水敏之（東京大学薬学系研究科）との共同研究で、NML の構造を
解析した。上記研究は、Cell に掲載されている。（Cell. (2008) 133:627-639）
医薬 B4 課題においては平成 22 年度の研究計画として、ビタミン D フルアゴニスト構造を先
導化合物とし、その基本活性構造を基にビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D アンタ
ゴニストを創製する計画である。本計画の実施にあたっては、“制御”グループの研究分担者で
ある、
（株）ファルマデザイン社の井上、古谷両先生の支援を受け、医薬 B4 研究で得られた化合
物の構造活性相関を検討し in silico 計算により、ビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D
アンタゴニストの提案、また、医薬 B4 にて提案している化学構造の妥当性検証を共同研究とし
て実施している。
１０．人材育成
参加した研究者（ポスドク等）は、６名おり、その現在の所属は以下のとおりである。
筑波大学３名（国内３名）
（内２名は現在学術振興会特別研究員、１名は筑波大学の博士研究員）
東京大学３名（国内３名）（内１名は流動助教、２名は別のプロジェクトの博士研究員）
１１．終了までの具体的な見通し
現在までに得られた VDR の化合物群の最適化（合成・活性測定・in vitro 評価）を行う。また、
VDR との結晶構造情報と合わせて構造活性相関性を明らかにする。さらに VDR タンパク質と
Smad タンパク質の複合体形成に必要な最小ドメインを決定し、X 腺結晶構造解析を行うことで
TGF-β シグナル抑制活性を構造科学的に明らかにする。最後に個体レベルでの線維化抑制活性を
評価することによって、前臨床に進められるリード化合物を得ることを目標とする。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線
維化疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、
未だ有効な治療法は存在しない。
この疾患の主要原因は、
TGF-β／Smad 経路の異常亢進である。したがって、TGF-β 阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β
阻害剤の全身投与は免疫応答亢進など副作用が大きく臨床的使用が困難である。本プロジェクトにおい
て我々は、核内レセプターが TGF-β経路を遮断する新しいシステムを応用し、低分子化合物によって
糸球体硬化症を治療する可能性に挑戦した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なるため、こ
のシステムを用いれば疾患臓器でのみ TGF-β 経路を特異的に抑制することが可能となり、副作用を低
減させた治療薬になることが期待できる。本プロジェクトでは低分子化合物と核内レセプター複合体機
能ユニットの立体構造を解き、タンパク質構造の視点から、より最適な低分子化合物を創り出すことを
目指した。タンパク質の機能と立体構造情報を基盤として、腎線維化を抑制する化合物を創出した本プ
ロジェクトの成果は、我が国の線維化疾患に対する治療に貢献できると考えられる。プロジェクト終了
後、製薬企業と共同で創薬に進める予定である。
１３．特記事項
現在まで本研究計画に関して、受理された代表的な論文は以下の４報である。
１) Nakajima Y, et al. Science Signaling (2011) 4, ra22 代表者らはエストロゲンがアンドロゲン不応
性となった ERβ を発現している前立腺癌の悪性度を高めることを見出した。その原因は、転写因
子 KLF5 は前立腺癌の増殖を抑制するが、エストロゲンは、
ERβ、KLF5 とユビキチン化酵素 WWP1
の複合体形成を促進し、KLF5 が分解してしまうためであった。本研究は、化合物により ERβ 依
存的な KLF5 の転写活性を制御し、前立腺癌の治療を行う可能性を示唆している。
２) Goto N, et al. Cancer Science (2011) in publication ERαがノンジェノミック作用で TGF-β シグ
ナルを遮断し、乳がんの転移を抑制していることを見出した。本研究は乳がん悪性化の過程にお
けるエストロゲンの作用に新たな知見をもたらした。
３) Ito I, et al. J. Biol. Chem. (2009) 285,14747-55 ERα が C ドメインを中心とした領域で、Smad
と Smurf と結合することにより Smurf 依存的な Smad のユビキチン化と分解を促進することによ
り TGF-β シグナル経路を遮断することを見出した。さらに、TGF-β 経路が遮断されることにより
乳癌の浸潤が抑制された。この研究は、核内レセプターの示す non-genomic function に関する最初
の知見である。
４) Kajiro M, et al. Nature Cell Biol. (2008) 11,312-9 核内レセプターERα を分解するユビキチン化
酵素である CHIP が、転写因子 SRC-3 を分解することにより、Smad の発現量を低下させて TGF-β
シグナルを抑制することを見出した。その結果として乳癌の転移が強力に抑制された。
１４．研究費一覧

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

461

2,425

2,121

848

0

0

0

0
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２３年度
物品費（千円）

11,756

人件費・謝金（千円）

9,073

計
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0

9,614

19,888

15,370

旅費（千円）

業務実施費（千円）

47,239

34,883

22,606

22,936

その他（千円）

4,407

間接経費（千円）

14,310

14,078

13,385

11,746

間接経費（千円）

7,854

61,373

合計（千円）

62,010

61,000

58,000

50,900

合計（千円）

34,030

265,940

人件費（千円）

940

６
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法の
開発

代 表 ／ 分 担 機 関

筑波大学

機関の代表研究者名
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大学院生命環境科学研究科
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１．課題開始時における各機関の達成目標
臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺
線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化疾患患者数は
国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しな
い。この疾患の主要原因は、TGF-β／Smad 経路の異常亢進で
ある。したがって、TGF-β 阻害剤が有効であると考えられる
が、TGF-β 阻害剤の全身投与は副作用が大きく臨床的使用が
困難である。我々は、種々の核内レセプターが Smad と複合
体を形成してその分解を促進し、TGF-β 経路を遮断すること
を見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異な
るため、このシステムを用いれば疾患臓器でのみ TGF-β 経路
を特異的に抑制することが可能となる。そこで、本業務では、
１）核内レセプターと Smad を含むタンパク質複合体の構造を
解析し、２）その情報に基づいて Smad の分解を促進する化合物を設計する。３）さらに、その化合物を、細胞や
動物モデルを用いて評価することにより、線維化疾患に対する副作用の少ない新規治療薬の開発に資する成果
の創出を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本研究では腎臓の糸球体硬化症を対象とする線維化疾患とした。腎臓では、ペルオキシソーム増殖因子活
性化受容体 γ（PPARγ）、ビタミン D 受容体（VDR）が高発現しているので、両核内レセプターを標的とした新規
治療薬の開発を、構造解析と機能解析の両面から目指した。申請者らは転写因子である核内レセプターが転
写活性（ジェノミック活性）とは別に、TGF-β シグナルを抑制する機能（ノンジェノミック活性）を持つことを発見し
ている。平成 19 年度から 21 年度の本研究の成果により、PPARγ のリガンドとの複合体結晶構造解析を完了し、
ノンジェノミック活性により腎臓の線維化を抑制する新規リガンド JKPL42 の同定に成功した。一方で内在性リガ
ンドである活性型ビタミン D を用いたところ、VDR のノンジェノミック活性は、PPARγ の同活性の 2 倍以上であっ
た。この実験結果から、標的分子を VDR に変更することによって、より効果的に TGF-β シグナルを抑制できる
化合物を得ることができると考えた。その仮説に基づき、VDR についてもアゴニスト、アンタゴニスト群のスクリー
ニングを行い、候補化合物を得ることに成功した。さらに数種の化合物との複合体結晶構造解析を完了した。ま
た VDR のノンジェノミック機能メカニズムの一端を解明することにも成功している。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
構造解析に関しては、全て分担機関の清水グループ（東京大学）により行われた。
核内レセプターPPARγ のリガンド結合部位と化合物との複合体解析
核内レセプターPPARγ のリガンド結合部位の発現・精製条件を検討し、結晶化に必要な純度の高いサ
ンプルを大量(10 mg 以上)に調整するのに成功した。フェニルプロピオン酸骨格をもつ種々の化合物を
浸漬し、転写活性の高い化合物（JKPL41,42,53）と低い化合物（JKPL22,35, APHM27）との複合体構造
解析に 2.1-2.6Å 分解能で成功した。
核内レセプターVDR のリガンド結合部位（LBD）と化合物との複合体解析
標的とする核内レセプターを PPARγ から VDR に変更したため発現系の構築、精製条件の検討を行っ
た。ホストや発現領域、培養条件、精製条件を検討し、1 L あたり 1 mg まで収量が得られた。リガンド
としてセコステロイド型の化合物とノンセコステロイド型の化合物で研究を進めているが、マキサカル
シトールは前者に TTYN11 は後者に属する。これらの化合物と VDR のリガンド結合部位の構造解析を
行い、それぞれ 1.3Å、1.8Å という高分解能で構造を決定した。それぞれの化合物は全く異なる骨格を
持ちながら、非常によく似たコンフォメーションをとっていることを見出した。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
1． TGF-β シグナルを遮断する化合物のスクリーニング系の構築と評価
化合物スクリーニング系の構築と評価
線維化疾患治療のためには、核内レセプターの転写活性に影響を与えずに、TGF-β シグナルのみを遮
断する化合物の特定が必要である。本研究計画では、核内レセプター依存的に TGF-β シグナルを遮断す
る化合物を取得するために、迅速にかつ大量にアッセイするスクリーニング系の構築を目指した。
Luciferase 遺伝子上流に Smad 結合配列または核内受容体結合配列を組み込んだレポータープラスミド
を 293 細胞に導入し、核内レセプターのリガンドを処理した際の Luciferase 遺伝子発現量を測定するこ
とで、Smad または核内レセプターの転写活性を迅速に検出するスクリーニング系を構築した。
次に、分担研究者である宮地らが新規合成した PPARγ のフェニルプロピオン酸系化合物ライブラリ
ーのスクリーニングを行った。その結果、PPARγ の転写活性化と TGF-β シグナル
の抑制は、化合物により分離できることが明らかになった。101 化合物のうち 36
種が TGF-β シグナルを抑制した。さらに、代表的な PPARγ アゴニストである
Rosiglitazone と比較して、PPARγ 転写活性が低く TGB-β シグナル抑制活性が同等
の化合物 JKPL42 の取得に成功した。結晶構造解析を行った結果 PPARγ を転写活
性化する化合物と TGF-β シグナルを抑制する化合物に関しては、定性的な構造活
性相関があることが明らかになった。
次に VDR を対象とした解析を行った。東京大学生物機能制御化合物ライブラリ
ー機構の 8 万化合物から in silico スクリーニングによって得られた 106 候補化合
物、既存のビタミン D アナログの 6 化合物、ノンセコステロイド系の 17 化合物、
およびセコステロイド系アンタゴニストライブラリーからスクリーニングを行った。PPARγ の場合と同
様、VDR 転写活性と TGF-β シグナル抑制活性は化合物によって分けることができ、PPARγ の候補化合
物群よりも TGF-β シグナルを強く抑制することが明らかになった。セ
コステロイド系アンタゴニスト群の化合物構造情報、VDR-活性化型ビ
タミン D 複合体の結晶構造情報、各化合物の活性情報から、VDR のノ
ンジェノミック活性にとって C 末端の α-ヘリックス（H12）の位置変
換が重要である可能性が示唆された（右図）。VDR の化合物のスクリ
ーニングの結果、ノンセコステロイド系化合物とセコステロイド系ア
ンタゴニストがヒット化合物として取得できた。
細胞レベルでの化合物の評価
VDR 候補化合物の細胞レベルでの TGF-β 抑制効果を検討した。
TGF-β シグナル伝達の指標として、細胞培養液中に活性化型ビタミン
D を添加し、細胞内の plasminogen activator inhibitor-1（PAI-1）mRNA
量を測定した。PAI-1 mRNA 量は、TGF-β 添加で上昇し、活性化型ビタ
ミン D で低下したことから、細胞内で TGF-β シグナルを抑制することを評価する系を確立することが
できた。次に VDR のセコステロイド型アンタゴニストを添加したところ、TGF-β で誘導された PAI-1
mRNA 量が低下した（右図）。VDR のジェノミック
活 性 の 指 標 で あ る vitamin D3 24-hydroxylase
（Cyp24a）の mRNA 発現は誘導されなかったこと
から、スクリーニングで得られたセコステロイド型
アンタゴニストは VDR のジェノミック活性を持た
ず、ノンジェノミック活性を持つことが細胞レベル
で評価できた。
2． 核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制の
分子機構
TGF-β抑制に必要な核内レセプターの領域の検討
核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制の
分子機構を解析する目的で、Smad との結合に必要
な核内レセプターの最小領域を検討した。核内レセプターはその分子構造から、リガ
ンド非依存的な転写活性化領域の AB ドメイン、DNA 結合領域の C ドメイン、ヒンジ
である D ドメイン、リガンド結合領域・リガンド依存的転写活性化領域の EF ドメイ
ンに分けることができる。まず、GST 融合 Smad タンパク質を用いて結合ドメインを
解析したところ、Smad は C と D ドメインを中心に結合することが明らかになった。
次に TGF-β シグナルの抑制に必要な VDR の領域を検討した。その結果、Smad との結
合に必要な CD ドメインに加え、VDR のリガンド結合ドメイン内の C 末端領域のα端
ヘリックス（H12）が必要であることが明らかになった（右図）。
VDR-Smad の結合様式の解析
VDR による TGF-β/Smad 経路の抑制機構を解析する目的で、VDR と Smad 間の相互
作用に対するリガンドの影響を検討した。GST 融合 VDR タンパク質に大腸癌細胞の
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核抽出液を加え、活性化型ビタミン D 存在化・非存在化における VDR-Smad
間の相互作用を GST pull-down アッセイで解析した。その結果、VDR と Smad
は活性化型ビタミン D 存在化でより強く結合することが示された（右図）。
さらに抑制メカニズムを解明するために、VDR と Smad の結合領域の検討を行
った。VDR-LBD の GST 融合タンパク質を大腸菌から精製し、同様に精製した
Smad3 の MH1 ドメインを用いて GST pull-down アッセイを行った。その結果、VDR
リガンド存在下で VDR と Smad3 は結合することが明らかになった（右図）。さらに、
この結合における種々の化合物の影響を解析した。その結果、TGF-β 抑制を示す化合物では両者の結合が強
まった。以上の結果から、VDR は Smad3 にリガンド依存的に直接結合することによって、TGF-β シグナルを抑制
していると考えられた。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

14 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数○件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
核内レセプターがその転写活性（ジェノミック機能）とは別の、ノンジェノミック機能を持つことを
発見し、その分子機構の解析を進めることができた。また、腎臓で高発現している PPARγ や VDR の化
合物スクリーニングと細胞レベルでの評価を進め、得た化合物が in vivo で腎臓線維化を抑制することを
示すことができた。今後は、構造情報も参考にし、更に詳細に分子メカニズムを明らかにするとともに、
より抑制活性が高い化合物の取得を目指す。
８．課題内の情報共有・連携体制
課題内の情報共有システム
普段から連絡は E-mail を用いて緊密に行っている。中核機関である筑波大学（柳澤研究グループ）は
ハブとしての機能を果たし、各研究グループの研究情報を集約して解析し、得られた情報を各グループ
に提供して情報共有と研究の効率的推進を計っている。さらに、研究グループのデータを共有するため、
サーバーを借りて情報共有システムを導入した（セアビス社セサミシステム）。本システムでは、ネッ
トを使用することによって外部のサーバーに大規模なデータを蓄えられるようになっており、パスワー
ドを持った各研究グループがデータの引き出しや更新を行えるようになっている。このシステムによっ
て E-mail に添付できないような大容量のファイルもグループで共有し、討議することが可能となった。
E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデアを創出
するために、年３回ミーティングを東京の慈恵医科大学で行っている。会議では、各グループの進捗状
況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミングを行い、グループの方向性を調整し、
プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけている。
課題内の連携体制
柳澤ら（筑波大学）は、核内レセプターによる TGF-筑抑制メカニズムの解析と核内レセプター（VDR）
に結合し、TGF-βシグナルを抑制する化学物質の探索を行っている。宮地ら（岡山大学）は、化学物質
群を柳澤らへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新たな化学物質の合成を行う。清水ら（東
京大学）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセプター複合体の構造を解析し、その情報を宮地
らへとフィードバックする。さらに横山ら（慈恵大学）は疾患モデルマウスを用いて化学物質の評価を
行う。
９．他の課題との情報共有・連携
柳澤研究グループでは、核小体に局在する新規因子 Nucleomethylin（NML）を発見し、SIRT1、SUV39
とタンパク質複合体 eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing Complex)を形成することを見出した。
eNoSC は細胞外のエネルギー状態を認識して、エネルギー消費を調節するタンパク質複合体であること
を明らかにした。柳澤研究グループは、ターゲットタンパク研究グループの基本的な生命の解明分野、
清水敏之（東京大学薬学系研究科）との共同研究で、NML の構造を解析した。
上記研究は、Cell に掲載されている。
Murayama A, Ohmori K, Fujimura A, Minami H, Yasuzawa-Tanaka K, Kuroda T, Oie S, Daitoku H, Okuwaki
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M, Nagata K, Fukamizu A, Kimura K, Shimizu T, Yanagisawa J. Epigenetic control of rDNA loci in response
to intracellular energy status. Cell. (2008) 133:627-639
プログラム内部の他研究課題との連携と共同研究
医薬 B4 課題においては平成 22 年度の研究計画として、ビタミン D フルアゴニスト構造を先導化合
物とし、その基本活性構造を基にビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D アンタゴニストを創
製する計画である。本計画の実施にあたっては、
“制御”グループの研究分担者である、
（株）ファルマ
デザイン社の井上、古谷両先生の支援を受け、医薬 B4 研究で得られた化合物の構造活性相関を検討し
in silico 計算により、ビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D アンタゴニストの提案、また、
医薬 B4 にて提案している化学構造の妥当性検証を共同研究として実施している。
１０．人材育成
参加した研究者（ポスドク等）は、３名おり、その現在の所属は以下のとおりである。
筑波大学３名（国内３名）（内２名は現在学術振興会特別研究員）
得られた成果を論文で発表できるように指導している。
１１．終了までの具体的な見通し
現在までに得られた VDR の化合物群の最適化（合成・活性測定・in vitro 評価）を行う。また、VDR
との結晶構造情報と合わせて構造活性相関性を明らかにする。さらに VDR タンパク質と Smad タンパ
ク質の複合体形成に必要な最小ドメインを決定し、X 腺結晶構造解析を行う。TGF-β シグナル抑制活性
を構造科学的に明らかにする。最後に個体レベルでの線維化抑制活性を評価することによって、前臨床
に進められるリード化合物を得ることを目標とする。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化
疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しない。この疾患の主要原因は、TGF-β／
Smad 経路の異常亢進である。したがって、TGF-β 阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β 阻害剤の全身
投与は免疫応答亢進など副作用が大きく臨床的使用が困難である。本プロジェクトにおいて我々は、核内レセ
プターが TGF-β経路を遮断する新しいシステムを応用し、低分子化合物によって糸球体硬化症を治療する可
能性に挑戦した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なるため、このシステムを用いれば疾患臓器で
のみ TGF-β 経路を特異的に抑制することが可能となり、副作用を低減させた治療薬になることが期待できる。
本プロジェクトでは低分子化合物と核内レセプター複合体機能ユニットの立体構造を解き、タンパク質構
造の視点から、より最適な低分子化合物を創り出すことを目指した。タンパク質の機能と立体構造情報を基盤
として、腎線維化を抑制する化合物を創出した本プロジェクトの成果は、我が国の線維化疾患に対する治療に
貢献できると考えられる。プロジェクト終了後、製薬企業と共同で創薬に進める予定である。
１３．特記事項
現在まで本研究計画に関して、受理された代表的な論文は以下の４報である。
１) Nakajima Y, Akaogi K, Suzuki T, Osakabe A, Yamaguchi C, Sunahara N, Ishida J, Kako K,Ogawa S, Fujimura
T, Homma Y, Fukamizu A, Murayama A, Kimura K, Inoue S, Yanagisawa J. Estrogen Regulates Tumor Growth
Through a Nonclassical Pathway that Includes the Transcription Factors ERβ and KLF5. Science Signaling
(2011) 4, ra22
代表者らはエストロゲンがアンドロゲン不応性となった ERβ を発現している前立腺癌の悪性度を高め
ることを見出した。その原因は、転写因子 KLF5 は前立腺癌の増殖を抑制するが、エストロゲンは、ERβ、
KLF5 とユビキチン化酵素 WWP1 の複合体形成を促進し、KLF5 が分解してしまうためであった。本研
究は、化合物により ERβ 依存的な KLF5 の転写活性を制御し、前立腺癌の治療を行う可能性を示唆して
いる。
２) Goto N, Hiyoshi H, Ito I, Tsuchiya M, Nakajima Y, Yanagisawa J. Estrogen and antiestrogens alter breast
cancer invasiveness by modulating TGF-β signaling pathway. Cancer Science (2011) in publication
ERαがノンジェノミック作用で TGF-β シグナルを遮断し、乳がんの転移を抑制していることを見出
した。本研究は乳がん悪性化の過程におけるエストロゲンの作用に新たな知見をもたらした。
３) Ito I, Hanyu A, Wayama M, Goto N, Katsuno Y, Kawasaki S, Nakajima Y, Kajiro M, Komatsu Y, Fujimura A,
Hirota R, Murayama A, Kimura K, Imamura T, Yanagisawa J. Estrogen inhibits transforming growth factor
beta signaling by promoting Smad2/3 degradation. J. Biol. Chem. (2009) 285,14747-55
ERα が C ドメインを中心とした領域で、Smad と Smurf と結合することにより Smurf 依存的な Smad
のユビキチン化と分解を促進することにより TGF-β シグナル経路を遮断することを見出した。さらに、
TGF-β 経路が遮断されることにより乳癌の浸潤が抑制された。この研究は、核内レセプターの示す
non-genomic function に関する最初の知見である。
４) Kajiro M, Hirota R, Nakajima Y, Kawanowa K, So-ma K, Ito I, Yamaguchi Y, Ohie S, Kobayashi Y, Seino Y,
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Kawano M, Kawabe Y, Takei H, Hayashi S, Kurosumi M, Murayama A, Kimura K, Yanagisawa J. The
ubiquitin ligase CHIP acts as an upstream regulator of oncogenic pathways. Nature Cell Biol. (2008) 11,312-9
核内レセプターERα を分解するユビキチン化酵素である CHIP が、転写因子 SRC-3 を分解することに
より、Smad の発現量を低下させて TGF-β シグナルを抑制することを見出した。その結果として乳癌の
転移が強力に抑制された。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

計

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

7,373

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

2,426

人件費（千円）

0

9,614

11,422

10,145

旅費（千円）

31

業務実施費（千円）

16,162

8,078

5,401

4,163

その他（千円）

116

間接経費（千円）

4,848

5,308

5,047

4,292

間接経費（千円）

2,984

22,246

合計（千円）

21,010

23,000

21,870

18,600

合計（千円）

12,930

96,400
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分担機関の課題名
分担機関
機関の代表研究者名

核内レセプター,Smad,Smurf を含んだ複合体の構造解析
東京大学薬学系研究科
清水敏之

１．課題開始時における各機関の達成目標
臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化
疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しない。この疾患の主要原因は、TGF-β／
Smad 経路の異常亢進である。したがって、TGF-β 阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β 阻害剤の全身
投与は副作用が大きく臨床的使用が困難である。我々は、種々の核内レセプターが Smad と複合体を形成して
その分解を促進し、TGF-β 経路を遮断することを見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なる
ため、このシステムを用いれば疾患臓器でのみ TGF-β 経路を特異的に抑制することが可能となる。そこで、
本業務では、１）核内レセプターと Smad を含むタンパク質複合体の構造を解析し、２）その情報に基づいて Smad
の分解を促進する化合物を設計する。３）さらに、その
化合物を、細胞や動物モデルを用いて評価することに
より、線維化疾患に対する副作用の少ない新規治療薬
の開発に資する成果の創出を目指す。
このため、国立大学法人筑波大学、国立大学法
人東京大学、国立大学法人岡山大学および学校法
人慈恵大学は共同で業務を行う。国立大学法人東
京大学は核内レセプター、Smad,

Smurf を含ん

だ複合体の構造解析を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本研究では腎臓の糸球体硬化症を対象とする線維化疾患とした。腎臓では、ペルオキシソーム増殖因子活性
化受容体 γ（PPARγ）、ビタミン D 受容体（VDR）が高発現しているので、両核内レセプターを標的とした。まず
核内レセプターPPARγと種々のリガンドとの複合体構造解析を行った。転写活性の高いリガンドは
PPARγが有する疎水性ポケットを大きく占有し、一方転写活性の低いリガンドはその占有率が低い。一
方、核内レセプターVDR とリガンドの複合体構造解析では骨格は異なるものの nonsecosteroid 型も
secosteroid 型と同様な認識が
行 わ れ て い る こ と や
nonsecosteroid 型リガンドで
も異なる認識様式が観測さ
れた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
（１） 核内レセプターPPARγのリガンド結合部位と化合物との複合体解析
核内レセプターPPARγ のリガンド結合部位の発現・精製条件を検討し、結晶化に必要な純度の高いサ
ンプルを大量(10 mg 以上)に調整するのに成功した。フェニルプロピオン酸骨格をもつ種々の化合物を
浸漬し、転写活性の高い化合物（JKPL41,42,53）と低い化合物（JKPL22,35）との複合体構造解析に
2.1-2.6Å分解能で成功した。
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PPARγ には大きな疎水性ポケットを
有し、一部に親水的な領域が存在する。
この親水性領域はすべての化合物に含
まれているカルボン酸部分（一部はチ
アゾリジン部分）と相互作用していた。
一方、化合物中の２か所は置換基の嵩
高さが異なり、嵩高い置換基をもつ化
合物は疎水性ポケットを占有している
ため（右図の赤丸で囲んだ箇所）、安定
性が増し転写活性化能が高いことが構
造学的に明らかになった。
（２） 核内レセプターＶＤＲのリガンド結合部位と化合物との複合体解析
標的とする核内レセプターを PPARγ から VDR に変更したため発現系の構築、精製条件の検討を行っ
た。VDR はその大半が不溶性になってしまうため 12L 培養で 1mg 程度しかとれない。このためホスト
や発現領域、培養条件、精製条件を検討し、1L あたり 1mg まで収量が改善した。リガンドとして
secosteroid 型の化合物と nonsecosteroid 型の化合物で研究を進めているがマキサカルシトールは前者
に TTYN シリーズ(TTYN7,8,11,12)は後者に属する。これらの化合物と VDR のリガンド結合部位の構
造解析を行い、それぞれ 1.3Å、1.8Å-2.0Åという高分解能で構造を決定した。２つのグループの化合
物は全く異なる骨格を持ちながら、非常によく似たコンフォメーションをとっているとことを見出した
（下図、左）
。さらに両グループの化合物とも水酸基がタンパク質側の２つの His 残基と水素結合をし
て結合している。また反対側の水酸基も両者とも Arg,Ser で認識されていた。全体の構造をみてみると
両グループの化合物とも partial agonist ということもありタンパク質そのものは大きな構造変化を起
こしていなかった。中央部の骨格部は疎水的な相互作用によって認識されている。興味深いことに
nonsecosteroid 型の化合物で転写活性化能が異なるリガンドとの構造を比べてみると構造的な相違点
が観測された(図、右：図は
TTYN12 と TTYN11)。こ
の相違点が与える影響につ
いて検討しているところで
ある。
（３）Ｓｍａｄの発現・精製条件
の検討
Smad について N 末側ドメ
イン(MH1）、C 末側ドメイン(MH2)、並びに両者を含んだ領域(MH1+MH2)の大腸菌による発現系を構築
し、発現、精製条件を検討した。MH1 と MH1+MH2 に関しては十分な発現が認められた。MH1 は精製
条件を確立した。MH1+MH2 は分解がみられるため現在精製条件を検討しているところである。
MH1+MH2 を有する領域と VDR のリガンド結合ドメインとの相互作用をみるため Pull down assay を行
ったところ結合が認められた。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
化合物の合成、化合物のスクリーニング、細胞レベルでの化合物の評価、分子機構の検討、線維症モデ
ル動物を用いた in vivo 評価系の確立と化合物の評価機能解析は課題内のグループ（筑波大学、岡山大
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学、慈恵大学）が行っている。

３．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構

13 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

19 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
PPARγ と合成リガンドとの複合体解析は計 7 種類のリガンドに関して成功している。この結果 PPARγ
の転写活性の強弱を構造学的に考察できるようになったのは大きな進歩である。またプロジェクトの途
中でターゲットを VDR にしたが、VDR と合成リガンドとの複合体解析も 5 種類成功しており有用な知
見が得られている。このことに関しては当初の計画を上回っている。一方、Smad との複合体の構造解
析に関しては分解の問題もあり、未だ達成されておらず課題として残っている。
８．課題内の情報共有・連携体制
課題内の情報共有システム
普段から連絡は E-mail を用いて緊密に行っている。中核機関である筑波大学（柳澤研究グループ）は
ハブとしての機能を果たし、各研究グループの研究情報を集約して解析し、得られた情報を各グループ
に提供して情報共有と研究の効率的推進を計っている。
さらに、研究グループのデータを共有するため、サーバーを借りて情報共有システムを導入した（セア
ビス社セサミシステム）。本システムでは、ネットを使用することによって外部のサーバーに大規模な
データを蓄えられるようになっており、パスワードを持った各研究グループがデータの引き出しや更新
を行えるようになっている。このシステムによって E-mail に添付できないような大容量のファイルも
すべてのグループで共有し、討議することが可能となった。
E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデアを創出
するために、年３回ミーティングを東京の慈恵医科大学もしくは筑波大学（秋葉原 office）で行ってい
る。会議では、各グループの進捗状況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミング
を行い、グループの方向性を調整し、プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけている。
課題内の連携体制
柳澤ら（筑波大学）は、核内レセプターによる TGF-β 抑制メカニズムの解析と核内レセプター（PPARγ
と VDR）に結合し、TGF-β シグナルを抑制する化学物質の探索を行っている。宮地ら（岡山大学）は、
化学物質群を柳澤らへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新たな化学物質の合成を行う。清
水ら（東京大学）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセプター複合体の構造を解析し、その情
報を宮地らへとフィードバックする。さらに横山ら（慈恵大学）は疾患モデルマウスを用いて化学物質
の評価を行う。
９．他の課題との情報共有・連携
プログラム内部の他研究課題との連携と共同研究
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本研究グループのスクリーニングは、東京大学生体機能科学化合物ライブラリー機構（長野先生）と
株式会社ファルマデザインの協力のもと行われている。具体的には化合物ライブラリー機構の化学物質
から、核内レセプターに結合する可能性のあるものをファルマデザインで選択してもらい、宮地らのラ
イブラリー、既存化合物とともに 1 次スクリーニングに用いている。さらにこれらのデータはライブラ
リー機構へとフィードバックされている。
本研究グループは、ターゲットタンパク研究グループの基本的な生命の解明分野

西村善文先生のグ

ループと共同で、核小体に局在する新規因子 Nucleomethylin（NML）の構造を解析した。さらに、NML
が、NAD 依存的ヒストン脱アセチル化酵素 SIRT1、ヒストンメチル化酵素 SUV39 とタンパク質複合体
eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing Complex)を形成し、細胞外のエネルギー状態を認識して、エ
ネルギー消費を調節することを明らかにした。本研究内容は、Cell（133:627-639, 2008）誌に掲載され
た。情報プラットフォームへの研究成果の登録も行っている。
１０．人材育成
本プロジェクト遂行にあたり博士研究員を延べ３人雇用した。実際の研究指導は研究代表者が行った。
実験手法等については十分訓練されていたので、研究の進め方などについて十分討議を重ねながら本プ
ロジェクトを遂行していった。すでに２人は別プロジェクトの博士研究員として働き、もう一人は東大
薬学部の流動助教として採用されている。
１１．終了までの具体的な見通し
PPARγとリガンドとの構造解析に関しては本プロジェクトを進めていくうちにより効果的な VDR をタ
ーゲットとしたためこれまで行った構造解析で終了させる。一方 VDR とリガンドとの解析においては
VDR 活性、TGFβ抑制活性ともに高い化合物群と VDR 活性は低く、TGFβ抑制活性の高い化合物群の両
者の構造解析に成功している。プロジェクト終了までにより高分解能データを収集するとともに、詳細
な比較を行う予定である。一方 Smad との複合体解明は結合が弱いこともあり難航している。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プロジェクトで合成された TTYN12 は比較的 VDR 活性が低く、TGF-β抑制活性の高い化合物である。
この研究をさらに推し進めれば有効な化合物候補となる可能性がある。
１３．特記事項
特になし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

2,113

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,847

人件費（千円）

0

0

8,466

5,225

旅費（千円）

201

業務実施費（千円）

12,308

11,538

2,503

5,313

その他（千円）

377

間接経費（千円）

3,692

3,462

3,291

3,162

間接経費（千円）

2,262

15,869

合計（千円）

16,000

15,000

14,260

13,700

合計（千円）

9,800

68,760
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代表／分担機関の課題名

「核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法
の開発」（TGF-β 抑制作用を有する核内レセプターリガンドの創製）

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人岡山大学

機関の代表研究者名

宮地

弘幸

１．課題開始時における各機関の達成目標
TGF-β 抑制作用を有する核内レセプターリガンド
の創製にあたり、構造情報を利用した化合物の設計
及び合成を進め、細胞レベル・個体レベルでの線維
化を抑制する化合物を探索する。
実際の研究計画においては、線維化疾患の標的臓器
として腎臓を選択し、糸球体硬化症疾患の治療薬創
製を目指した。標的核内受容体として PPARγと VDR
を選択し、細胞レベル・個体レベルでの腎臓の線維
化を抑制する化合物を創製することを達成目標と
した。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
PPARγに関して約 100 種類の PPAR 化合物群を提供できた。機能グループ
PPARγ-JKPL’s
H3

によるスクリーニングの成果として、PPARγパーシャルアゴニスト作用と
TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示し、動物グループによるモデル実
験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を抑制する
PPARγアゴニスト(JKPL-42)見出すことに成功した。また何故それらの化合

H12
βシート

物が PPARγ活性を示すかの理由を、複数の JKPL 系化合物を構造グループに
提供し、構造グループが PPARγとの複合体 X 線結晶構造解析に成功すること
で明らかにできた(右上図)。
一方、VDR に関しては約 50 種類の VDR 化合物群の提供ができた。機能グループによるスクリーニング
の成果として、VDR フルアゴニスト作用と TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示し、動物グループに
よるモデル実験動物を用いた解析で、腎臓線維化を抑制するノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(LG)
見出すことに成功した。
また何故ノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(LG)
や関連化合物が VDR アゴニスト活性を示すかの理由を、複数の TTYN 系化合
物を構造グループに提供し、VDR との複合体 X 線結晶構造解析が成されたこ
とで明らかにできた(右下図)。
さらにノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(LG)の副作用を回避した、
ノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(TTYN-12)を機能グループの評価によ
り見出すことに出すことに成功した。TTYN-12 に関しては TGF-βシグナル抑
制作用を in vitro で示し、動物グループによるモデル実験動物を用いた解析で、動物レベルにおいて
も腎臓線維化を抑制でき、VDR フルアゴニストの副作用として懸念される、高カルシウム血症が起り難
いことが動物評価グループの成果として明らかにされている。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
PPARγに関して in vivo レベルで腎臓線維化を強く抑制する PPARγアゴニスト群と抑制活性の弱い
PPARγアゴニスト群の違いを、複数の JKPL 化合物と PPARγリガンド結合領域との複合体 X 線結晶構造
解析に成功することにより構造生物学的観点から明らかにできた。本成果は論文に纏めつつある。
一方、VDR に関してはノンセコステロイド型 VDR フルアゴニスト(LG 等)が何故 VDR フルアゴニスト活
性を示すのかの理由を、天然に存在する VDR フルアゴニスト類および LG 類と VDR リガンド結合領域と
の複合体 X 線結晶構造解析に複数成功することにより構造生物学的観点から明らかにできた。またノン
セコステロイド型 VDR パーシャルアゴニスト(TTYN-12)が何故パーシャルアゴニスト活性を示すのかに
ついても構造生物学的観点から明らかにできつつある。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
PPARγに関して約 100 種類の PPAR 化合物群の PPARγ活性および TGF-β阻害活性スクリーニングが終
了した。その成果として、PPARγパーシャルアゴニスト作用と TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示
す化合物が複数見出すことに成功した。代表的化合 PPARγアゴニスト(JKPL-42)に関しては、動物グル
ープによるモデル実験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を、対象薬であるロ
シグリタゾンと同等に抑制できることを確認することに成功した。
一方、VDR に関しては約 70 種類の VDR 化合物群の VDR 活性および TGF-β阻害活性スクリーニングが終
了した。その成果として、VDR フルアゴニスト作用と TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示すノンセ
コステロイド型 VDR アゴニスト(LG)見出すことに成功した。LG に関しては、動物グループによるモデル
実験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を、対象薬である天然の VD と同等に
抑制できることを確認することに成功した。
さらにノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(LG)の懸念される副作用を回避した、ノンセコステロイ
ド型 VDR アゴニスト(TTYN-12) 見出すことにも成功した。TTYN-12 に関しては、動物グループによるモ
デル実験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を、対象薬である天然の VD と同
等に抑制できる一方で、VDR フルアゴニストの副作用として懸念される、高カルシウム血症が起り難い
ことが動物評価グループの成果として明らかにすることができた。
３．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構

13 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

2 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ほぼ 100%である。
８．課題内の情報共有・連携体制
課題内の情報共有システム
普段から連絡は E-mail を用いて緊密に実施いる。中核機関である筑波大学（柳澤研究グループ）はハ
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ブ機能を発揮し、各研究グループの研究情報を集約して解析し、得られた情報を各グループに提供して
情報共有と研究の効率的推進を計った。
さらに、研究グループのデータを共有するため、サーバーを借りて情報共有システムを導入した（セ
アビス社セサミシステム）。本システムでは、ネットを使用することによって外部のサーバーに大規模
なデータを蓄えられるようになっており、パスワードを持った各研究グループがデータの引き出しや更
新を行えるようになっている。このシステムによって E-mail に添付できないような大容量のファイルも
すべてのグループで共有し、討議することが可能となり有益であった。
E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデアを創出
するために、年数回ミーティングを東京の慈恵医科大学を中心に行った。会議では、各グループの進捗
状況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミングを行い、グループの方向性を調整
し、プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけられた。
課題内の連携体制
機能評価グループ（筑波大学柳沢グループ）は、核内レセプターによる TGF-β 抑制メカニズムの解析
と核内レセプター（PPARγ と VDR）に結合し、TGF-β シグナルを抑制する化学物質の探索ならびに、
代表的化合物の作用メカニズム解析を行った。合成グループ（岡山大学宮地グループ）は、化学物質群
を機能評価グループへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新たな化学物質の合成を行った。
構造評価グループ（東京大学清水グループ）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセプター複合
体の構造を解析し、その情報を柳澤・宮地らへとフィードバックした。さらに動物解析グループ（東京
慈恵医科大学横山グループ）は疾患モデルマウスを用いて代表的活性化学物質の評価を、対象薬である
既存の薬物との比較を含め行った。
９．他の課題との情報共有・連携
プログラム内部の他研究課題との連携と共同研究
本研究グループのスクリーニングにおいては、“制御”の東京大学生体機能科学化合物ライブラリー
機構（長野先生）と、その分担研究者である株式会社ファルマデザインの協力のもと行われた。具体的
には化合物ライブラリー機構の化学物質ライブラリーから、核内レセプターに結合する可能性のあるも
のをファルマデザインで選択してもらい、宮地の所蔵する合成化合物、既存化合物とともに１次スクリ
ーニングに用いた。さらにこれらの活性データはライブラリー機構へとフィードバックされた。

１０．人材育成
合成グループ（岡山大学宮地グループ）においては、学部性、大学院生、ポスドクを研究に従事させ
ていなかった。したがって人材育成に関する内容は含んでいない。

１１．終了までの具体的な見通し
現在ノンセコステロイド型 VDR パーシャルアゴニスト TTYN-12 を次なるリード化合物としてノンセ
コステロイド型ＶＤＲアンタゴニストへの構造転換を実施している。本年度中にはＶＤＲアンタゴニス
ト活性を有する化合物を見出す。今回の研究で見出された、JKPL-42, LG, TTYN-12 等核内重要体のノン
ゲノミックな作用に基ずく新規線維化疾患治療薬に関する知見は、学会発表や論文投稿発表を通して公
知とし、技術移転を目的とした共同研究に繋げ、また他分野、特に他の核内受容体を標的とした研究者
に対して情報公開し、成果活用推進を図る。

549

Ｂ２－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムにおいて、
１）核内受容体のノンゲノミックな作用としての TGF-β シグナル阻害作用の一般性の発見
２）腎線維化疾患治療薬としての PPARγアゴニスト、VDR アゴニストという新医薬用途の発見
が成された。
１）の発見は、種々の核内受容体に関してそれぞれに固有の、または重複したノンゲノミックな機能
の存在可能性を示唆するものである。今後核内受容体機能の全容解明という基礎科学の進展を加速化
させる成果である。
２）に関しては直接的には既存 PPARγアゴニストや VDR アゴニストの、腎線維症治療薬としての適
応拡大を促進する。また間接的には、特定臓器組織における線維化疾患（例えば肝硬変、肺線維症、
全身性強皮症）治療薬の創出に関して、新たなアプローチ（メカニズム）による医薬創製という、
医薬産業界にインパクトを与える成果である。
今後製薬企業やベンチャー企業との共同研究の推進により、大学における研究成果を産業界で橋渡し
できるものと考える。

１３．特記事項

１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

1750

1810

0

物品費（千円）

2111

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

1800

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

142

業務実施費（千円）

9230

6711

6236

6846

その他（千円）

100

間接経費（千円）

2770

2539

2414

2054

間接経費（千円）

1247

11024

合計（千円）

12000

11000

10460

8900

合計（千円）

5400

47760
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代表／分担機関の課題名

「核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療
法の開発」
（線維化モデル動物を用いた薬剤スクリーニングと臨床応用）

代 表 ／ 分 担 機 関

学校法人

機関の代表研究者名

医学部

慈恵大学
講師

横山啓太郎

１．課題開始時における各機関の達成目標
糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患は線維化疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ
有効な治療法は存在しない。この線維化の主要原因は、TGF-β／Smad 経路の異常亢進である。したがって、
TGF-β 阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β 阻害剤の全身投与は副作用が大きく臨床的使用が困難であ
る。研究代表者の柳澤教授は、種々の核内レセプターが Smad と複合体を形成してその分解を促進し、TGF-β
経路を遮断することを見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なるため、このシステムを用い
れば疾患臓器でのみ TGF-β 経路を特異的に抑制することが可能となる。そこで、本研究では、１）核内レセプ
ターと Smad を含む蛋白質複合体の構造を解析し、２）その情報に基づいて Smad の分解を促進する化合物を
設計する。３）さらに、その化合物を、細胞や動物モデルを用いて評価することにより、線維化疾患に対する
副作用の少ない新規治療薬の開発を目指した（下図左）
。研究体制は下図右のようになっている。

分担者は構造解析および機能解析によって線維化を抑制する期待が高い新規化合物を実際に線維化マ
ウスモデルで腎線維化抑制効果を評価した。そのために、先ず、線維化抑制効果をスクリーニングする
のに適切な線維化マウスモデル作成を行った。並行して、コントロール薬剤による繊維化治癒の評価法
の確立を目指した。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
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①

線維化モデル動物の最適化

平成２０年度は Jcl：ICR マウス 4 週齢 ♂を用いて尿管結さつ 1 週間による腎臓線維化モデル動
物を作製した。このモデル動物に活性型ビタミン D 類似化合物や宮地グループが合成した新規化合
物の腎臓線維化抑制効果の評価をした。既存の活性型ビタミン D 類似化合物および、宮地グループ
が合成した新規化合物では、腎臓線維化抑制効果に差異が認められた。しかし、柳澤グループが行
ったレポータージーンアッセイで TGF-β を抑制することが明らかになった化合物でも尿管結さつマ
ウスでは、腎臓線維化モデル動物としての均一性に問題が残ることも確認された。尿管結さつマウ
スでは、腎臓線維化モデル動物としての均一性に問題が残ったため、アデニンマウスでのモデル作
製を行った。アデニンマウスを以下のプロトーコールで腎線維化を評価した。
C57BL/6N Jcl 9週齢 ♂=49

馴化期間

アデニン0.25%CE-2製造

試験１群

n= 6

CE -2給餌

試験２群

n= 6

CE -2給餌

0

群
分
け

1

2

体
測

3

4

5

6

7

8

採
材

；体重測定

9

10

11

12

13

14

；採血・採材

アデニ ン 0.25%
CE -2給餌

CE -2給餌
採
材

試験３群

n= 6

CE -2給餌

試験４群

n= 6

CE -2給餌

アデニ ン 0.25%CE -2給餌

CE -2給餌
採
材

試験５群

n= 6

CE -2給餌

試験６群

n= 6

CE -2給餌

試験７群

n= 6

CE -2給餌

n= 42

アデニ ン 0. 25%CE -2給餌

CE -2給餌

アデニ ン 0.25%CE -2給餌

体
測

体
測

CE -2給餌

体
測

体
測

体
測
採
材

その結果、アデニン投与により、腎線維化は顕著になることが明らかになった。さらに、その休止に
より、腎線維化は回復するため、新規化合物が、線維化修復過程効果を有するかを評価することが可能
なモデルであることも明らかになった。
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②

コントロール薬剤による線維化治癒の評価法の確立
まず、既存の活性型 VD 製剤の腎線維化治癒を評価した。柳澤グループの機能解析では下図のよ
うにパリカルシトールとマキサカルシトールがロカルトロールに比べジェノミック作用すなわ
ち VDR 転写活性が低いもののノンジェノミック作用（TGFβ 活性抑制）が同等であることが明
らかになった（下図左）
。VDR 転写活性から、活性型 VD 製剤の投与量を決定し、既存の活性型
VD 製剤の腎線維化治癒を評価した。これらの活性型 VD 製剤はセコステロイド型である。

宮地グループ、清水グループおよび柳澤グループの構造解析および機能解析の結果では、セコステロ
イド型ともにノンセコステロイド型の線維化抑制効果を評価した。先ず、ノンセコステロイド型の LG
を腎臓線維化モデルに投与した。しかし、高 Ca 血症を認めた。分担者の検討で、既存の活性型 VD
製剤であるマキサカルシトールが腎臓線維化モデル高 Ca 血症を呈さないことが、明らかになったの

で、清水グループが VDR リガンド結合領域とマキサカルシトール複合体の結晶化構造解析を行っ
た。その結果ノンジェノミック作用（TGFβ 活性抑制）を有するには H12 が必要であることが明ら
かになった。H12 の構造変換によりジェノミック作用とノンジェノミック作用を分離することに成
功した柳澤グループおよび宮地グループから供給されたノンセコステロイド型 TTYN12 をアデニンマ

ウスに投与した。TTYN12 は血清 Ca を上昇させなかった。
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さらに、TTYN25 と TTYN34 も同様に線維化抑制効果を有していた。さらに、TTYN34 はアデニン
投与後の線維化修復過程効果を有することが明らかになった。下図に示すように TTYN34 投与群では、
Contorol に比べ、血清尿素窒素(UN)、血清クレアチニン(Cr)が低値を示していた。

（２）構造解析に関する進捗及び成果
宮地グループ、清水グループ、柳澤グループによる構造解析と分担者の研究の関係性を上述した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
柳澤グループよる機能構造解析と分担者の研究の関係性を上述した。
３．タンパク質の構造解析件数
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PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

10 件

５．各機関の特許出願件数

2 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件
（うち産業界との共同研究数 0 件）

（プログラム内外含む）
７．当初計画に対する各機関の達成度

アデニンマウスによる線維化モデル動物の最適化は当初の計画を粗達成している。新規化合物によ

る線維化治癒の評価は確立されつつあるが、薬物動態、副作用については未だ評価を行っていない。
８．課題内の情報共有・連携体制
上述のように宮地グループ、清水グループ、柳澤グループの構造解析および機能解析と分担者のアデ
ニンマウスによる線維化モデル動物の実験は情報を共有が必須であった。当該研究の推進会議にて各
研究室内の知財管理を行うためのソフト（SesameFileNavi）を導入した。
９．他の課題との情報共有・連携
特記すべきことありません。
１０．人材育成
特記すべきことありません。
１１．終了までの具体的な見通し
宮地グループ、清水グループおよび柳澤グループの構造解析および機能解析の結果から、よりジェノ

ミック作用とノンジェノミック作用が分離されたノンセコステロイド型の新規化合物の生成が期待
できる。供給された新規化合物は既に線維化モデル動物において血清 Ca を上昇させずに線維化を抑
制している。今後は、薬物動態および副作用を評価し、臨床応用可能な新規化合物の生成に努めたい。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について

ジェノミック作用とノンジェノミック作用が分離して、in vivo の評価を成し得ている研究は極めて少
なく、適切な新規化合物を in vivo で線維化抑制を評価することは臨床応用の可能性が高い。
１３．特記事項
現在、我が国において慢性腎臓病、肝線維症、肺線維症などの患者数は数十万人であるが潜在的に
はに及ぶと考えられる。in vivo の新規化合物の線維化治癒の評価法の確立は極めて有用である。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

461

675

311

848

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

業務実施費（千円）

9,539

8,556

8,466

6,614

その他（千円）

3,813

間接経費（千円）

3,000

2,769

2,633

2,238

間接経費（千円）

1,361

12,002

合計（千円）

13,000

12,000

11,410

9,700

合計（千円）

5,900

52,010

設備備品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解析か
ら創薬まで

代

表

機

関

機関の代表研究者名

１．

国立大学法人東北大学
青木淳賢

課題開始時における達成目標

NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）ファ
ミリータンパク質は NPP1 から NPP7 の７種類のメンバー
が知られており、細胞外のヌクレオチドやリゾリン脂質を
分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン形成など、様々
な生命現象・疾病に関与する。本研究では、NPP ファミリ
ータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6 に関して、機
能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリーニング、設
計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指すことを目的
とする。
このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡木グループ（国立大学法人東京工業大学、平
成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年度から参画）が共同で業務を行う。青木グル
ープは NPP ファミリー分子の発現、NPP ファミリー分子の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻害
剤の有機合成を実施する。濡木グループは NPP ファミリー分子の結晶化と構造解析、阻害剤との共結
晶構造の解析を実施する。高木グループは NPP ファミリー分子の発現を実施する。
２。平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
平成２３年５月末時点における東北大学、東京大学、大阪大学の事業計画に対する研究成果について
下表にまとめる。

NPP2

構造解析
HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.0Å の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

NPP6

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。

NPP1

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.7Å の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

阻害剤開発
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2 阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。
現時点では行っていない。
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機能解析
NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。
NPP6 KO マウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。
構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。
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（２）構造に関する進捗及び成果（構造解析と阻害剤開発を相補的に行ったので並行して記述する）。
NPP2
NPP2 は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸
（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPA は脂質メディエーターとして注目されているシグナル
伝達分子であり、G タンパク質共役型受容体である LPA 受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、
脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2 は悪性腫瘍が
分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見されたタンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、
脳腫瘍など様々ながん細胞において NPP2 の発現亢進が報告されている。また、がん以外にも、動脈硬
化、神経因性疼痛など様々なヒト疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパク質の構
造に基づく分子レベルでの NPP2 の LPA 産生メカニズムの詳細は未解明であった。
構造解析
本研究では、まず、マウス、ヒト、ラット由来の NPP2
をバキュロウイルス発現系にて発現精製を行った。得ら
れた数 mg オーダーの精製タンパク質を用い結晶化の試
みを行ったが、結晶化には至らなかった。そこで、ほ乳
類細胞を用いた発現系に変更した。具体的には GlcNac
Tn-1 欠損（糖鎖形成不全）HEK293 にマウス由来の NPP2
を発現させ、ターゲットタグ精製系にてリコンビナント
NPP2 を精製した。さらに、脂肪酸種の異なる 5 種類の
LPA の複合体の立体構造を X 線結晶構造解析によって
決定した（図１）。その結果、これまで機能がよくわか
っていなかったソマトメジン B 様ドメインとヌクレア
ーゼ様ドメインが触媒ドメインの両側から相互作用し、
触媒ドメイン中の疎水性ポケットの構造を安定化して
いることが明らかになった。5 種類の LPA 複合体構造中
で、LPA 分子の脂肪酸はそれぞれ異なる形に折れ曲がっ
て疎水性ポケットに結合していることが明らかになっ
た（図２）。これらの構造から、NPP2 が複数種の LPC
を基質として切断する分子メカニズムが解明された。予
想外なことに、活性部位に通じる疎水性チャンネルが存
在し、そこに内在性の LPA が結合していることを同定
した。疎水性チャネルを塞ぐような変異体酵素を作製し、解析したところ、LPA 産生活性は保持されて
いる一方で、細胞運動性促進活性が著しく低下していることを見出した。この結果から、NPP2 によっ
て産生された LPA は溶液中に遊離した後に LPA 受容体に作用するのではなく、NPP2 のもつ疎水性チ
ャンネルを通って効率的に LPA 受容体へと受け渡される（shuttling される）ことが示唆された。すなわ
ち、NPP2 は LPA 産生酵素としてだけなく、LPA 輸送タンパク質としても機能しているというモデルが
提唱された。
阻害剤開発
国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチームの長野研究室との共同研究により、NPP2 に対す
るハイスループットスクリーニングを行い、複数のヒット化合物を得た。NPP2 はゼブラフィッシュ胚
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に過剰発現すると二股心臓の表現型を示した。そこで、二股心臓
の表現型を抑制する活性を指標に複数のヒット化合物の２次スク
リーニングを行い、化合物の絞り込みを行った。このうち２種の
阻害剤に関して NPP2 との共結晶複合体の構造を 2.1 Å 分解能で決
定し、阻害剤が LPA ポケットを占拠し、触媒活性を阻害する機構
を原子分解能レベルで解明することに成功した（図３）。さらに、
本共結晶構造から得られた情報をもとに阻害剤の合成展開を行
い、最終的に個体レベルで NPP2 の活性を抑制することの出来る
創薬リード化合物の創出に成功した。最近、大手製薬会社との共同研究契約締結が決まり、初の大学発
の薬剤開発の道が開けた。
NPP6
NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン（GPC）に基質特異性を示し、
ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わることが予想されるがその機能は全
く不明である。
構造解析
まず、バキュロウイルス系にて NPP6 の発現を試みた。His tag を利用し、数 mg オーダーのリコンビ
ナント NPP6 が得られたが、結晶化には至らなかった。現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293
細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発現並びに結晶化を試みている。
阻害剤開発
また、東大化合物ライブラリーと東北大学ライブラリーを用い、NPP6 の阻害剤
探索を行った。複数のヒット化合物を得て、このうち、２つに絞り合成展開を行
った。最終的に、nM オーダーで NPP6 を阻害する化合物（図４）を得た。
NPP1
NPP1 は ATP などの核酸のホスホジエステル結合を加水分解する膜貫通型の酵素である。ノックアウ
ト（KO）マウスの解析から、骨代謝に機能していることが示
されている。またヒトにおける変異が報告され、骨石灰化や
II 型糖尿病との関連が示唆されている。
構造解析
マウス NPP1 に NPP2 のシグナル配列を付けかえたリコン
ビナントを作製し、HEK293T 細胞で大量調製を行い、ターゲ
ットタグ精製系にてリコンビナント NPP1 を精製した。AMP
や AMPCPP との複合体の結晶構造を 2.7 Å 分解能で決定する
ことに成功した（図５）。その結果、NPP2 で欠失していた挿
入ループが基質の認識特異性を発揮していることを明らかに
した。NPP1 は骨石灰化や II 型糖尿病の原因となるタンパク質
であり、本研究で得られた立体構造情報は、これらの疾病に対する阻害剤開発の基盤となることが期待
される。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
NPP2
NPP2 選択的なモノクローナル抗体３種をマウスに投与すると、マウス
血中の NPP2 の活性を阻害することができる。また、さまざまなヒト臨床
サンプル中の NPP2 活性を測定し、NPP2 の発現が特発性間質性肺炎で亢
進していることを見いだした。そこで、特発性間質性肺炎のマウスモデル
であるブレオマイシンモデルにおける抗 NPP2 モノクローナル抗体効果を
試したところ、肺の繊維化が、抗体処理により劇的に抑制されることが分
かった（図６）。
また、これまでに KO マウスの解析から NPP2 が発達期の血管形成に機能
していることが示されていたが、その機構の詳細は不明であった。我々はゼ
ブラフィッシュを用いてその解析を行った。ゼブラフィッシュは哺乳類の遺
伝子のほとんどが保存されている、体が透明で血管の可視化が容易である、
複数の遺伝子のノックダウンができるといった利点がある。ゼブラフィッシ
ュにおいて NPP2 をノックダウンしたところ、体節間血管が背側まで伸びず
結合してしまうという表現型が見られた（図７）。この表現型はこれまで知
られている変異体やノックダウンで見られる発生期の血管形成の表現型と
は異なり、NPP2/LPA が新しい血管形成制御因子である可能性が示唆された。
さらに LPA1、LPA4 を同時にノックダウンしたところ、NPP2 ノックダウンと類似の表現型を示し、NPP2
の下流で LPA1 と LPA4 が血管形成に機能していることが明らかとなった。
NPP6
NPP6 はコリンリン酸を含むコリンホスホジエステルに対し高い特異性を有する。まず、NPP6 は肝
臓の肝類洞内皮細胞、脳のミエリンに高発現していることがわかった。NPP6 KO マウスを解析し、NPP6
KO マウスは、コリン欠乏による脂肪肝を起こし易いこと、ミエリンの構
造が大きく乱れていること（図８）が明らかになった。培養細胞の解析か
ら、NPP6 を発現する培養細胞はコリン源として GPC を利用できるように
なったことから、NPP6 は GPC などのコリンホスホジエステルを分解し、
細胞にコリンを供給する役割があることがわかった。肝臓において肝類洞
内皮細胞には GPC を産生するリパーゼが局在することもこの仮説を支持
する。
３.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構

10 件

造解析したタンパク質数

４. 課題全体の論文発表件数

1件

５. 課題全体の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）
（現在製薬会社を通じて出願予定）

６. 課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

2件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７.当初計画に対する各機関の達成度
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個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した
タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、
新規に見いだした機能４つ（NPP2 の肺線維症における機能、NPP2 の発生期血管形成における新規機能、
NPP6 のミエリン形成における機能、NPP6 の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特
に、NPP2 に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。
構造解析
構造の決定に至ったか？

阻害剤開発
スクリーニングを実施し、リー
ド化合物を得たか？

機能解析
新規の機能を発見したか？

◎
△
○

◎
○

◎
○

NPP2
NPP6
NPP1
◎十分達成できた

○ある程度達成できた

△不十分であった

全く達成できなかった

８. 課題内の情報共有・連携体制
構造解析グループ、機能解析グループは互いにチームごとに連携し、それぞれの研究室において 2~3
時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し、すでに共著の論文を発表してい
る。グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはかっ
ており、実質的な共著論文としての成果も上げてきた。
９。他の課題との情報共有・連携
生産拠点である国立大学法人大阪大学（高木研究室）および国立大学法人東京大学の化合物ライブラリ
ーチーム（長野研究室）との共同研究により、研究を大きく進展させることに成功した。
１０. 人材育成
学部生、大学院生の研究教育は、雇用されているポスドクおよび助教、准教授、教授が、直接に実験を
指導し、また週 2 回のセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行っている。
１１. 終了までの具体的な見通し
すでに構造解析の終了している NPP1 に関しては、基質選択機構に着目して論文をまとめる。さらに、
NPP6 に関しても、動物細胞を用いて大量調製に成功しており、結晶構造解析および機能解析を進める。
１２. 本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後も、チームの連携・共同研究を維持し、生産拠点、化合物ライブラリー拠点とも連
携し、大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する計画である。すでに、大手製薬会社と
の共同研究契約も締結しており、新規のメカニズムによる、がん、線維症、糖尿病、骨石灰化に関する
効果的な薬剤を開発し、医療分野で社会に貢献する日も近いと期待している。
１３. 特記事項
１.第５回日本学術振興会賞受賞（2009 年 3 月）（濡木理）
２. 21 年度持田記念学術賞受賞（2009 年 10 月）（濡木理）
３.22 年度木原記念財団学術賞受賞（2010 年 5 月）（濡木理）
４.第 27 回井上学術賞受賞（2011 年 2 月）（濡木理）
５.2011 年に Nat. Struct. Mol. Biol.に発表した論文“Crystal structure of autotaxin and insight into GPCR
activation by lipid mediators”は、東京大学新聞（2011 年 2 月 1 日付け）、読売新聞（2011 年 1 月 17 日付
け）に掲載された。
１４。研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

19,703

17,118

9,240

13,107

0

0

0

0

469

714

3,181

8,113

業務実施費（千円）

21,366

20,629

23,733

間接経費（千円）

12,462

11,539

合計（千円）

54,000

50,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）

２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

15,810
7,611

旅費（千円）

400

17,908

その他（千円）

370

10,846

11,738

間接経費（千円）

47,000

50,866

合計（千円）

560

計

7,202
31,450
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代表／分担機関の課題名

がんや様々な疾患に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解析か
ら創薬まで

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東北大学

機関の代表研究者名

青木淳賢

１．課題開始時における各機関の達成目標
NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）ファミリータンパク質は NPP1 から NPP7 の７種
類のメンバーが知られており、細胞外のヌクレオチドやリ
ゾリン脂質を分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン
形成など、様々な生命現象・疾病に関与する。本研究では、
NPP ファミリータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6
に関して、機能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリ
ーニング、設計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指
すことを目的とする。
このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡
木グループ（国立大学法人東京工業大学、平成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年
度から参画）が共同で業務を行う。青木グループは NPP ファミリー分子の発現、NPP ファミリー分子
の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻害剤の有機合成を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
平成２３年５月末時点における東北大学の事業計画に対する研究成果について下表にまとめる。
本表には全体の成果を記載したが、このうち赤字の部分が東北大グループの関わった成果である

NPP2

構造解析
HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.0Å の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

NPP6

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。

NPP1

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.7Å の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

阻害剤開発
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2 阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。
現時点では行っていない。

機能解析
NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。
NPP6 KO マウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。
構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。

（２）構造解析に関する進捗及び成果
NPP2
NPP2 は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸
（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPA は脂質メディエーターとして注目されているシグナル

561

Ｂ３－Ａ（医学・薬学等への貢献）

伝達分子であり、G タンパク質共役型受容体である LPA 受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、
脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2 は悪性腫瘍が
分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見された
タンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、脳腫瘍など様々
ながん細胞において NPP2 の発現亢進が報告されている。ま
た、がん以外にも、動脈硬化、神経因性疼痛など様々なヒト
疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパ
ク質の構造に基づく分子レベルでの NPP2 の LPA 産生メカニ
ズムの詳細は未解明であった。
構造解析
本研究では、まず、マウス、ヒト、ラット由来の NPP2 をバ
キュロウイルス発現系にて発現精製を行った。得られた数 mg オ
ーダーの精製タンパク質を用い結晶化の試みを行ったが、結晶化
には至らなかった。そこで、大阪大学、東京大学との共同で、GlcNac
Tn-1 欠損（糖鎖形成不全）HEK293 にマウス由来の NPP2 を発現
させ、ターゲットタグ精製系にてリコンビナント NPP2 を精製し、
NPP2 の立体構造を X 線結晶構造解析によって決定した（図 1）。
触媒ポケット内において基質の脂肪酸の収まる疎水ポケットが形
成されていたが、他の NPP では 19 アミノ酸からなるループがあ
って、このポケットが塞がれていることが予想された（図 2）。NPP2
はそのループを欠損している。そこで NPP2 に NPP1 のループを
挿入した変異体を作製したところ核酸に対する活性を維持したま
ま、LPC に対する活性が大きく減弱した（図 2）。このことか
ら、NPP2 が脂質を基質とする構造上の根拠が明らかとなっ
た。また、触媒ポケット中に脂質と思われる分子の結合が確
認されたので、質量分析機により調べた所、LPA が結合して
いることが確認された（図 3）。そこで鎖長や不飽和度の異な
る様々な LPA 分子種と共結晶をとったところ、脂肪酸鎖が触
媒ポケット内に収まる様子が明らかとなった。さらに LPA と
相互作用していると予想されたアミノ酸の変異体を作製し、酵
素活性や細胞運動促進活性を測定した所、N230 や Y306 といっ
たアミノ酸が酵素活性に重要であることが明らかとなった（図
4）。
阻害剤開発
国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチームの長野研
究室との共同研究により、NPP2 に対するハイスループットスク
リーニングを行い、複数のヒット化合物を得た。NPP2 はゼブラフィッ
シュ胚に過剰発現すると二股心臓の表現型を示した（図 5）。そこで、
二股心臓の表現型を抑制する活性を指標に複数のヒット化合物の２次
スクリーニングを行い、化合物の絞り込みを行った。このうち２種の阻
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害剤に関して NPP2 との共結晶複合体の構造を 2.1 Å 分解能で決定し、阻害剤が LPA ポケットを占拠し、
触媒活性を阻害する機構を原子分解能レベルで解明することに成功した
（図 6）。さらに、本共結晶構造から得られた情報をもとに阻害剤の合成展
開を行い、最終的に個体レベルで NPP2 の活性を抑制することの出来る創
薬リード化合物の創出に成功した（図 7）。最近、大手製薬会社との共同研
究契約締結が決まり、初の大学発の薬剤開発の道が開けた。
NPP6
NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン
（GPC）に基質特異性を示し、ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わるこ
とが予想されるがその機能は全く不明である。
構造解析
まず、バキュロウイルス系にて NPP6 の発現を試みた。His tag を利用し、数 mg オーダーのリコンビ
ナント NPP6 が得られたが、結晶化には至らなかった。現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293
細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発現並びに結晶化を試みている。
阻害剤開発
また、東大化合物ライブラリーと東北大学ライブラリーを用い、NPP6 の阻
害剤探索を行った。複数のヒット化合物を得て、このうち、２つに絞り合成
展開を行った。最終的に、nM オーダーで NPP6 を阻害する化合物を得た（図
8）。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
NPP2
NPP2 選択的なモノクローナル抗体３種をマウスに投与すると、マウ
ス血中の NPP2 の活性を阻害することができる。また、さまざまなヒト
臨床サンプル中の NPP2 活性を測定し、NPP2 の発現が特発性間質性肺
炎で亢進していることを見いだした。そこで、特発性間質性肺炎のマウ
スモデルであるブレオマイシンモデルにおける抗 NPP2 モノクローナル
抗体効果を試したところ、肺の繊維化が、抗体処理により劇的に抑制さ
れることが分かった（図 9）。
また、これまでに KO マウスの解析から NPP2 が発達期の血管形成に機能してい
ることが示されていたが、その機構の詳細は不明であった。我々はゼブラフィッシ
ュを用いてその解析を行った。ゼブラフィッシュは哺乳類の遺伝子のほとんどが保
存されている、体が透明で血管の可視化が容易である、複数の遺伝子のノックダウ
ンができるといった利点がある。ゼブラフィッシュにおいて NPP2 をノックダウン
したところ、体節間血管が背側まで伸びず結合してしまうという表現型が見られた
（図 10）。この表現型はこれまで知られている変異体やノックダウンで見られる発
生期の血管形成の表現型とは異なり、NPP2/LPA が新しい血管形成制御因子である
可能性が示唆された。さらに LPA1、LPA4 を同時にノックダウンしたところ、NPP2
ノックダウンと類似の表現型を示し（図 10）、NPP2 の下流で LPA1 と LPA4 が血管
形成に機能していることが明らかとなった。
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NPP6
NPP6 はコリンリン酸を含むコリンホスホジエステルに対し高
い特異性を有する。まず、NPP6 は肝臓の肝類洞内皮細胞、脳の
ミエリンに高発現していることがわかった。NPP6 KO マウスを
解析し、NPP6 KO マウスは、コリン欠乏による脂肪肝を起こし
易いこと（図 11）、ミエリンの構造が大きく乱れていること（図
12）が明らかになった。培養細胞の解析から、NPP6 を発現する培
養細胞はコリン源として GPC を利用できるようになったことから、
NPP6 は GPC などのコリンホスホジエステルを分解し、細胞にコリ
ンを供給する役割があることがわかった。肝臓において肝類洞内皮
細胞には GPC を産生するリパーゼが局在することもこの仮説を支
持する。

３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

9件

５．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）
（現在製薬会社を通じて出願予定）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した
タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、
新規に見いだした機能４つ（NPP2 の肺線維症における機能、NPP2 の発生期血管形成における新規機能、
NPP6 のミエリン形成における機能、NPP6 の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特
に、NPP2 に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。東北大グルー
プが特に貢献をした部分について赤字で示す。
構造解析

阻害剤開発

機能解析

構造の決定に至ったか？

スクリーニングを実施し、リー

新規の機能を発見したか？

ド化合物を得たか？
NPP2

◎

◎

◎

NPP6

△

○

○

NPP1

○
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◎十分達成できた

○ある程度達成できた

△不十分であった

全く達成できなかった

８. 課題内の情報共有・連携体制
構造解析グループ、機能解析グループは互いにチームごとに連携し、それぞれの研究室において 2~3
時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し、すでに共著の論文を発表してい
る。グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはかっ
ており、実質的な共著論文としての成果も上げてきた。
９．他の課題との情報共有・連携
生産拠点である国立大学法人大阪大学（高木研究室）および国立大学法人東京大学の化合物ライブラリ
ーチーム（長野研究室）との共同研究により、研究を大きく進展させることに成功した。
１０．人材育成
学部生、大学院生の研究教育は、雇用されているポスドクおよび助教、准教授、教授が、直接に実験を
指導し、また週 2 回のセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行った。雇用ポスドクは研究期間
中助教に昇格した。
１１．終了までの具体的な見通し
すでに構造解析の終了している NPP1 に関しては、基質選択機構に着目して論文をまとめる。さらに、
NPP6 に関しても、動物細胞を用いて大量調製に成功しており、結晶構造解析および機能解析を進める。
NPP2 阻害剤が病態モデルにおいて有効かを示す。成果を論文の形にまとめる。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本グループは、構造、機能、有機化学の研究者がタッグを組むことにより、アカデミア発創薬が十分可
能であることを明確に示した。本プログラム終了後も、チームの連携・共同研究を維持し、生産拠点、
化合物ライブラリー拠点とも連携し、大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する予定で
ある。すでに、大手製薬会社との共同研究契約も締結しており、新規のメカニズムによる、がん、線維
症、糖尿病、骨石灰化に関する効果的な薬剤を開発し、医療分野で社会に貢献する日も近い。さらに、
大学発治験等の発展により、アカデミア発創薬は着実に成長するものと期待できる。
１３．特記事項
2011 年に Nat. Struct. Mol. Biol.に発表した論文“Crystal structure of autotaxin and insight into GPCR
activation by lipid mediators”は、東京大学新聞（2011 年 2 月 1 日付け）、読売新聞（2011 年 1 月 17 日付
け）に掲載された。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

10,525

10,498

9,240

11,992

0

0

0

0

469

714

3,181

2,583

旅費（千円）

400

業務実施費（千円）

16,698

15,711

14,502

10,733

その他（千円）

178

間接経費（千円）

8,308

8,077

8,077

7,592

間接経費（千円）

4,340

合計（千円）

36,000

35,000

35,000

32,900

合計（千円）

19,050

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）

２１年度

２２年度

565

２３年度
物品費（千円）

10,657

人件費・謝金（千円）

3,418

計

157,950
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代表／分担機関の課題名

「がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解
析から創薬まで」（NPP ファミリータンパク質の結晶構造解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

濡木理

１．

課題開始時における各機関の達成目標

NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）ファ
ミリータンパク質は NPP1 から NPP7 の７種類のメンバー
が知られており、細胞外のヌクレオチドやリゾリン脂質を
分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン形成など、様々
な生命現象・疾病に関与する。本研究では、NPP ファミリ
ータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6 に関して、機
能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリーニング、設
計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指すことを目的
とする。
このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡木グループ（国立大学法人東京工業大学、
平成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年度から参画）が共同で業務を行う。青木グ
ループは NPP ファミリー分子の発現、NPP ファミリー分子の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻
害剤の有機合成を実施する。濡木グループは NPP ファミリー分子の結晶化と構造解析、阻害剤との共
結晶構造の解析を実施する。高木グループは NPP ファミリー分子の発現を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
平成２３年５月末時点における東京大学の事業計画に対する研究成果について下表にまとめる。
本表には全体の成果を記載したが、このうち赤字の部分が東大グループの関わった成果である。

NPP2

構造解析
HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）
、2.0 の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

NPP6

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。

NPP1

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）
、2.7 の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

阻害剤開発
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）
、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2 阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。
現時点では行っていない。

機能解析
NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）
。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。
NPP6 KO マウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。
構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。

（２）構造・機能解析に関する進捗及び成果（構造解析と機能解析を相補的に行ったので並行して記述
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Ｂ３－Ｂ（医学・薬学等への貢献）
する）
NPP2
NPP2 は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸
（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPA は脂質メディエーターとして注目されているシグナル
伝達分子であり、G タンパク質共役型受容体である LPA 受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、
脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2 は悪性腫瘍が
分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見されたタンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、
脳腫瘍など様々ながん細胞において NPP2 の発現亢進が報告されている。また、がん以外にも、動脈硬
化、神経因性疼痛など様々なヒト疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパク質の構
造に基づく分子レベルでの NPP2 の LPA 産生メカニズムの詳細は未解明であった。
構造解析
本研究では、まず、マウス、ヒト、ラット由来の NPP2
をバキュロウイルス発現系にて発現精製を行った。得ら
れた数 mg オーダーの精製タンパク質を用い結晶化の試
みを行ったが、結晶化には至らなかった。そこで、ほ乳
類細胞を用いた発現系に変更した。具体的には GlcNac
Tn-1 欠損（糖鎖形成不全）HEK293 にマウス由来の NPP2
を発現させ、ターゲットタグ精製系にてリコンビナント
NPP2 を精製した。さらに、脂肪酸種の異なる 5 種類の
LPA の複合体の立体構造を X 線結晶構造解析によって
決定した（図１）。その結果、これまで機能がよくわか
っていなかったソマトメジン B 様ドメインとヌクレア
ーゼ様ドメインが触媒ドメインの両側から相互作用し、
触媒ドメイン中の疎水性ポケットの構造を安定化して
いることが明らかになった。5 種類の LPA 複合体構造中
で、LPA 分子の脂肪酸はそれぞれ異なる形に折れ曲がっ
て疎水性ポケットに結合していることが明らかになっ
た（図２）。これらの構造から、NPP2 が複数種の LPC
を基質として切断する分子メカニズムが解明された。予
想外なことに、活性部位に通じる疎水性チャンネルが存
在し、そこに内在性の LPA が結合していることを同定し
た。疎水性チャネルを塞ぐような変異体酵素を作製し、解析したところ、LPA 産生活性は保持されてい
る一方で、細胞運動性促進活性が著しく低下していることを見出した。この結果から、NPP2 によって
産生された LPA は溶液中に遊離した後に LPA 受容体に作用するのではなく、NPP2 のもつ疎水性チャン
ネルを通って効率的に LPA 受容体へと受け渡される（shuttling される）ことが示唆された。すなわち、
NPP2 は LPA 産生酵素としてだけなく、LPA 輸送タンパク質としても機能しているというモデルが提唱
された。
阻害剤開発
国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチームの長野研究室との共同研究により、NPP2 に対す
るハイスループットスクリーニングを行い、複数のヒット化合物を得た。NPP2 はゼブラフィッシュ胚
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に過剰発現すると二股心臓の表現型を示した。そこで、二股心臓
の表現型を抑制する活性を指標に複数のヒット化合物の２次スク
リーニングを行い、化合物の絞り込みを行った。このうち２種の
阻害剤に関して NPP2 との共結晶複合体の構造を 2.1

分解能で決

定し、阻害剤が LPA ポケットを占拠し、触媒活性を阻害する機構
を原子分解能レベルで解明することに成功した（図３）。さらに、
本共結晶構造から得られた情報をもとに阻害剤の合成展開を行
い、最終的に個体レベルで NPP2 の活性を抑制することの出来る創
薬リード化合物の創出に成功した。最近、大手製薬会社との共同研究契約締結が決まり、初の大学発の
薬剤開発の道が開けた。

NPP6
NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン（GPC）に基質特異性を示し、
ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わることが予想されるがその機能は全
く不明である。
構造解析
まず、バキュロウイルス系にて NPP6 の発現を試みた。His tag を利用し、数 mg オーダーのリコンビ
ナント NPP6 が得られたが、結晶化には至らなかった。現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293
細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発現並びに結晶化を試みている。

NPP1
NPP1 は ATP などの核酸のホスホジエステル結合を加水分
解する膜貫通型の酵素である。ノックアウト（KO）マウスの
解析から、骨代謝に機能していることが示されている。また
ヒトにおける変異が報告され、骨石灰化や II 型糖尿病との関
連が示唆されている。
構造解析
マウス NPP1 に NPP2 のシグナル配列を付けかえたリコンビナ
ントを作製し、HEK293T 細胞で大量調製を行い、ターゲット
タグ精製系にてリコンビナント NPP1 を精製した。AMP や
AMPCPP との複合体の結晶構造を 2.7

分解能で決定するこ

とに成功した（図５）。その結果、NPP2 で欠失していた挿入
ループが基質の認識特異性を発揮していることを明らかにした。NPP1 は骨石灰化や II 型糖尿病の原因
となるタンパク質であり、本研究で得られた立体構造情報は、これらの疾病に対する阻害剤開発の基盤
となることが期待される。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
本チームは構造解析チームであるが，変異体解析などの機能解析は行っており，これらの結果に関して
は，構造解析と付随しているため(2)に記述した.
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

6件
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PDB 登録の有無にかかわらず構

10 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）
（現在製薬会社を通じて出願予定）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した
タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、
新規に見いだした機能４つ（NPP2 の肺線維症における機能、NPP2 の発生期血管形成における新規機能、
NPP6 のミエリン形成における機能、NPP6 の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特
に、NPP2 に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。東大グループ
が特に貢献をした部分について赤字で示す。
構造解析

阻害剤開発

機能解析

構造の決定に至ったか？

スクリーニングを実施し、リー

新規の機能を発見したか？

ド化合物を得たか？
NPP2

◎

◎

◎

NPP6

△

○

○

NPP1

○

×

×

◎十分達成できた

○ある程度達成できた

△不十分であった

×全く達成できなかった

構造解析グループと機能解析グループは互いにチームごとに連携し，それぞれの研究室において 2〜3
時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し，すでに共著の論文を発表してい
る．グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはかっ
ており，実質的な共著論文としての成果も上げてきた．
９．他の課題との情報共有・連携
生産拠点である国立大学法人大阪大学（高木研究室）および国立大学法人東京大学の化合物ライブラリー
チーム（長野研究室）との共同研究により，研究を大きく進展させることに成功した．
１０．人材育成
学部生，大学院生の研究教育は，雇用されているポスドクおよび助教，准教授，教授が，直接に実験を
指導し，また週 2 回のセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行っている．雇用されているポス
ドクは，現在特任准教授であるが，パーマネントの助教のポジションに就く順番を待っている．
１１．終了までの具体的な見通し
すでに構造解析の終了している NPP1 に関しては，基質選択機構に着目して論文をまとめる．また，
国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチーム（長野研究室）により特異的阻害剤が同定されてお
り，NPP2 と同様の戦略で，骨石灰化，II 型糖尿病に対する薬剤の設計を行う．さらに，NPP6 に関し
ても，動物細胞を用いて大量調製に成功しており，結晶構造解析および国立大学法人東北大学の青木研
究室との共同研究により並行した機能解析を進める．
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
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本プログラム終了後も，チームの連携・共同研究を維持し，生産拠点，化合物ライブラリー拠点とも連
携し，大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する計画である．すでに，大手製薬会社と
の共同研究契約も締結しており，新規のメカニズムによる，がん，線維症，糖尿病，骨石灰化に関する
効果的な薬剤を開発し，医療分野で社会に貢献する日も近いと期待している．
１３．特記事項
１．第５回日本学術振興会賞受賞（2009 年 3 月）（濡木理）
２． 21 年度持田記念学術賞受賞（2009 年 10 月）
（濡木理）
３．22 年度木原記念財団学術賞受賞（2010 年 5 月）（濡木理）
４．第 27 回井上学術賞受賞（2011 年 2 月）（濡木理）
５．2011 年に Nat. Struct. Mol. Biol.に発表した論文“Crystal structure of autotaxin and insight
into GPCR activation by lipid mediators”は，東京大学新聞（2011 年 2 月 1 日付け）に掲載された．
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

9,178(千円)

6,620(千円)

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円） 4,193(千円)

人件費（千円）

0

0

0

5,530(千円)

旅費（千円）

業務実施費（千円）

4,668(千円)

4,918(千円)

9,231(千円)

3,701(千円)

その他（千円）

間接経費（千円）

4,154(千円)

3,462(千円)

2,769(千円)

2,769(千円)

間接経費（千円）

2,031(千円)

合計（千円）

18,000(千円)

15,000(千円)

12,000(千円)

12,000(千円)

合計（千円）

8,800(千円)

設備備品費（千円）
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２３年度

計

2,384(千円)

0
192(千円)

65,800(千円)

Ｂ３－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
代表／分担機関の課題名

「がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解析
から創薬まで」／（NPP ファミリータンパク質の発現と精製）

代 表 ／ 分 担 機 関

東北大学／大阪大学

機関の代表研究者名

高木淳一

１．課題開始時における各機関の達成目標
NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）フ
ァミリータンパク質は NPP1 から NPP7 の７種類のメンバ
ーが知られており、細胞外のヌクレオチドやリゾリン脂
質を分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン形成な
ど、様々な生命現象・疾病に関与する。本研究では、NPP
ファミリータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6 に関
して、機能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリー
ニング、設計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指
すことを目的とする。
このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡木グループ（国立大学法人東京工業大学、
平成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年度から参画）が共同で業務を行う。青木グ
ループは NPP ファミリー分子の発現、NPP ファミリー分子の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻
害剤の有機合成を実施する。濡木グループは NPP ファミリー分子の結晶化と構造解析、阻害剤との共
結晶構造の解析を実施する。高木グループは NPP ファミリー分子の発現を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
平成２３年５月末時点における大阪大学の事業計画に対する研究成果について下表にまとめる。
本表には全体の成果を記載したが、このうち赤字の部分が阪大グループの関わった成果である。

NPP2

構造解析
HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）
、2.0 の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

NPP6

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。

NPP1

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）
、2.7 の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。

阻害剤開発
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）
、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2 阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。
東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。
現時点では行っていない。
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NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）
。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。
NPP6 KO マウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。
構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。

Ｂ３－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
（２）構造解析に関する進捗及び成果
NPP2
NPP2 は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸
（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPA は脂質メディエーターとして注目されているシグナル
伝達分子であり、G タンパク質共役型受容体である LPA 受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、
脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2 は悪性腫瘍が
分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見されたタンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、
脳腫瘍など様々ながん細胞において NPP2 の発現亢進が報告されている。また、がん以外にも、動脈硬
化、神経因性疼痛など様々なヒト疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパク質の構
造に基づく分子レベルでの NPP2 の LPA 産生メカニズムの詳細は未解明であった。
構造解析
バキュロウイルス発現系により発現・精製したタンパク
質は結晶化には至らないという情報に基づき、ほ乳類細胞
を用いた発現系を行った。具体的には GlcNac Tn-1 欠損（糖
鎖形成不全）HEK293 にマウス由来の NPP2 を発現させ、
ターゲットタグ精製系にてリコンビナント NPP2 を精製し
た。さらに、脂肪酸種の異なる 5 種類の LPA の複合体の
立体構造を X 線結晶構造解析によって決定した（図１）。
その結果、これまで機能がよくわかっていなかったソマト
メジン B 様ドメインとヌクレアーゼ様ドメインが触媒ド
メインの両側から相互作用し、触媒ドメイン中の疎水性
ポケットの構造を安定化していることが明らかになっ
た。5 種類の LPA 複合体構造中で、LPA 分子の脂肪酸は
それぞれ異なる形に折れ曲がって疎水性ポケットに結合
していることが明らかになった（図２）。これらの構造か
ら、NPP2 が複数種の LPC を基質として切断する分子メカ
ニズムが解明された。予想外なことに、活性部位に通じ
る疎水性チャンネルが存在し、そこに内在性の LPA が結
合していることを同定した。疎水性チャネルを塞ぐよう
な変異体酵素を作製し、解析したところ、LPA 産生活性
は保持されている一方で、細胞運動性促進活性が著しく低下していることを見出した。この結果から、
NPP2 によって産生された LPA は溶液中に遊離した後に LPA 受容体に作用するのではなく、NPP2 のも
つ疎水性チャンネルを通って効率的に LPA 受容体へと受け渡される（shuttling される）ことが示唆され
た。すなわち、NPP2 は LPA 産生酵素としてだけなく、LPA 輸送タンパク質としても機能しているとい
うモデルが提唱された。
NPP6
NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン（GPC）に基質特異性を示し、
ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わることが予想されるがその機能は全
く不明である。
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構造解析
現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293 細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発
現並びに結晶化を試みている。

NPP1
NPP1 は ATP などの核酸のホスホジエステル結合を加水分解する膜貫通型の酵素である。ノックアウ
ト（KO）マウスの解析から、骨代謝に機能していることが示されている。またヒトにおける変異が報
告され、骨石灰化や II 型糖尿病との関連が示唆されている。
構造解析
マウス NPP1 に NPP2 のシグナル配列を付けかえたリコンビナ
ントを作製し、HEK293T 細胞で大量調製を行い、ターゲットタグ
精製系にてリコンビナント NPP1 を精製した。AMP や AMPCPP
との複合体の結晶構造を 2.7

分解能で決定することに成功した

（図５）。その結果、NPP2 で欠失していた挿入ループが基質の認
識特異性を発揮していることを明らかにした。NPP1 は骨石灰化
や II 型糖尿病の原因となるタンパク質であり、本研究で得られた
立体構造情報は、これらの疾病に対する阻害剤開発の基盤となる
ことが期待される。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
本分担機関では機能解析は実施していない。

３．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

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した
タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、
新規に見いだした機能４つ（NPP2 の肺線維症における機能、NPP2 の発生期血管形成における新規機能、
NPP6 のミエリン形成における機能、NPP6 の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特
に、NPP2 に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。阪大グループ
が特に貢献をした部分について赤字で示す。
構造解析

阻害剤開発
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NPP2

◎

◎

◎

NPP6

△

○

○

NPP1

○

×

×

◎十分達成できた

○ある程度達成できた

△不十分であった

×全く達成できなかった

８. 課題内の情報共有・連携体制
構造解析グループ、機能解析グループは互いにチームごとに連携し、それぞれの研究室において 2〜3
時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し、すでに共著の論文を発表してい
る。グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはか
っており、実質的な共著論文としての成果も上げてきた。
９．他の課題との情報共有・連携

１０．人材育成
本課題実施を通して、雇用したポスドクはもちろん研究に参加した大学院生も代表者が直接指導し、研
究面だけでなく学会発表などの機会を与え、プレゼンテーション能力を磨くなどの教育に努めた。本課
題にかかわった助教が他機関の独立准教授に昇進し、ポスドク１人が他機関の常勤の研究員に採用され
た。
１１．終了までの具体的な見通し
すでに構造解析の終了している NPP1 に関しては、基質選択機構に着目して論文をまとめる。さらに、
NPP6 に関しても、動物細胞を用いて大量調製に成功しており、結晶構造解析および機能解析を進める。
NPP2 阻害剤が病態モデルにおいて有効かを示す。成果を論文の形にまとめる。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本グループは、構造、機能、有機化学の研究者がタッグを組むことにより、アカデミア発創薬が十分可
能であることを明確に示した。本プログラム終了後も、チームの連携・共同研究を維持し、生産拠点、
化合物ライブラリー拠点とも連携し、大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する予定で
ある。すでに、大手製薬会社との共同研究契約も締結しており、新規のメカニズムによる、がん、線維
症、糖尿病、骨石灰化に関する効果的な薬剤を開発し、医療分野で社会に貢献する日も近い。さらに、
大学発治験等の発展により、アカデミア発創薬は着実に成長するものと期待できる。
１３．特記事項
特になし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

1,115

試作品費（千円）

0

0

0

0
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２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

2,769
0

計
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人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

0

業務実施費（千円）

0

0

0

3,474

その他（千円）

0

間接経費（千円）

0

0

0

1,377

間接経費（千円）

合計（千円）

0

0

0

5,966

合計（千円）

831

2,208

3,600

9,566

６
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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」

機

関

名

代 表 研 究 者 名

大阪大学
熊ノ郷

淳

１．課題開始時における達成目標
セマフォリンファミリーは 1990 年代初頭から神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群であるが、
近年、神経再生、血管新生・脈管形成、癌の進行、骨代謝疾患、免疫疾患への関与が明らかとなり、生
体の組織構築と恒常性の維持に重要な分子群と考えられている。我々はこれまでセマフォリン及びその
受容体分子群の神経系、免疫系、血管・脈管系、骨代謝における役割を明らかにしてきた（Nature1995,
Immunity 2000, Immunity 2000, Neuron 2002, Nature 2002, Nat. Rev. Immunol. 2003, Nat Cell Biol. 2004,
Immunity 2005, Nat Neurosci. 2005, Nat Cell Biol. 2006, Nature 2007）。現在セマフォリンの多彩な生物学
的活性に着目した神経再生、血管新生、がん抑制、骨代謝疾患制御、感染に対する免疫増強、自己免疫
疾患治療などの試みもなされ、疾患治療の新た
な創薬ターゲットとして期待されている。しか
しながら、これらの分子群は糖鎖修飾に富む大
きな細胞外領域を持った細胞表面膜タンパク質
であり、その構造はこれまで殆ど解明されてお
らず構造解析が非常に困難であることが知られ
ている。しかも、機能解明や創薬に重要な複合
体の構造に関しても全く未知である。
本研究グループでは免疫、神経、血管・脈管系
の機能解析・薬理研究者と構造生物学研究者が
研究チームを構成して、非常な困難が予想され
るセマフォリン分子群の構造・機能解析に挑戦
するとともに、明らかにされた基本構造をもと
にタンパク質間相互作用を制御する化合物の探
索を行い、セマフォリン関連分子をターゲット
にした治療法の開発に資する成果に繋げること
を目的とする。
２．これまでの研究成果
（１）成果概要
(構造解析成果概要)
Sema6A の細胞外領域は 2.5Å 分解能で、Sema6A の受容体 Plexin-A2 の細胞外領域は 2.1Å 分解能で、
それぞれ単体の立体構造の決定に成功した。更に Sema6A-Plexin-A2 のリガンド・受容体複合体の結晶
化と 3.6Å 分解能の立体構造の決定にも世界で初めて成功した (Nature 467:1123-7, 2010)。得られた構造
は細胞上の生理的コンフォーメーションを反映するとわれる二量体であり、受容体結合に関する構造的
に示唆に富むものであった。セマフォリン 3A についても、Sema6A：plexin-A2 複合体の構造情報から、
受容体への結合に関与する残基を予想し、これに変異を加えることで生物活性が失われることを確認し
ている。
(機能解析成果概要）
１）免疫機能解析：セマフォリン分子及びセマフォリン受容体分子がアトピーや多発性硬化症を含む
種々の免疫病態に関与していることの詳細を明らかにするとともに（Nat Immunol. 9:17-23.2008, Int
Immunol. 20:413-20.2008, J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008)。更に最新のイメージング・可視化技術を用
いた解析により、セマフォリンが免疫細胞移動のナビゲーターであることも明らかにしている（Nat
Immunol. 11: 594-600, 2010）。また、その中で好塩基球制御に関わる新規セマフォリン Seam4B を同定し、
アレルギー疾患制御の標的と成り得ることを示した（J. Immunol. 186:2881-2888, 2011）。
２）心・血管系機能解析：心・脈管系形成におけるセマフォリンのガイダンス作用が初めて明らかにな
った（Dev Biol, 321:251-262, 2008）。
３）神経系における機能解析では、Sema3A が cyclic nucleotide-gated channel を活性化し軸索反発作用を
引き起こすことを明らかにした (Neuron 58:694-707, 2008)。Sema3A 遺伝子欠損マウスの表現型解析か
ら、Sema3A シグナルが細胞極性の決定を制御することを明らかにした (J Comp Neurol, 516:360-375,
2009)。また新たな Sema3A シグナル伝達経路としてチロシンキナーゼ Fyn による CRMP2 のチロシン
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32 のリン酸化修飾過程が存在することを証明した (J Biol Chem, 284:27393-27401, 2009).
（２）構造解析に関する進捗及び成果
（セマフォリン構造決定）
どのセマフォリンがどの受容体と最も安定に結合するか、そしてそれぞれが最も結晶化し易い溶液挙動
をとるコンストラクトは何かという点について時間をかけて調べた結果、クラス６の Sema6A と、
plexin-A2 の組み合わせが最も有望であることを突き止め、さらにそれぞれについてタグ配列の付加や
truncation 部位の最適化を通して最終候補コンストラクトを決定し、安定発現細胞を作成して組み換え
蛋白質を得た。まず Sema6A の細胞外領域断片は 2.5Å 分解能で、受容体側の plexin-A2 の細胞外領域断
片は 2.1Å 分解能で、それぞれ立体構造決定に成功した。
（図１、２）さらに両者を混合して複合体の結
晶化を行い、これについても 3.6Å 分解能の構造を決定した（図３）。両者の相互作用面に存在するアミ
ノ酸残基を変異させたところ、これら変異体は互いに結合できなくなることが細胞を用いたアッセイに
より確認され、今回の構造の正統性が確認された。また、今回の構造からシグナルを伝える前のプレキ
シンは head-on 二量体だが、シグナルを伝える際にはこれが解離して別々にセマフォリンに結合するこ
とがわかり、
「プレキシン分子の膜上での配向の大きな変化が細胞内のＧＡＰ活性の変化を引き起こす」
というシグナル伝達機構に関する仮説を提唱することができた（図４）。さらには、立体構造情報をも
とにして、構成的に二量体化する sema6A 変異体を作り出し、野生型と比べて１００倍も活性の高い
hyper-active sema6A をデザインした。

また、セマフォリンシグナルを担う細胞質側の因子である CRMP1 および CRMP2 については、大腸
菌発現系により 15N 安定同位体で標識し、二次元 NMR 法で観測した。その結果、これらは立体構造を
保ちながら単量体と多量体の間の平衡状態にあることが分かった。これは、CRMP が四量体で存在する
というこれまでの推測を支持していた。
（セマフォリン関連蛋白質の生産と構造機能解析）
開発した精製タグ(Target タグ、eTEV タグ）を用いたシステムにより、セマフォリン関連分子群の構
造解析をさらに高速かつ高精度で行うための基盤を確立した。具体的には、sema6A, sema6D, sema4A,
plexinA2, neuropilin-1 については細胞外領域のフラグメントを動物細胞発現系で生産し、一部について
は結晶化と構造解析に成功した。機能解析のための試料としては、sema6A, sema3A（野生型および各種
変異体）の可溶性フラグメントをアルカリフォスファターゼ融合タンパク質として大量に調製し、
plexinA2 およびその変異体を発現する細胞株を樹立してこれに対する相互作用試験を行った。sema3E,
sema4A, sema4D, sema7A, についてもコンストラクトの作製を進めた。阻害候補化合物をスクリーニン
グするための試料としては、plexinA2 のセマフォリン結合領域の組み換え蛋白質を大量に生産した。そ
してこの試料を用いて未標識の化合物の結合を評価できる実験系（リアルタイム PCR 装置を用いた蛋
白質変性温度シフトアッセイ）を確立した。これと同時に、セマフォリンシグナルの細胞を用いた解析
を行うためセマフォリンについて細胞への結合をライブセルで観察し、リガンド結合の阻害というより
直接的な指標で行うために cutinase タグを用いた可溶性セマフォリンの細胞結合アッセイを確立した。
（動物細胞を用いた生産・精製システムの実用
化と蛍光標識タグシステムの開発）
これまでに開発した、動物細胞を用いた組み換
え蛋白質発現系の生産・精製システムを用いて、
複数の蛋白質の生産を並列的に進めた。このパ
イプラインをプログラム内の他課題へ技術供与
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し、一部の課題においては生産の分担も担った。さらに、未精製蛋白質を特異的に蛍光標識するタグシ
ステム(cutinase タグ）の確立に成功し、動物細胞発現系でのみ生産可能な細胞外リガンドや受容体ドメ
インの結合を高速でスクリーニング、およびイメージングすることを可能にした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
＊免疫機能の解析については、セマフォリン分子及
びセマフォリン受容体分子のアトピーや多発性硬
化症を含む種々の免疫病態への関与の詳細を明ら
かにしている（Nat Immunol. 9:17-23.2008）。特に６
型セマフォリンの受容体である Plexin-A4 分子はそ
の遺伝子欠損マウスにおいて免疫反応が著しく亢
進しており、加えて多発性硬化症動物モデル EAE
の系で、コントロールマウスに比べて症状が重篤と
なっていたことから、免疫反応を負に制御する分子
であることが明らかになっている (Int Immunol.
20:413-20.2008)。
画期的な成果として、末梢組織での見張り番役で
ある樹状細胞が T 細胞に SOS 信号を伝えるために
リンパ節に移動する際、セマフォリンシグナルが樹状細
胞移動をナビゲーションしているとの知見を新たに得た
（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）。炎症やがんの転移など
は何れも細胞が移動することによって引き起こされてお
り、我々の知見はセマフォリンシグナルの制御により、炎
症、自己免疫、がんの転移などを制御できることを示唆し
ている（図）
。
＊心・血管系における機能解析では、６型セマフォリン分
子群及び受容体 Plexin-A 分子群の機能を血管内皮細胞お
よび心・脈管系の発生システムを用いて検討し、心・脈管
系形成におけるセマフォリンの重要な役割も明らかにている（Dev Biol, 321:251-262, 2008）（図）。
＊神経系における機能解析では、Sema3A が cyclic nucleotide-gated channel を活性化し軸索反発作用を引
き起こすこと (Neuron 58:694-707, 2008)、アトピー性皮膚炎においてセマフォリン 3A の皮膚への適用
が皮疹を改善することを見いだした（J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008）。また Sema3A のアトピー性皮膚
炎治療への応用は、この皮膚炎の病態として、itch-scratch cycle（掻痒—掻破 サイクル）が存在し、掻
破により角化細胞から NGF が分泌され、これによって皮内に伸展した知覚神経が皮膚の過敏状況を生
むという考えから着想された。Sema3A の皮内投与
は、アトピー性モデルマウスの掻破行動を抑制し、
皮疹を改善した。組織学的には、Sema3A 投与部位
に限局して、知覚神経の突起伸長の抑制効果（図）、
ならびに肥満細胞、IL-4, CD4 陽性細胞の浸潤の抑
制効果が観察された。またアレルギー性鼻炎モデル
マウスにおいては、Sema3A 溶液の点鼻によって炎
症反応やアレルギー症状が改善することを見出し
た（未発表データ）。Sema3A は、広く免疫アレル
ギー疾患に適応しうる可能性が示された。
＊東京大学化合物ライブラリー（制御領域）から従
来報告されている Sema3A 結合化合物 SM-216289
と構造の類似した一連の化合物の提供を受け、成長
円錐退縮活性および Sema3A 作用の修飾活性の有無
を検討した。その結果、単独で成長円錐退縮効果を
示す化合物 A および、Sema3A と併用した際に増強効果を示す B を見いだした。これらに加え、SM
化合物関連する構造を有する化合物を中心に数を広げ、すでに確立しているアッセイ系を用いたスクリ
ーニングを進行中である。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

３件
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PDB 登録の有無にかかわら

４件

ず構造解析したタンパク質
数
４．課題全体の論文発表件数

３０件

５．課題全体の特許出願件数

５件

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

３８件（内産業界との共同研究３件）

ログラム内外含む）
７．当初計画に対する達成度
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チー
ム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラス６
セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の
構造決定という成果に結実した（Nature 467:1123-7, 2010）。この成果こそまさに「非常な困難が予想さ
れるタンパクの構造解析へのチャレンジ」を掲げる「ターゲットタンパクプログラム」のミッションの
下に結集した、免疫・血管・神経の機能研究者と構造生物学研究者の密接な連携の賜（たまもの）と考
えている。様々な疾患の鍵分子でもあるセマフォリンの構造解析は製薬企業を中心に精力的に行われて
おり、今回の成果はきわめて大きなインパクトを持つ。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者の強力なリーダシップの下、代表機関の大阪大学（熊ノ郷、高木、豊福、池上）と分担機
関の横浜市立大学（五嶋）とは日常密接にメールなどで連絡を取り合いながら研究を進めるとともに、
大阪大学、横浜市立大学を相互に訪問しての本プロジェクト推進のための meeting を行っている（計 6
回）。また定期的な会合も持っている（計 15 回）。加えて、代表機関（阪大蛋白研）において構造解析
を目指して生産・精製した Sema3A, Sema6A, plexin 蛋白質は、分担機関において神経細胞に与える影響
を調べる機能試験や、モデル動物を用いた実験にも使用しており、情報だけでなく試料レベルでの連
携・共有が有機的に行われている。このような研究チーム内の密接な情報共有・試料提供結果・連携体
制の結果、研究開始後わずか３年半足らずでクラス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2,
Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の構造決定という成果に結実した。しかも構造情報
に基づいた神経系及び免疫系での機能解析も行うなど密接な連携が行われている。また免疫・神経の異
なる分野の機能研究者（熊ノ郷、五嶋）の本課題を契機とした研究交流・情報共有・相互啓発により機
能解析の面でも、「アトピー疾患における神経・免疫クロストーク」が明らかとなり、アトピー治療に
対する新たな治療標的の発見として大きく取り上げられ社会的にも大きな反響を呼んでいる。
９．他の課題との情報共有・連携
セマフォリン、およびその受容体群の細胞外領域の組み換え蛋白質発現には、ターゲットタンパク技
術開発課題「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」
の代表者でもある高木淳一が、開発途上の新規ペプチドタグ（Target タグ、eTEV タグなど）を組み込
んだ発現ベクターを提供し、精製と構造解析に最適なコンストラクトをシステマティックに検討し結
果、非常な困難が予想されたセマフォリン構造解析に短期間で成功した。さらに、制御領域の東京大学、
ファルマデザイングループと共同で、プレキシン結合化合物のインシリコスクリーニング、およびそれ
を元にしたライブラリー化合物のウェットスクリーニングを行った。
１０．人材育成
研究期間内に研究交流会、熱海での合宿などを通じて、分野の垣根を越えた知識・考え方を若手研究
者に伝えることが出来た。その成果として、期間内に独立ポストを得た者（１名）、海外の研究機関で
留学する者（２名）、助教ポスト（２名）を得たもの、大手企業の研究所にポストを得たものなど、若
手研究者が誕生している。
１１．終了までの具体的な見通し
本研究は平成２２年度で終了しているが、上記のように本課題は非常に重要な構造解析に成功し、し
かもそれにつづく構造解析ターゲットも研究終了後も進んでいる。
１．セマフォリンのシグナル伝達機構の解明
今回得られたような二量体構造がセマフォリンの一般的特徴だとすると、この二量体が果たしてシグナ
ル伝達能を担うユニットなのか、あるいは逆に抑制された状態に相当するのか、を明らかにすることが
重要になる。原子分解能の構造が手に入ったので、たとえば二量体化を制御するような変異体をデザイ
ンし、その挙動を調べることによってシグナル伝達機構を明らかにする。これまでプレキシンの活性化
を簡便に測定する細胞アッセイ系が存在しなかったが、細胞形状変化を指標にしたアッセイ系を確立
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し、この目標に挑む。
２．制御化合物の実験的、およびインシリコ探索
これまでセマフォリンシグナルを制御する化合物は、Sema3A において偶然に見つかった一つが存在す
るだけである。セマフォリン・受容体複合体の構造を用い、ラショナルなインシリコデザインと、組み
換えタンパク質とライブラリー化合物を用いた実験的相互作用スクリーニングを併用して、極めて高い
信頼度の化合物選択を行っていく。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
セマフォリンは種々のヒト疾患の鍵分子であるが、免疫、神経、血管系のさまざまなモデル実験系（多
発性硬化症、アトピー性皮膚炎、腸管アレルギー、網膜色素変性症、パーキンソン病、アルツハイマー
病など）を確立しているので、これまでに得られたセマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物
を用いて疾患治療を目指した研究が現在製薬メーカーを捲きこんで進行中である。
１３．特記事項
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チ
ーム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラ
ス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世
界初の構造決定という成果に結実した（Nature 467: 1123-7, 2010）。
・アトピー性皮膚炎に対する新しい治療法として毎日新聞、日刊工業新聞、神奈川新聞に発表された。
（科学技術振興事
また一般向け科学雑誌「ニュートン」、子供向け科学ニュース（www.kagakunavi.jp）
業団）、その他、多くのウェブサイトに取り上げられた。また９月１７日に東京で開かれたイノベー
ションジャパンでは５社から共同研究開発の相談が持ち込まれている。
・セマフォリンの免疫細胞ナビゲーションが解明され（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）、細胞の動きを
ターゲットにした疾患治療の幕開けとして、NHK 朝のニュース、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、
日本経済新聞、産経新聞など全国主要紙に記事が掲載された。
・本研究の成果は免疫サマースクール（2009 年 7 月）で発表されている。今後も一般向けの場での広報
活動を積極的に行っていく予定である。追加：今年 9 月のドイツで開催された日独免疫セミナーでも
発表されたが、その様子はドイツの地元紙でも「免疫の新しい風」として全参加者の写真入りで掲載
された。
・セマフォリンに機能解析が評価され、研究代表者熊ノ郷は、平成 22 年第 28 回大阪科学賞、平成 23
年度文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門）を受賞している。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

31,877

780

0

8,562

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

3,704

7,207

業務実施費（千円）

10,431

34,767

間接経費（千円）

12,692

合計（千円）

55,000

設備備品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

―

人件費・謝金（千円）

―

21,754

旅費（千円）

―

29,716

28,728

その他（千円）

―

11,776

11,077

17,713

間接経費（千円）

―

53,258

51,027

48,000

76,757

合計（千円）

―

230,784
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代表／分担機関の課題名

「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」/（セマフォリン分子群の免疫系、血管系での機能
解析と構造解析および組み換え蛋白質生産技術の実用化）

代 表 ／ 分 担 機 関

大阪大学/大阪大学

機関の代表研究者名

熊ノ郷

淳

１．課題開始時における達成目標
セマフォリンファミリーは 1990 年代初頭から神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群であるが、
近年、神経再生、血管新生・脈管形成、癌の進行、骨代謝疾患、免疫疾患への関与が明らかとなり、生
体の組織構築と恒常性の維持に重要な分子群と考えられている。我々はこれまでセマフォリン及びその
受容体分子群の神経系、免疫系、血管・脈管系、骨代謝における役割を明らかにしてきた（Nature1995,
Immunity 2000, Immunity 2000, Neuron 2002, Nature 2002, Nat. Rev. Immunol. 2003, Nat Cell Biol. 2004,
Immunity 2005, Nat Neurosci. 2005, Nat Cell Biol. 2006, Nature 2007）。現在セマフォリンの多彩な生物学
的活性に着目した神経再生、血管新生、がん抑制、骨代謝疾患制御、感染に対する免疫増強、自己免疫
疾患治療などの試みもなされ、疾患治療の新た
な創薬ターゲットとして期待されている。しか
しながら、これらの分子群は糖鎖修飾に富む大
きな細胞外領域を持った細胞表面膜タンパク質
であり、その構造はこれまで殆ど解明されてお
らず構造解析が非常に困難であることが知られ
ている。しかも、機能解明や創薬に重要な複合
体の構造に関しても全く未知である。
本研究グループでは免疫、神経、血管・脈管系
の機能解析・薬理研究者と構造生物学研究者が
研究チームを構成して、非常な困難が予想され
るセマフォリン分子群の構造・機能解析に挑戦
するとともに、明らかにされた基本構造をもと
にタンパク質間相互作用を制御する化合物の探
索を行い、セマフォリン関連分子をターゲット
にした治療法の開発に資する成果に繋げること
を目的とする。
２．これまでの研究成果
（１）成果概要
(構造解析成果概要)
Sema6A の細胞外領域は 2.5Å 分解能で、Sema6A の受容体 Plexin-A2 の細胞外領域は 2.1Å 分解能で、
それぞれ単体の立体構造の決定に成功した。更に Sema6A-Plexin-A2 のリガンド・受容体複合体の結晶
化と 3.6Å 分解能の立体構造の決定にも世界で初めて成功した (Nature 467:1123-7, 2010)。得られた構造
は細胞上の生理的コンフォーメーションを反映するとわれる二量体であり、受容体結合に関する構造的
に示唆に富むものであった。セマフォリン 3A についても、Sema6A：plexin-A2 複合体の構造情報から、
受容体への結合に関与する残基を予想し、これに変異を加えることで生物活性が失われることを確認し
ている。
(機能解析成果概要）
１）免疫機能解析：セマフォリン分子及びセマフォリン受容体分子がアトピーや多発性硬化症を含む
種々の免疫病態に関与していることの詳細を明らかにするとともに（Nat Immunol. 9:17-23.2008, Int
Immunol. 20:413-20.2008, J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008)。更に最新のイメージング・可視化技術を用
いた解析により、セマフォリンが免疫細胞移動のナビゲーターであることも明らかにしている（Nat
Immunol. 11: 594-600, 2010）。また、その中で好塩基球制御に関わる新規セマフォリン Seam4B を同定し、
アレルギー疾患制御の標的と成り得ることを示した（J. Immunol. 186:2881-2888, 2011）。
２）心・血管系機能解析：心・脈管系形成におけるセマフォリンのガイダンス作用が初めて明らかにな
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った（Dev Biol, 321:251-262, 2008）。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
（セマフォリン構造決定）
どのセマフォリンがどの受容体と最も安定に結合するか、そしてそれぞれが最も結晶化し易い溶液挙動
をとるコンストラクトは何かという点について時間をかけて調べた結果、クラス６の Sema6A と、
plexin-A2 の組み合わせが最も有望であることを突き止め、さらにそれぞれについてタグ配列の付加や
truncation 部位の最適化を通して最終候補コンストラクトを決定し、安定発現細胞を作成して組み換え
蛋白質を得た。まず Sema6A の細胞外領域断片は 2.5Å 分解能で、受容体側の plexin-A2 の細胞外領域断
片は 2.1Å 分解能で、それぞれ立体構造決定に成功した。
（図１、２）さらに両者を混合して複合体の結
晶化を行い、これについても 3.6Å 分解能の構造を決定した（図３）。両者の相互作用面に存在するアミ
ノ酸残基を変異させたところ、これら変異体は互いに結合できなくなることが細胞を用いたアッセイに
より確認され、今回の構造の正統性が確認された。また、今回の構造からシグナルを伝える前のプレキ
シンは head-on 二量体だが、シグナルを伝える際にはこれが解離して別々にセマフォリンに結合するこ
とがわかり、
「プレキシン分子の膜上での配向の大きな変化が細胞内のＧＡＰ活性の変化を引き起こす」
というシグナル伝達機構に関する仮説を提唱することができた（図４）。さらには、立体構造情報をも
とにして、構成的に二量体化する sema6A 変異体を作り出し、野生型と比べて１００倍も活性の高い
hyper-active sema6A をデザインした。

また、セマフォリンシグナルを担う細胞質側の因子である CRMP1 および CRMP2 については、大腸
菌発現系により 15N 安定同位体で標識し、二次元 NMR 法で観測した。その結果、これらは立体構造を
保ちながら単量体と多量体の間の平衡状態にあることが分かった。これは、CRMP が四量体で存在する
というこれまでの推測を支持していた。
（セマフォリン関連蛋白質の生産と構造機能解析）
開発した精製タグ(Target タグ、eTEV タグ）を用いたシステムにより、セマフォリン関連分子群の構
造解析をさらに高速かつ高精度で行うための基盤を確立した。具体的には、sema6A, sema6D, sema4A,
plexinA2, neuropilin-1 については細胞外領域のフラグメントを動物細胞発現系で生産し、一部について
は結晶化と構造解析に成功した。機能解析のための試料としては、sema6A, sema3A（野生型および各種
変異体）の可溶性フラグメントをアルカリフォスファターゼ融合タンパク質として大量に調製し、
plexinA2 およびその変異体を発現する細胞株を樹立してこれに対する相互作用試験を行った。sema3E,
sema4A, sema4D, sema7A, についてもコンストラクトの作製を進めた。阻害候補化合物をスクリーニン
グするための試料としては、plexinA2 のセマフォリン結合領域の組み換え蛋白質を大量に生産した。そ
してこの試料を用いて未標識の化合物の結合を評価できる実験系（リアルタイム PCR 装置を用いた蛋
白質変性温度シフトアッセイ）を確立した。これと同時に、セマフォリンシグナルの細胞を用いた解析
を行うためセマフォリンについて細胞への結合をライブセルで観察し、リガンド結合の阻害というより
直接的な指標で行うために cutinase タグを用いた可溶性セマフォリンの細胞結合アッセイを確立した。
（動物細胞を用いた生産・精製システムの実用
化と蛍光標識タグシステムの開発）
これまでに開発した、動物細胞を用いた組み換
え蛋白質発現系の生産・精製システムを用いて、
複数の蛋白質の生産を並列的に進めた。このパ
イプラインをプログラム内の他課題へ技術供与
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し、一部の課題においては生産の分担も担った。さらに、未精製蛋白質を特異的に蛍光標識するタグシ
ステム(cutinase タグ）の確立に成功し、動物細胞発現系でのみ生産可能な細胞外リガンドや受容体ドメ
インの結合を高速でスクリーニング、およびイメージングすることを可能にした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
＊免疫機能の解析については、セマフォリン分子及
びセマフォリン受容体分子のアトピーや多発性硬
化症を含む種々の免疫病態への関与の詳細を明ら
かにしている（Nat Immunol. 9:17-23.2008）。特に６
型セマフォリンの受容体である Plexin-A4 分子はそ
の遺伝子欠損マウスにおいて免疫反応が著しく亢
進しており、加えて多発性硬化症動物モデル EAE
の系で、コントロールマウスに比べて症状が重篤と
なっていたことから、免疫反応を負に制御する分子
であることが明らかになっている (Int Immunol.
20:413-20.2008)。
画期的な成果として、末梢組織での見張り番役で
ある樹状細胞が T 細胞に SOS 信号を伝えるために
リンパ節に移動する際、セマフォリンシグナルが樹状細
胞移動をナビゲーションしているとの知見を新たに得た
（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）。炎症やがんの転移など
は何れも細胞が移動することによって引き起こされてお
り、我々の知見はセマフォリンシグナルの制御により、炎
症、自己免疫、がんの転移などを制御できることを示唆し
ている（図）
。
＊心・血管系における機能解析では、６型セマフォリン分
子群及び受容体 Plexin-A 分子群の機能を血管内皮細胞お
よび心・脈管系の発生システムを用いて検討し、心・脈管
系形成におけるセマフォリンの重要な役割も明らかにている（Dev Biol, 321:251-262, 2008）（図）。

３．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

４件

らず構造解析したタンパ
ク質数
４．課題全体の論文発表件数

２０件

５．課題全体の特許出願件数

５件

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

２６件（内産業界との共同研究２件）

ログラム内外含む）
７．当初計画に対する達成度
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チー
ム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラス６
セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の
構造決定という成果に結実した（Nature 467:1123-7, 2010）。この成果こそまさに「非常な困難が予想さ
れるタンパクの構造解析へのチャレンジ」を掲げる「ターゲットタンパクプログラム」のミッションの
下に結集した、免疫・血管・神経の機能研究者と構造生物学研究者の密接な連携の賜（たまもの）と考
えている。様々な疾患の鍵分子でもあるセマフォリンの構造解析は製薬企業を中心に精力的に行われて
おり、今回の成果はきわめて大きなインパクトを持つ。
８．課題内の情報共有・連携体制
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代表研究者の強力なリーダシップの下、代表機関の大阪大学（熊ノ郷、高木、豊福、池上）と分担機
関の横浜市立大学（五嶋）とは日常密接にメールなどで連絡を取り合いながら研究を進めるとともに、
大阪大学、横浜市立大学を相互に訪問しての本プロジェクト推進のための meeting を行っている（計 6
回）。また定期的な会合も持っている（計 15 回）。加えて、代表機関（阪大蛋白研）において構造解析
を目指して生産・精製した Sema3A, Sema6A, plexin 蛋白質は、分担機関において神経細胞に与える影響
を調べる機能試験や、モデル動物を用いた実験にも使用しており、情報だけでなく試料レベルでの連
携・共有が有機的に行われている。このような研究チーム内の密接な情報共有・試料提供結果・連携体
制の結果、研究開始後わずか３年半足らずでクラス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2,
Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の構造決定という成果に結実した。しかも構造情報
に基づいた神経系及び免疫系での機能解析も行うなど密接な連携が行われている。また免疫・神経の異
なる分野の機能研究者（熊ノ郷、五嶋）の本課題を契機とした研究交流・情報共有・相互啓発により機
能解析の面でも、「アトピー疾患における神経・免疫クロストーク」が明らかとなり、アトピー治療に
対する新たな治療標的の発見として大きく取り上げられ社会的にも大きな反響を呼んでいる。
９．他の課題との情報共有・連携
セマフォリン、およびその受容体群の細胞外領域の組み換え蛋白質発現には、ターゲットタンパク技
術開発課題「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」
の代表者でもある高木淳一が、開発途上の新規ペプチドタグ（Target タグ、eTEV タグなど）を組み込
んだ発現ベクターを提供し、精製と構造解析に最適なコンストラクトをシステマティックに検討し結
果、非常な困難が予想されたセマフォリン構造解析に短期間で成功した。さらに、制御領域の東京大学、
ファルマデザイングループと共同で、プレキシン結合化合物のインシリコスクリーニング、およびそれ
を元にしたライブラリー化合物のウェットスクリーニングを行った。
１０．人材育成
研究期間内に研究交流会、熱海での合宿などを通じて、分野の垣根を越えた知識・考え方を若手研究
者に伝えることが出来た。その成果として、期間内に独立ポストを得た者（１名）、海外の研究機関で
留学する者（２名）、助教ポスト（２名）を得たもの、大手企業の研究所にポストを得たものなど、若
手研究者が誕生している。
１１．終了までの具体的な見通し
本研究は平成２２年度で終了しているが、上記のように本課題は非常に重要な構造解析に成功し、し
かもそれにつづく構造解析ターゲットも研究終了後も進んでいる。
１．セマフォリンのシグナル伝達機構の解明
今回得られたような二量体構造がセマフォリンの一般的特徴だとすると、この二量体が果たしてシグナ
ル伝達能を担うユニットなのか、あるいは逆に抑制された状態に相当するのか、を明らかにすることが
重要になる。原子分解能の構造が手に入ったので、たとえば二量体化を制御するような変異体をデザイ
ンし、その挙動を調べることによってシグナル伝達機構を明らかにする。これまでプレキシンの活性化
を簡便に測定する細胞アッセイ系が存在しなかったが、細胞形状変化を指標にしたアッセイ系を確立
し、この目標に挑む。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
セマフォリンは種々のヒト疾患の鍵分子であるが、免疫、神経、血管系のさまざまなモデル実験系（多
発性硬化症、アトピー性皮膚炎、腸管アレルギー、網膜色素変性症、パーキンソン病、アルツハイマー
病など）を確立しているので、これまでに得られたセマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物
を用いて疾患治療を目指した研究が現在製薬メーカーを捲きこんで進行中である。
１３．特記事項
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チ
ーム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラ
ス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世
界初の構造決定という成果に結実した（Nature 467: 1123-7, 2010）。
・セマフォリンの免疫細胞ナビゲーションが解明され（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）、細胞の動きを
ターゲットにした疾患治療の幕開けとして、NHK 朝のニュース、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、
日本経済新聞、産経新聞など全国主要紙に記事が掲載された。
・本研究の成果は免疫サマースクール（2009 年 7 月）で発表されている。今後も一般向けの場での広報
活動を積極的に行っていく予定である。追加：今年 9 月のドイツで開催された日独免疫セミナーでも
発表されたが、その様子はドイツの地元紙でも「免疫の新しい風」として全参加者の写真入りで掲載
された。
・セマフォリンに機能解析が評価され、研究代表者熊ノ郷は、平成 22 年第 28 回大阪科学賞、平成 23
年度文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門）を受賞している。
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１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

21,698

0

0

8,562

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

0

3,737

業務実施費（千円）

7,533

26,175

間接経費（千円）

8,769
38,000

設備備品費（千円）

合計（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

―

人件費・謝金（千円）

―

18,269

旅費（千円）

―

20,878

21,598

その他（千円）

―

7,852

7,385

14,528

間接経費（千円）

―

38,534

34,027

32,000

62,957

合計（千円）

―

166,984
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代表／分担機関の課題名

「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」/（セマフォリンシグナルの機能解析及び Sema3A
アゴニスト、アンタゴニストのスクリーニングとドラッグデザイン）

代 表 ／ 分 担 機 関

大阪大学/横浜市立大学

機関の代表研究者名

五嶋

良郎

１．課題開始時における達成目標
セマフォリンファミリーは 1990 年代初頭から神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群であるが、
近年、神経再生、血管新生・脈管形成、癌の進行、骨代謝疾患、免疫疾患への関与が明らかとなり、生
体の組織構築と恒常性の維持に重要な分子群と考えられている。我々はこれまでセマフォリン 3A を中
心に、その受容体分子と細胞内情報媒介分子 CRMP 分子群の主として神経系における役割を明らかに
してきた（Nature1995, Nat Neurosci 2001, Neuron 2002, Nature 2003, Nat Med 2006, J Neurosci 2007, J
Invest Dermatol 2008, Nature 2010, Sci Signal 2010, Nat Cell Biol 2010）。現在セマフォリンの多彩な生
物学的活性に着目した神経再生、血管新生、がん抑制、骨代謝疾患制御、感染に対する免疫増強、自己
免疫疾患治療などの試みもなされ、疾患治療の
新たな創薬ターゲットとして期待されている。
しかしながら、これらの分子群は糖鎖修飾に富
む大きな細胞外領域を持った細胞表面膜タンパ
ク質であり、その構造はこれまで殆ど解明され
ておらず構造解析が非常に困難であることが知
られている。しかも、機能解明や創薬に重要な
複合体の構造に関しても全く未知である。
本研究グループでは免疫、神経、血管・脈管系
の機能解析・薬理研究者と構造生物学研究者が
研究チームを構成して、非常な困難が予想され
るセマフォリン分子群の構造・機能解析に挑戦
するとともに、明らかにされた基本構造をもと
にタンパク質間相互作用を制御する化合物の探
索を行い、セマフォリン関連分子をターゲット
にした治療法の開発に資する成果に繋げること
を目的とする。
２．これまでの研究成果
（１）成果概要
(化合物スクリーニング概要)
東京大学化合物ライブラリー（制御領域）から従来報告されている Sema3A 結合化合物 SM-216289 と
構造の類似した一連の化合物の提供を受け、成長円錐退縮活性および Sema3A 作用の修飾活性の有無を
検討した。その結果、単独で成長円錐退縮効果を示す化合物 A および、Sema3A と併用した際に増強
効果を示す B を見いだした。これらに加え、SM 化合物関連する構造を有する化合物を中心に数を広げ、
すでに確立しているアッセイ系を用いたスクリーニングを進行中である。一方、新たに細胞形態変化を
指標に確立した機能アッセイ系において、化合物ライブラリーより、Sema3A 様の活性を示す数種の化
合物見出した。さらに受容体複合体 NRP1/PlexA4 を発現させた細胞における Sema3A-AP の結合阻害活
性の有無により、これらが候補化合物の受容体複合体への直接作用の有無を判定したところ、同受容体
複合体に直接作用しない化合物が含まれることが判明した。現在までに、より大量のサンプルについて
直接相互作用する化合物を評価することが可能な、リコンビナント Sema3A および NRP1 を用いた in
vtiro における結合実験の条件を確立した。
(機能解析成果概要)
神経系における機能解析では、Sema3A が cyclic nucleotide-gated channel を活性化し軸索反発作用を引き
起こすこと (Neuron 58:694-707, 2008)、アトピー性皮膚炎においてセマフォリン 3A の皮膚への適用が
皮疹を改善することを見いだした（J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008）。また Sema3A のアトピー性皮膚炎
治療への応用は、この皮膚炎の病態として、itch-scratch cycle（掻痒—掻破 サイクル）が存在し、掻破に
より角化細胞から NGF が分泌され、これによって皮内に伸展した知覚神経が皮膚の過敏状況を生むと
いう考えから着想された。Sema3A の皮内投与は、アトピー性モデルマウスの掻破行動を抑制し、皮疹
を改善した。組織学的には、Sema3A 投与部位に限局して、知覚神経の突起伸長の抑制効果（図）、なら

586

Ｂ４－Ｂ（医学・薬学等への貢献）
びに肥満細胞、IL-4, CD4 陽性細胞の浸潤の抑制効果が観察され、Sema3A が、神経と免疫系の双方に作
用することにより、その症状を顕著に改善することを示した。またアレルギー性鼻炎モデルマウスにお
いては、Sema3A 溶液の点鼻によって炎症反応やアレルギー症状が改善することを見出した（未発表デ
ータ）。Sema3A は、広く免疫アレルギー疾患に適応しうる可能性が示された。さらに、ヒトのアトピ
ー性皮膚炎および尋常性乾癬の罹患部において、Sema3A 発現レベルが低下するなど、Sema3A 及びそ
の受容体分子がアトピーやアレルギー性鼻炎などの免疫アレルギー疾患を含む種々の病態に関与して
いることを明らかにしつつある（未発表データ）。
（２）Sema3A シグナル伝達に関する進捗及び成果
Sema3A シグナルの下流分子として同定した CRMP(Collapsin Response Mediator Protein)に着目して検
討を行った。CRMP ファミリーの一つである CRMP2 は、Sema3A シグナルの下流で 522 番目のセリン
残基（S522）がリン酸化されることが知られている。そこで in vivo における S522 のリン酸化の意義を
調べるため、522 番目のセリン残基をアラニンに置換した非リン酸化変異体を発現するノックインマウ
ス（crmp2ki/ki）を作製し、表現型解析を行った。
代償作用を考慮し、CRMP ファミリーメンバーの
一つである CRMP1 遺伝子欠損マウス（crmp1-/-）
との掛け合わせ実験を行った結果、大脳皮質にお
いて、curling phenotype と定義した、従来知られて
いない、異常形態を示す表現型を見出すことに成
功した（右図、J Neurosci., under revision）。この表
現型は、sema3A 遺伝子欠損マウスで環認められな
い表現型であるため、Sema3A にとどまらず、複数
のシグナル分子からの情報の伝達異常が生じた結
果見出された表現型の可能性が高い。本プログラ
ムにより、CRMP 結合分子の網羅的スクリーニン
グを行っており、ここから同定された結合タンパ
クの機能解析から、curling phenotype が生じるメカ
ニズムが明らかにされることが期待される。
CRMP 結合タンパクの機能解析において、著しい進捗が認められたのは、Filamin-A との相互作用解析
についてである。本課題では、マウス脊髄後根神経節細胞での CRMP-Filamin-A の相互作用について検
証した。Sema3A 刺激に伴い CRMP1 と Filamin-A は成長円錐内で共局在し、さらにこの局在とアクチン
線維(Phalloidin)の凝集も重なった（図 A）。
この結果は、Sema3A がアクチン骨格を動かす細
胞内情報伝達に CRMP1 と Filamin-A が関与する
ことを示唆した。次に CRMP1 と Filamin-A の結
合領域解析を、ドットブロット法により行い、
Filamin-A のＮ末端アクチン結合領域(ABD)、中
央とＣ末端のイムノグロブリン様反復配列
（Ig6-10、Ig21-24）に CRMP1 が結合することを
見いだした（図 B）。このうち ABD に対して最も
強い結合を示した。また CRMP1 を部分断片化し
て同様の結合解析を行い、225-256 アミノ酸の領
域が Filamin-A に結合することを見いだした。さ
らに CRMP1 全長に対してこの領域内 245-251 の
アラニン変異スキャンを行った結果、R245, I246,
H247, Y251 アミノ酸が、Filamin-A との結合に関
与すると考えられた。245-247 のアミノ酸はαへ
リックス(H7)からβシート(s15)へ移行する部分
に存在する（図 C 黄色のアミノ酸）。またこの
領域の近傍には CRMP1 のＣ末端へ移行する領域
が存在する（図 C 左側矢印）。
CRMP1 のＣ末端は Cdk5 リン酸化により構造変化を起こして CRMP1 主要部分から解離し、この 245 前
後の Filamin-A 結合領域が露出すると予想される。一方 Y251 は報告された CRMP1 の結晶構造(1KCX)
では内部に位置することから、245〜252 付近の構造が変化し、Filamin-A への結合ポケットが形成され
ると考えられた。Filamin-A はアクチン線維を網状に架橋する分子として機能する。Filamin-A の複数の
領域に CRMP1 が結合することと CRMP1 が４量体で存在することから、CRMP1 は Filamin-A の構造を
大きく変形させ、それに伴いアクチン線維を変形、凝集させる作用を現すと予想された。
Sema3A のシグナル伝達解析において、実験遂行の障壁になっていることの一つに、Sema3A に対す
る有用な特異抗体が存在しないことが挙げられる。これを解決するため、ADLib®システム(Autonomously
Diversifying Library システム)を用いて、Sema3A に特異的なモノクローナル抗体の樹立を試みた結果、
その樹立に成功した。本抗体は、免疫染色などの基礎研究に使用できるだけでなく、Sema3A シグナル
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の中和抗体として作用することも併せて分かった。そこで、Sema3A をターゲットとした医療応用を行
うため、マウス抗体へのキメラ化を行い、病態モデルマウスを用いた臨床応用へ向けての検討にも着手
した（後述）
。

（３）Sema3A 作用解析に関する進捗及び成果
機能解析成果概要に記したとおり、本課題研究の遂行の過程で、アトピー性皮膚炎においてセマフォ
リン 3A の皮膚への適用が皮疹を改善することを見いだした（J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008）。Sema3A
の臨床応用の適用範囲はアトピー性皮膚炎にとどまらず、同じく神経線維の浸潤、ならびにアレルギー
性の過敏反応を発症気序として有するアレルギー性鼻炎の治療にも効果があることを見出した。また、
アトピー性皮膚炎と類似した発症気序を有する尋常性乾癬の罹患部において、Sema3A 発現レベルが低
下することを明らかにした。
３．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

０件

らず構造解析したタンパ
ク質数
４．課題全体の論文発表件数

２０件

５．課題全体の特許出願件数

５件

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

２６件（内産業界との共同研究２件）

ログラム内外含む）
７．当初計画に対する達成度
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チー
ム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラス６
セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の
構造決定という成果に結実した（Nature 467:1123-7, 2010）。この成果こそまさに「非常な困難が予想さ
れるタンパクの構造解析へのチャレンジ」を掲げる「ターゲットタンパクプログラム」のミッションの
下に結集した、免疫・血管・神経の機能研究者と構造生物学研究者の密接な連携の賜（たまもの）と考
えている。また、本研究を契機に、セマフォリン分子が様々な疾患に関与し、疾患モデル動物における
症状の改善に著効を示すことが明らかとなった。様々な疾患の鍵分子でもあるセマフォリンの構造解析
は製薬企業を中心に精力的に行われており、今回の成果はきわめて大きなインパクトを持つ。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者の強力なリーダシップの下、代表機関の大阪大学（熊ノ郷、高木、豊福、池上）と分担し、
日常密接にメールなどで連絡を取り合いながら研究を進めるとともに、大阪大学、横浜市立大学を相互
に訪問しての本プロジェクト推進のための meeting を行っている（計 6 回）。また定期的な会合も持って
いる（計 15 回）。加えて、代表機関（阪大蛋白研）において構造解析を目指して生産・精製した Sema3A,
Sema6A, plexin 蛋白質は、分担機関において神経細胞に与える影響を調べる機能試験や、モデル動物を
用いた実験にも使用しており、情報だけでなく試料レベルでの連携・共有が有機的に行われている。こ
のような研究チーム内の密接な情報共有・試料提供結果・連携体制の結果、研究開始後わずか３年半足
らずでクラス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにお
いても世界初の構造決定という成果に結実した。しかも構造情報に基づいた神経系及び免疫系での機能
解析も行うなど密接な連携が行われている。また免疫・神経の異なる分野の機能研究者（熊ノ郷、五嶋）
の本課題を契機とした研究交流・情報共有・相互啓発により機能解析の面でも、「アトピー疾患におけ
る神経・免疫クロストーク」が明らかとなり、アトピー治療に対する新たな治療標的の発見として大き
く取り上げられ社会的にも大きな反響を呼んでいる。
９．他の課題との情報共有・連携
制御領域の東京大学より化合物ライブラリーの供与をうけ、細胞形態変化を指標として約数千化合物の
スクリーニングを行い、セマフォリンの効果を修飾あるいは模倣する化合物候補を同定した。セマフォ
リン、およびその受容体群の細胞外領域の組み換え蛋白質発現には、ターゲットタンパク技術開発課題
「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」の代表者で
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もある高木淳一が、開発途上の新規ペプチドタグ（Target タグ、eTEV タグなど）を組み込んだ発現ベ
クターを提供し、精製と構造解析に最適なコンストラクトをシステマティックに検討し結果、非常な困
難が予想されたセマフォリン構造解析に短期間で成功した。さらに、制御領域の東京大学、ファルマデ
ザイングループと共同で、プレキシン結合化合物のインシリコスクリーニング、およびそれを元にした
ライブラリー化合物のウェットスクリーニングを行った。
１０．人材育成
研究期間内に研究交流会、熱海での合宿などを通じて、分野の垣根を越えた知識・考え方を若手研究
者に伝えることが出来た。その成果として、期間内に独立ポストを得た者（１名）、助教ポスト（１名）
を得たもの、大手企業の研究所にポストを得たものなど、若手研究者が誕生している。
１１．終了までの具体的な見通し
本研究は平成２２年度で終了しているが、上記のように本課題は非常に重要な構造解析に成功し、し
かもそれにつづく構造解析ターゲットも研究終了後も進んでいる。またこうした知見を踏まえて、セマ
フォリンのシグナル伝達を修飾する化合物候補を見いだしている。応用面においては、セマフォリン 3A
が様々な免疫疾患モデルにおいて有効であることが示されつつある。
１．セマフォリンのシグナル伝達機構の解明
今回得られたような二量体構造がセマフォリンの一般的特徴だとすると、この二量体が果たしてシグナ
ル伝達能を担うユニットなのか、あるいは逆に抑制された状態に相当するのか、を明らかにすることが
重要になる。本研究においては、セマフォリン 3A のシグナル伝達に CRMP の酸化依存性のリン酸化過
程が関わること、Cav2.3 カルシウムチャネルの発現を介して細胞極性を制御すること、アクチン結合タ
ンパク質フィラミンとの相互作用部位を決定するなどの成果を得ており、これらと受容体との構造機能
相関を明らかにする。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
セマフォリンは種々のヒト疾患の鍵分子であるが、免疫、神経、血管系のさまざまなモデル実験系（多
発性硬化症、アトピー性皮膚炎、腸管アレルギー、網膜色素変性症、パーキンソン病、アルツハイマー
病など）を確立しているので、これまでに得られたセマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物
を用いて疾患治療を目指した研究が現在製薬メーカーを捲きこんで進行中である。
１３．特記事項
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チ
ーム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラ
ス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世
界初の構造決定という成果に結実した（Nature 467: 1123-7, 2010）。
・アトピー性皮膚炎に対する新しい治療法として毎日新聞、日刊工業新聞、神奈川新聞に発表された。
（科学技術振興事
また一般向け科学雑誌「ニュートン」、子供向け科学ニュース（www.kagakunavi.jp）
業団）、その他、多くのウェブサイトに取り上げられた。また９月１７日に東京で開かれたイノベー
ションジャパンでは５社から共同研究開発の相談が持ち込まれている。

１４．研究費一覧

（横浜市大分を入力、差し替え）
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

10,179

780

0

0

物品費（千円）

―

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

―

人件費（千円）

0

3,704

3,469

3,485

旅費（千円）

―

業務実施費（千円）

2,898

8,593

8,838

7,130

その他（千円）

―

間接経費（千円）

3,923

3,923

3,692

3,185

間接経費（千円）

―

14,723

17,000

17,000

16,000

13,800

合計（千円）

―

63,800

設備備品費（千円）

合計（千円）
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析

機

関

名

東京大学

代 表 研 究 者 名

永田

宏次

１．課題開始時における達成目標
昆虫の性フェロモンは雌雄の交尾機会を決めるので、その生合成
の人為的制御は害虫防除につながる。本課題では、最大の農業害
虫「蛾」のフェロモン腺における性フェロモン生合成に必須な情
報伝達タンパク質「フェロモン生合成活性化ペプチド（PBAN）」、
その受容体でフェロモン腺細胞膜上に提示される膜タンパク質
「PBANR」、さらに性フェロモン生合成の鍵酵素２種類（脂肪酸
不飽和化酵素とアシル基還元酵素）をターゲットとし、それらの
立体構造決定と機能解析を行い、その成果を性フェロモン生合成
の人為的制御に結び付けるための変異体作製や低分子有機化合物の設計・探索に応用する。具体的には、
決定したターゲットタンパク質の立体構造に基づいて、PBANR に対するアンタゴニスト設計、および、
性フェロモン生合成酵素の高機能化（安定性・比活性向上）や機能改変を試みる。これらの成果は、性
フェロモンの生合成遮断やフェロモン成分の変化による交尾撹乱に応用可能である。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析
・PBAN の活性発現に必須な C 末端アミド基が C 末端 4 残基により形成される β ターン構造を安定化す
ることを示した。PBAN の C 末端配列を有する 8 残基の環状ペプチドが PBAN 様活性を示すことから、
PBAN C 末端部の β ターン構造が PBAN の活性型構造であると示唆された。
・結晶化用改変 PBANR の昆虫細胞系による高発現（4 mg/L）、精製（2 mg/L）に成功し、PBANR-PBAN
複合体結晶化実験で複数の条件下で微結晶が得られている。結晶の改善と X 線回折実験を進めている。
PBANR の細胞膜移行において 7 回の膜貫通部位より C 末端側の細胞内領域の一部の重要性を見出した。
・pgdesat1 は小麦無細胞発現系でリポソーム存在下可溶性発現に成功した。pgFAR は昆虫細胞系で可溶
性発現に成功した。pgFAR C 末端のペルオキシソーム局在シグナルは C 末端にないと機能しなかった。
機能解析
・PBANR のアイソフォーム解析からカイコガ等のフェロモン腺では選択的スプライシングにより生じ
た 4 種のアイソフォーム（PBANR-As, A, B, C）が発現していることが明らかになった。アイソフォー
ム B,C がリガンド結合に伴ってエンドサイトーシスされたのに対して、As および A はインターナライ
ズされず、GPCR としてシグナルの off 制御に機能しない欠陥分子であることが示された。
・pgdesat1, pgFAR の反応産物を GC-MS で検出する酵素活性測定系を確立した。
・培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系を確立し、C 末端から 6 残基目の Tyr を Ala や Asn に
置換することで、アンタゴニスト活性を示すことを見出した。より強いアンタゴニストを探索中。
・化合物ライブラリーから高効率で PBAN アゴニスト・アンタゴニストを探索するための PBANR 恒常
発現 Sf9 細胞株を樹立した。
・PBANR の立体構造予測および PBAN 結合予測をもとに PBANR の点変異体を作製し、変異によるリ
ガンド応答性の低下から、リガンド認識に重要と考えられるアミノ酸残基をこれまでに 3 残基特定した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
カイコガ PBAN 活性断片の NMR 溶液構造解析
カイコガ（Bombyx mori）の性フェロモン生合成活性化神経ペプチド（PBAN）は全長 33 残基で C 末
端がアミド化されている。C 末端アミド基は活性に必須であり、C 末端 5 残基が PBAN 活性を有する最
小断片で全長の 3%の活性、C 末端 10 残基は全長の 10%の活性を有する。C 末端のアミド化が立体構造
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に与える影響を調べるため、C 末端 10 残基ペプチド（活性型 C 末端アミド PBANc10-NH2 と不活性型 C
末端カルボン酸 PBANc10-OH）について NMR 構造解析を行い、以下の構造を得た。
図 1. PBANc10-NH2（左）と PBANc10-OH（右）の 30% TFE 中の溶
液構造。活性に必須な C 末端 5 残基のみを表示。
ペプチド
緩衝液(pH 6.0)
+ 30% TFE-d3 + 500 mM DPC-d38
PBANc10-NH2 ランダムコイル
I 型 β ターン
II 型 β ターン
PBANc10-OH ランダムコイル
伸長型
III 型 β ターン
β ターンは C 末端 4 残基（SPRL）により形成されていた。特に 30% TFE 中において、PBANc10-NH2
では β ターンが見られたのに対し、PBANc10-OH ではターン構造が壊れていた（図 1）。真空紫外円二
色性スペクトル（VUV-CD）は、PBANc10-NH2 よりも PBANc10-OH の方がランダムコイル含量が高い
ことを示し、NMR 構造解析の結果を支持した。この構造の違いは、C 末端がアミドからカルボキシレ
ートに変わることで、β ターン構造を安定化する 2 つの主鎖原子間水素結合（Ser30 C=O…H-N Leu33 と
Ser30 N-H…O=C Leu33）のうち後者の水素結合が不安定化するために生じると考えられる。
カイコガ PBAN 受容体（PBANR）の高発現系作製、大規模発現、精製、PBANR-PBAN 複合体結晶化
7 回膜貫通型 G タンパク質共役受容体（GPCR）であるカイコガ PBANR について、β2 アドレナリン
受容体の結晶構造解析を参考に、N 末端糖鎖結合部位の除去、C 末端細胞内領域の短縮、細胞内第 3 ル
ープ（ICL3）の T4 lysozyme (T4L)への置換、切除可能な EGFP-His10 タグの C 末側への付加、GFP 切除
後も残る StrepII タグの付加を行った結晶化用改変 PBANR を設計した。この検討の過程で、PBANR の
細胞膜移行に、7 回の膜貫通部位より C 末端側の細胞内領域の配列が重要であることを見出した。
結 晶 化 用 改 変 PBANR の 高 発 現 系
（PBANR-EGFP の形で、昆虫細胞培養液 1
L あたり 4 mg）および精製系（精製 PBANR
の収量、昆虫細胞培養液 1 L から 2.1 mg）
を確立し（図 2）、PBAN-PBANR 複合体の
蒸気拡散法および脂質メソフェーズ法に
よる結晶化実験を進めている。複数の条件
で微結晶が得られているため、SPring-8 の
マイクロフォーカスビームライン
BL32XU にて X 線回折実験を行い、結晶
構造解析を進める予定である。
図 2.（上）結晶化用改変 PBANR-EGFP の
Ni 固定化カラムによるアフィニティ精
製。
（下）TEV protease によるタグ切断。C
末端側の EGFP-His10 タグは、ほぼ定量的
に切断された。（左は、EGFP の蛍光を検
出。右は、CBB 染色）
カイコガ pgdesat1 と pgFAR の発現検討
E10/Z12 不飽和化酵素である pgdesat1 は推定 5 回膜貫通型膜タンパク質であり、大腸菌、酵母を宿主
とする発現が困難であったため、小麦無細胞発現系で発現検討を進めた（愛媛大学 遠藤弥重太教授と
の共同研究）
。タグなしでは発現確認が困難だったため、pgdesat1 の C 末端側に EGFP を融合させた発
現系を構築し、リポソーム共存下でのタンパク質合成により、可溶性発現が確認された。
アシル基還元酵素である pgFAR（可溶性酵素）は、昆虫細胞を宿主とする発現検討で、pgFAR の C
末端側に EGFP を融合させると Sf9 細胞内全体への分布が観察されたが、N 末端側に EGFP を融合させ
ると期待通りペルオキシソームへの局在が観察され
たため（図 3）、後者のコンストラクトを用いて、昆
虫細胞での大規模発現、精製、結晶化を進めている。
図 3. EGFP タグの配置の違いによる pgFAR の Sf9 細
胞内分布の違い。NKL はペルオキシソーム局在化シ
グナルを示す。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
PBANR のアイソフォーム解析
カイコガ、アワヨトウ、オオタバコガのフェロモン腺（PG）では選択的スプライシングにより生じ
た４種のアイソフォーム（PBANR-As, A, B, C）が発現していることがわかった。さらに、個々の機能
発現を昆虫 Sf9 細胞で行い、インターナリゼーションを指標とした機能解析を行った結果、アイソフォ
ーム B, C がリガンド結合に伴ってエンドサイトーシスされたのに対して、As および A はインターナラ
イズされず、GPCR としてシグナルの off 制御に機能しない欠陥分子であることが示された。
カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR の活性測定
pgdesat1, pgFAR の活性測定系として、各遺伝子を導入した組換えバキュロウイルスを作製し、これを
Sf9 細胞に感染させたのち、各酵素活性により生成した不飽和脂肪酸や直鎖脂肪族アルコールを GC-MS
で検出する系を確立した（不飽和脂肪酸の場合はメチルエステルに変換後）。また、pgFAR の活性測定
系としては形質転換酵母を用いる系も確立した。
カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系の確立、PBAN アンタゴニストペプチドの発見
カイコガ PBANR とリガンドとの結合を、結合に伴う細胞内 Ca2+濃度の増加を指標として検定する
Ca2+動員アッセイ系を確立した。具体的には、カイコガ PBANR を一過的に発現させた Sf9 細胞を蛍光
Ca2+指示薬である Fluo-4AM と共にインキュベートした後、PBAN の濃度を変えて培地に添加（1 nM か
ら 1 μM）し、蛍光変化を測定することで Ca2+動員を濃度依存的に捉える。また、EGFP タグをつけた
PBANR を Sf9 細胞に一過的発現し、ローダミンレッドで修飾した蛍光標識 PBAN との結合を視覚的に
観察すると共に、非標識 PBAN の添加に伴う蛍光変化を測定する競合的結合アッセイ系も確立した。こ
のアッセイ系を利用して PBAN 誘導体の活性測定を行った。C 末端から 6 残基目（C6 位）の点変異体
SKTRXFSPRL-NH2（天然型は X=Y。X= A, C, D, F, L, N, R, S, W に置換）を作製し、活性測定した結果、
Y(C6)→D または S 置換体は活性を保持していたが、Y(C6)→A または N 置換体は活性が著しく低下す
るだけでなく、天然型ペプチドに対し競合阻害活性を有することが明らかになった。Tyr(C6)点変異体は
PBAN アンタゴニストのシード化合物となりうる可能性がある。より良い PBAN アンタゴニストを得る
ために、線状・環状 PBAN 類縁体を種々合成し、活性測定を進めている。
PBAN アゴニスト・アンタゴニスト探索のための PBANR 恒常発現 Sf9 細胞株樹立
PBAN アンタゴニスト検定系の確立に向け、single colony isolation により、PBANR の 4 種のアイソフ
ォーム（Bom-PBANR As/A/B/C）と結晶化用 PBANR 改変体 2 種類を恒常的に発現する Sf9 細胞系それ
ぞれ（6 種類）を樹立した。これらの PBANR アイソフォームには C 末端に EGFP による蛍光タグを付
しており、リガンドとの結合に伴う細胞外 Ca2+流入のみならず、脱感作過程である PBANR の細胞内イ
ンターナリゼーションも検定でき、アゴニストやアンタゴニストのスクリーニングおよび結晶化用
PBANR の調製に有効であると期待される。一方、化合物ライブラリーを利用してハイスループットス
クリーニングを行う場合、EGFP の蛍光タグは Ca2+動員を指標としたスクリーニングの妨げとなるため、
新たにローダミンレッドで標識した蛍光リガンドを用いることで非標識 PBANR の安定発現株の樹立を
試み、最終的にカイコガ PBANR（Bom-PBANR B, C）で非標識 PBANR の安定発現株を樹立することが
できた。さらに、2 種類の PBANR 結晶化用改変体を恒常的に発現する Sf9 細胞系も各々樹立した。
PBANR のリガンド認識残基の特定
PBANR の PBAN 認識残基を特定するために、β2 アドレナリン受容体
の結晶構造を基に構築した。PBANR の立体構造モデル上のリガンド認識
候補残基に点変異を導入し、それら点変異体 PBANR の情報伝達能を計
測することにより、W280, R287, Y307 の 3 残基が PBAN 認識に重要であ
ることが示された。W280 と R287 とは TM6 へリックス上に、Y307 は
TM7 へリックス上に位置し、7 本の α へリックスの中央にあるリガンド
結合ポケットの表面にあると予想される（図 4）。
図 4 β2 アドレナリン受容体の結晶構造を基に構築した PBANR の立体
構造モデル上に、PBANR のリガンド認識に重要と示された W280, R287,
Y307 を赤で示す。一方、点変異実験でアラニンに置換してもリガンド結
合能が低下しなかった残基を黄で示す。また、ソフトウェア MOE での
ドッキングシミュレーションから PBAN 認識に関わると予想された残基
を緑で、配列類似受容体で保存性が高いアミノ酸残基を橙で示す。これ
らの残基の点変異体解析も進行中である。
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３．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構

６件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

１９件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

６件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する達成度
・PBAN 構造解析において、活性部位である C 末端領域の溶液構造解析に成功し、C 末端アミド基の
β ターン構造安定化への寄与を示した。機能解析において、C 末端から 6 残基目の点変異により、アン
タゴニストが得られることを見出した。化合物ライブラリーを利用した低分子化合物のアンタゴニスト
探索も具体的に計画しており、ほぼ当初計画通り進行している。達成度 80%。
・PBANR 構造解析において、結晶化に適した改変 PBANR の高発現系構築、精製に成功し、
PBANR-PBAN 複合体の微結晶が得られている。結晶の改良、X 線回折実験を進め、構造解析を完成さ
せる予定。機能解析において、4 アイソフォームの存在とうち 2 アイソフォームの欠陥性を明らかにし
た。また、立体構造モデルを構築し、PBAN 認識候補残基の点変異解析から重要残基を特定している。
当初計画の 70%の達成度であるが、PBANR-PBAN 複合体の結晶構造解析に鋭意集中して取り組んでお
り、100%を目指す。
・pgdesat1・pgFAR
構造解析用試料調製として、pgdesat1（4 ないし 5 回膜貫通型膜タンパク質）は
小麦無細胞発現系でリポソーム存在下発現させることで可溶性発現することに成功した。一方、pgFAR
は C 末端側でなく N 末端側に EGFP タグを付加することにより、昆虫細胞発現系でペルオキシソーム
に局在させることに成功し、大規模発現を計画している。機能解析において、両酵素の活性測定系を確
立したほか、カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR 遺伝子を入れ替えたトランスジェニックカイコ
の作成を開始し、産業利用のための性フェロモン類似化合物の生産をめざしている。達成度 50%。
８．課題内の情報共有・連携体制
研究の連携内容
左図の役割分担があるが、互いに連携して業務遂行している。
連携例１．松本が作製した PBANR の昆虫細胞用一過性発現ベクタ
ーを利用して、長澤は PBAN アゴニスト活性評価系を構築し、永田
は構造解析用の改変型 PBANR 発現用ベクターを作製した。
連携例２．長澤が合成した PBAN 部分ペプチドを用いて、永田が立
体構造解析を行った。その構造をもとに、共同でアンタゴニスト候
補分子を設計し、長澤がこれらの分子を合成し活性測定している。
課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度
E メールでの情報交換は普段から頻繁に行っている。特に、永田と長澤は同一キャンパス内にいるので、
頻繁に打合せを行っている。班会議はこれまで年 2 回定期的に開催し、研究代表者、研究分担者と各グ
ループの若手者が参加している。各グループの研究の進捗状況、連携、今後の方針について確認し、問
題点とその改善策について討論している。
９．他の課題との情報共有・連携
本プログラムの他の課題との連携
・長野哲雄先生（東京大学）－化合物ライブラリーの利用を予定した PBAN アンタゴニスト探索
・田之倉優先生（東京大学）－pgFAR の巻戻し
・高木淳一先生（大阪大学）－pgFAR の可溶性発現
・遠藤弥重太先生（愛媛大学）－pgdesat1, pgFAR の小麦無細胞系発現
本プログラムの他の課題との情報共有
・横山茂之先生（理化学研究所）－脂質メソフェーズ結晶化
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・山本雅貴先生（理化学研究所）－超高輝度マイクロビームによる微小結晶解析
本プログラム以外の研究者との連携
・松尾光一先生（広島大学）－PBANc10-NH2/OH の真空紫外円二色性（VUV-CD）スペクトル解析
・奈良雅之先生（東京医科歯科大学）PBANc10-NH2/OH のフーリエ変換赤外（FT-IR）スペクトル解析
・千田俊哉先生（産業技術総合研究所）－PBANR の昆虫細胞大規模発現
１０．人材育成
H19 から H23 までの各年度、PD を 3 人、3 人、5 人、5 人、4 人雇用した。PD 1 人は米国に帰国し、
農務省の研究所で PI となっており、共同研究を継続している。他の PD1 人は東大の PD に就職した。
他の PD 4 人の進路は未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
終了までの具体的な見通し
・PBANR-PBANc10-NH2 複合体の結晶構造解析
・PBAN の PBANR 活性化に重要なアミノ酸残基の特定
・PBANR の PBAN 応答に重要なアミノ酸残基の特定
・PBAN アンタゴニスト活性を有するペプチドおよび非ペプチド性シード化合物の同定・創製
・pgFAR の昆虫細胞発現系による機能性発現、精製、結晶化
・pgdesat1 の小麦無細胞発現系による機能性発現、精製
技術移転を目的とした共同研究等の状況、他分野の研究者に成果の活用を推進するための方策
・組換えタンパク質から環化ペプチドを得る方法の学会発表、論文発表
・GPCR の高発現成功に至るまでの検討事項の学会発表、論文発表
・PBAN-PBANR の分子認識機構の知見を neuromedin U (NMU)-NMUR 分子認識機構の理解に結び付け
るための共同研究
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
終了後の戦略及び具体的な内容
PBANR-PBAN 複合体の結晶構造と得られた PBAN アンタゴニストの分子構造に基づいてより強力な
アンタゴニストを設計し、実用可能なガ類昆虫の性フェロモン産生阻害剤の創製を目ざす。環境を汚染
せず、害虫だけの繁殖を抑制する技術を確立し、グリーンイノベーションに貢献する。
産業界等への成果の橋渡しの可能性
本研究の最終ゴールは、最大の農作物害虫であるガ類昆虫の性フェロモン産生を支配する神経ホルモ
ン PBAN の受容体の立体構造に基づいてアンタゴニストを創成し、害虫の配偶行動を撹乱する技術を確
立することである。本技術は、従来の農薬と違い性フェロモン生合成を標的にしており、抵抗性ができ
にくく、また、標的ガ類以外の生物に対して影響がない等の利点を持ち、従来の合成農薬の欠点を克服
する新技術といえ、その有用性が実証されれば、実用化の可能性は高いと考えられる。本技術の実用化
は、食糧確保に貢献するのみならず、農作物の加害による経済的損失を回避する一方、新たな農薬産業
の創出につながることが期待できる。
１３．特記事項
特にアピールする事項等（成果等）
発現コンストラクトの改善とバキュロウイルスの純化により、PBANR の発現量を当初の 30 μg/L から
4 mg/L にまで向上させることができた。他の GPCR にも応用可能と期待される。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

13,291

348

0

250

0

0

0

0

人件費（千円）

18,018

26,303

31,492

34,052

業務実施費（千円）

18,691

20,272

13,123

7,929

間接経費（千円）

15,000

14,077

13,385

合計（千円）

65,000

61,000

58,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

計

3,951
25,233

旅費（千円）

1,168

その他（千円）

1,802

12,669

間接経費（千円）

9,646

64,777

54,900

合計（千円）

41,800

280,700
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造解析

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

永田

宏次

１．課題開始時における各機関の達成目標
昆虫の性フェロモンは雌雄の交尾機会を決めるので、その生合
成の人為的制御は害虫防除につながる。本課題では、農業に最も
大きな被害を及ぼす害虫である鱗翅目昆虫（ガ）のフェロモン腺
における性フェロモン生合成の調節に極めて重要な役割を担って
いるリガンド（PBAN）とその受容体（PBANR）、および性フェロ
モン生合成の鍵酵素 2 種（pgdesat1、pgFAR）をターゲットとして、
それらの立体構造および活性発現機構を解析し、さらに害虫の性
フェロモン生合成を人為的に制御して繁殖抑制に役立てるための
分子基盤情報を得ることを目的とする。
フェロモン生合成活性化神経ペプチド PBAN とその受容体 PBANR の分子間認識機構を解明し、
PBANR に対するアンタゴニストの論理的設計に役立てる。PBAN の PBANR への結合を阻害できれば、
性フェロモン生合成・分泌の遮断が可能になると期待される。一方、性フェロモンの化学構造や組成は
種特異的であるので、性フェロモン生合成酵素（pgdesat1, pgFAR）が触媒する反応や基質特異性は種特
異的である。カイコガとアワヨトウの性フェロモン生合成酵素の構造・機能を比較し、酵素の立体構造
や反応機構の知見を得る。また高機能化や機能改変した変異体を設計し、害虫の繁殖抑制への応用を試
みる。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析
・PBAN の活性発現に必須な C 末端アミド基が C 末端 4 残基により形成される β ターン構造を安定化す
ることを示した。PBAN の C 末端配列を有する 8 残基の環状ペプチドが PBAN 様活性を示すことから、
PBAN C 末端部の β ターン構造が PBAN の活性型構造であると示唆された。
・結晶化用改変 PBANR の昆虫細胞系による高発現（4 mg/L）、精製（2 mg/L）に成功し、PBANR-PBAN
複合体結晶化実験で複数の条件下で微結晶が得られている。結晶の改善と X 線回折実験を進めている。
PBANR の細胞膜移行において 7 回の膜貫通部位より C 末端側の細胞内領域の一部の重要性を見出した。
・pgdesat1 は小麦無細胞発現系でリポソーム存在下可溶性発現に成功した。pgFAR は昆虫細胞系で可溶
性発現に成功した。pgFAR C 末端のペルオキシソーム局在シグナルは C 末端にないと機能しなかった。
機能解析
・培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系を確立し、C 末端から 6 残基目の Tyr を Ala や Asn に
置換することで、アンタゴニスト活性を示すことを見出した。より強いアンタゴニスト活性を有する変
異体を探索中。一方、化合物ライブラリーを使用する高効率 PBAN アンタゴニスト探索も近々開始する。
・PBANR の立体構造予測および PBAN 結合予測をもとに PBANR の点変異体を作製し、変異によるリ
ガンド応答性の低下から、リガンド認識に重要と考えられるアミノ酸残基をこれまでに 3 残基特定した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
カイコガ PBAN 活性断片の NMR 溶液構造解析
カイコガ（Bombyx mori）の性フェロモン生合成活性化神経ペプチド（PBAN）は全長 33 残基で C 末
端がアミド化されている。C 末端アミド基は活性に必須であり、C 末端 5 残基が PBAN 活性を有する最
小断片で全長の 3%の活性、C 末端 10 残基は全長の 10%の活性を有する。C 末端のアミド化が立体構造
に与える影響を調べるため、C 末端 10 残基ペプチド（活性型 C 末端アミド PBANc10-NH2 と不活性型 C
末端カルボン酸 PBANc10-OH）について NMR 構造解析を行い、次頁の構造を得た。
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図 1. PBANc10-NH2（左）と PBANc10-OH（右）の 30% TFE 中の溶
液構造。活性に必須な C 末端 5 残基のみを表示。
ペプチド
緩衝液(pH 6.0)
PBANc10-NH2 ランダムコイル
PBANc10-OH ランダムコイル

+ 30% TFE-d3 + 500 mM DPC-d38
I 型 β ターン II 型 β ターン
伸長型
III 型 β ターン

β ターンは C 末端 4 残基（SPRL）により形成されていた。特に 30% TFE 中において、PBANc10-NH2
では β ターンが見られたのに対し、PBANc10-OH ではターン構造が壊れていた（図 1）。真空紫外円二
色性スペクトル（VUV-CD）は、PBANc10-NH2 よりも PBANc10-OH の方がランダムコイル含量が高い
ことを示し、NMR 構造解析の結果を支持した。この構造の違いは、C 末端がアミドからカルボキシレ
ートに変わることで、β ターン構造を安定化する 2 つの主鎖原子間水素結合（Ser30 C=O…H-N Leu33 と
Ser30 N-H…O=C Leu33）のうち後者の水素結合が不安定化するために生じると考えられる。
カイコガ PBAN 受容体（PBANR）の高発現系作製、大規模発現、精製、PBANR-PBAN 複合体結晶化
7 回膜貫通型 G タンパク質共役受容体（GPCR）であるカイコガ PBANR について、β2 アドレナリン
受容体の結晶構造解析を参考に、N 末端糖鎖結合部位の除去、C 末端細胞内領域の短縮、細胞内第 3 ル
ープ（ICL3）の T4 lysozyme (T4L)への置換、切除可能な EGFP-His10 タグの C 末側への付加、GFP 切除
後も残る StrepII タグの付加を行った結晶化用改変 PBANR を設計した。この検討の過程で、PBANR の
細胞膜移行に、7 回の膜貫通部位より C 末端側の細胞内領域の配列が重要であることを見出した。
結 晶 化 用 改 変 PBANR の 高 発 現 系
（PBANR-EGFP の形で、昆虫細胞培養液
1 L あたり 4 mg）および精製系（精製
PBANR の収量、昆虫細胞培養液 1 L から
2.1 mg）を確立し（図 2）、PBAN-PBANR
複合体の蒸気拡散法および脂質メソフェ
ーズ法による結晶化実験を進めている。複
数の条件で微結晶が得られているため、
SPring-8 のマイクロフォーカスビームラ
イン BL32XU にて X 線回折実験を行い、
結晶構造解析を進める予定である。
図 2.（上）結晶化用改変 PBANR-EGFP の
Ni 固定化カラムによるアフィニティ精
製。（下）TEV protease によるタグ切断。
C 末端側の EGFP-His10 タグは、ほぼ定量
的に切断された。（左は、EGFP の蛍光を
検出。右は、CBB 染色）
カイコガ pgdesat1 と pgFAR の発現検討
E10/Z12 不飽和化酵素である pgdesat1 は推定 5 回膜貫通型膜タンパク質であり、大腸菌、酵母を宿主
とする発現が困難であったため、小麦無細胞発現系で発現検討を進めた（愛媛大学 遠藤弥重太教授と
の共同研究）
。タグなしでは発現確認が困難だったため、pgdesat1 の C 末端側に EGFP を融合させた発
現系を構築し、リポソーム共存下でのタンパク質合成により、可溶性発現が確認された。
アシル基還元酵素である pgFAR（可溶性酵素）は、大腸菌を宿主として、大阪大学 高木淳一教授に
より開発された FATT タグを利用することで可溶性発現に成功したが、分解と凝集の問題が生じた。昆
虫細胞を宿主とする発現検討も進め、pgFAR の C 末端側に EGFP を融合させると Sf9 細胞内全体への分
布が観察されたが、N 末端側に EGFP を融合させると期待通りペルオキシソームへの局在が観察された
ため（図 3）、後者のコンストラクトを用いて、昆虫
細胞での大規模発現、精製、結晶化を進めている。
図 3. EGFP タグの配置の違いによる pgFAR の Sf9 細
胞内分布の違い。NKL はペルオキシソーム局在化シ
グナルを示す。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
培養細胞を用いた PBAN アンタゴニスト検定系の開発、PBAN アンタゴニストの探索
機能解析担当の理研・松本が開発したカイコガ PBANR のリガンド結合アッセイ系を利用して活性測
定を行った。C 末端から 6 残基目（C6 位）の点変異体 SKTRXFSPRL-NH2（天然型は X=Y。X= A, C, D,
F, L, N, R, S, W に置換）を作製し、活性測定した結果、Y(C6)→D または S 置換体は活性を保持してい
たが、Y(C6)→A または N 置換体は活性が著しく低下するだけでなく、天然型ペプチドに対し競合阻害
活性を有することが明らかになった。ゆえに、PBAN 活性には C 末端 5 残基とアミド基だけでなく、C6
位アミノ酸側鎖にヒドロキシ基またはカルボキシル基を有することも重要であると示唆された（図 4）。
雌カイコガを用いる in vivo 活性検定系でも同様の傾向が見られたことから、Tyr(C6)点変異体は PBAN
アンタゴニストのシード化合物となりうる可能性が示された。より良い PBAN アンタゴニストを得るた
めに、線状・環状 PBAN 類縁体を種々合成し、活性測定を進めている。また、高効率スクリーニングに
対応した活性測定系も確立し、化合物ライブラリー（東京大学 長野哲雄教授。GPCR リガンド 10000
種類、ペプチド C 末端アミド 600 種類、およびランダムライブラリー 種類未定）を利用したアンタゴ
ニストのスクリーニングも行う予定である。
PBANR のリガンド認識残基の特定
PBANR の PBAN 認識残基を特定するために、β2 アドレナリン受容体の結晶構造を基に構築した
PBANR の立体構造モデル上のリガンド認識候補残基に点変異を導入し、それら点変異体 PBANR の情
報伝達能を計測することにより、W280, R287, Y307 の 3 残基が PBAN 認識に重要であることが示された
（図 4 上）。W280 と R287 とは TM6 へリックス上に、Y307 は TM7 へリックス上に位置し、7 本の α へ
リックスの中央にあるリガンド結合ポケットの表面にあると予想される（図 4 下）。
図 4（上）点変異体 PBANR-EGFP の発現
と PBAN 応答性試験の結果。100 nM
PBANc10-NH2 を培地に加えた際の応答
性をグラフ化した。W280, R287, Y307 を
アラニンに置換することで、リガンド応
答性が低下したことから、これらの残基
が PBAN 認識に重要と示された。
（下）β2 アドレナリン受容体の結晶構造
を基に構築した PBANR の立体構造モデ
ル上に、PBANR のリガンド認識に重要と
示された W280, R287, Y307 を赤で示す。
W280 と R287 は TM6 へリックス上に、
Y307 は TM7 へリックス上に位置する。
一方、点変異実験
でアラニンに置換
してもリガンド結
合能が低下しなか
った残基を黄で示
す。また、ソフト
ウェア MOE での
ドッキングシミュ
レーションから
PBAN 認識に関わ
ると予想された残
基を緑で、配列類
似受容体で保存性
が高いアミノ酸残
基を橙で示す。こ
れらの残基の点変
異体解析も進行中
である。
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３．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構

６件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

６件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

６件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
・PBAN 構造解析において、活性部位である C 末端領域の溶液構造解析に成功し、C 末端アミド基の
β ターン構造安定化への寄与を示した。機能解析において、C 末端から 6 残基目の点変異により、アン
タゴニストが得られることを見出した。化合物ライブラリーを利用した低分子化合物のアンタゴニスト
探索も具体的に計画しており、ほぼ当初計画通り進行している（90%）。
・PBANR 構造解析において、結晶化に適した改変 PBANR の高発現系構築、精製に成功し、
PBANR-PBAN 複合体の微結晶が得られている。結晶の改良、X 線回折実験を進め、構造解析を完成さ
せる予定。機能解析において、立体構造モデルを構築し、PBAN 認識候補残基の点変異解析から重要残
基を特定している。当初計画の 70%の達成度であるが、PBANR-PBAN 複合体の結晶構造解析に鋭意集
中して取り組んでおり、100%を目指す。
・pgdesat1・pgFAR 性フェロモン生合成酵素 2 種類は、種々発現系を検討したが、低発現、不溶性発
現、凝集、分解等の問題が生じて機能性発現が困難であったが、pgdesat1（4 ないし 5 回膜貫通型膜タ
ンパク質）は小麦無細胞発現系でリポソーム存在下発現させることで可溶性発現することに成功した。
一方、pgFAR は C 末端側でなく N 末端側に EGFP タグを付加することにより、昆虫細胞発現系でペル
オキシソームに局在させることに成功し、結晶化のための大規模発現を計画している。機能性発現にて
こずったため、当初計画の 50%の達成度である。pgFAR の構造解析を進め、達成度向上を目指す。
８．課題内の情報共有・連携体制
研究の連携内容
左図の役割分担があるが、互いに連携して業務遂行している。
連携例１．松本が作製した PBANR の昆虫細胞用一過性発現ベクタ
ーを利用して、長澤は PBAN アゴニスト活性評価系を構築し、永田
は構造解析用の改変型 PBANR 発現用ベクターを作製した。
連携例２．長澤が合成した PBAN 部分ペプチドを用いて、永田が立
体構造解析を行った。その構造をもとに、共同でアンタゴニスト候
補分子を設計し、長澤がこれらの分子を合成し活性測定している。
課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度
E メールでの情報交換は普段から頻繁に行っている。特に、永田と長澤は同一キャンパス内にいるので、
頻繁に打合せを行っている。班会議はこれまで年 2 回定期的に開催し、研究代表者、研究分担者と各グ
ループの若手者が参加している。各グループの研究の進捗状況、連携、今後の方針について確認し、問
題点とその改善策について討論している。
９．他の課題との情報共有・連携
本プログラムの他の課題との連携
・長野哲雄先生（東京大学）－化合物ライブラリーの利用を予定した PBAN アンタゴニスト探索
・田之倉優先生（東京大学）－pgFAR の巻戻し
・高木淳一先生（大阪大学）－pgFAR の可溶性発現
・遠藤弥重太先生（愛媛大学）－pgdesat1, pgFAR の小麦無細胞系発現
本プログラムの他の課題との情報共有
・横山茂之先生（理化学研究所）－脂質メソフェーズ結晶化
・山本雅貴先生（理化学研究所）－超高輝度マイクロビームによる微小結晶解析
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本プログラム以外の研究者との連携
・松尾光一先生（広島大学）－PBANc10-NH2/OH の真空紫外円二色性（VUV-CD）スペクトル解析
・奈良雅之先生（東京医科歯科大学）PBANc10-NH2/OH のフーリエ変換赤外（FT-IR）スペクトル解析
・千田俊哉先生（産業技術総合研究所）－PBANR の昆虫細胞大規模発現
１０．人材育成
H19 から H23 までの各年度、PD を 2 人、2 人、3 人、3 人、2 人雇用し、情報伝達関連タンパク質・
ペプチドと酵素タンパク質の構造解析・機能解析を業務主任者の永田、担当責任者の長澤と協力しなが
ら進めている。PD 1 人は東大の他部局の PD に就職した。他の PD 2 人の進路は未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
終了までの具体的な見通し
・PBANR-PBANc10-NH2 複合体の結晶構造解析
・PBAN の PBANR 活性化に重要なアミノ酸残基の特定
・PBANR の PBAN 応答に重要なアミノ酸残基の特定
・PBAN アンタゴニスト活性を有するペプチドおよび非ペプチド性シード化合物の同定・創製
・pgFAR の昆虫細胞発現系による機能性発現、精製、結晶化
・pgdesat1 の小麦無細胞発現系による機能性発現、精製
技術移転を目的とした共同研究等の状況、他分野の研究者に成果の活用を推進するための方策
・組換えタンパク質から環化ペプチドを得る方法の学会発表、論文発表
・GPCR の高発現成功に至るまでの検討事項の学会発表、論文発表
・PBAN-PBANR の分子認識機構の知見を neuromedin U (NMU)-NMUR 分子認識機構の理解に結び付け
るための共同研究
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
終了後の戦略及び具体的な内容
PBANR-PBAN 複合体の結晶構造と得られた PBAN アンタゴニストの分子構造に基づいてより強力な
アンタゴニストを設計し、実用可能なガ類昆虫の性フェロモン産生阻害剤の創製を目ざす。環境を汚染
せず、害虫だけの繁殖を抑制する技術を確立し、グリーンイノベーションに貢献する。
産業界等への成果の橋渡しの可能性
本研究の最終ゴールは、最大の農作物害虫であるガ類昆虫の性フェロモン産生を支配する神経ホルモ
ン PBAN の受容体の立体構造に基づいてアンタゴニストを創成し、害虫の配偶行動を撹乱する技術を確
立することである。本技術は、従来の農薬と違い性フェロモン生合成を標的にしており、抵抗性ができ
にくく、また、標的ガ類以外の生物に対して影響がない等の利点を持ち、従来の合成農薬の欠点を克服
する新技術といえ、その有用性が実証されれば、実用化の可能性は高いと考えられる。本技術の実用化
は、食糧確保に貢献するのみならず、農作物の加害による経済的損失を回避する一方、新たな農薬産業
の創出につながることが期待できる。
１３．特記事項
特にアピールする事項等（成果等） 発現コンストラクト改善とウイルス純化により、PBANR の発現
量を当初の 30 μg/L から 4 mg/L にまで向上させることができた。他の GPCR にも応用可能と期待される。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

4,301

348

0

250

0

0

0

0

人件費（千円）

13,073

20,031

17,907

18,818

業務実施費（千円）

13,876

8,948

9,977

9,375

8,798

40,625

38,125

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

間接経費（千円）
合計（千円）

２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

計

3,562
13,314

旅費（千円）

1,122

7,009

その他（千円）

1,233

8,366

7,823

間接経費（千円）

5,769

40,131

36,250

33,900

25,000

173,900
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）

代表／分担機関の課題名

害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の機能解析

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究所

機関の代表研究者名

松本

正吾

１．課題開始時における各機関の達成目標
昆虫の性フェロモンは雌雄の交尾機会を決めるので、その生合
成の人為的制御は害虫防除につながる。本課題では、最大の農業
害虫「蛾」のフェロモン腺における性フェロモン生合成に必須な
情報伝達タンパク質「フェロモン生合成活性化ペプチド（PBAN）」、
その受容体でフェロモン腺細胞膜上に提示される膜タンパク質
「PBANR」、さらに性フェロモン生合成の鍵酵素２種類（脂肪酸
不飽和化酵素 pgdesat1 とアシル基還元酵素 pgFAR）をターゲットとし、それらの立体構造決定と機能解
析を行い、その成果を性フェロモン生合成の人為的制御に結び付けるための変異体作製や低分子有機化
合物の設計・探索に応用する。具体的には、決定したターゲットタンパク質の立体構造に基づいて、
PBANR に対するアンタゴニスト設計、および、性フェロモン生合成酵素の高機能化（安定性・比活性
向上）や機能改変を試みる。これらの成果は、性フェロモンの生合成遮断やフェロモン成分の変化によ
る交尾撹乱に応用可能である。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
（２）構造解析に関しては、PBAN 受容体の大量発現用の組換えバキュロウイルスを作製した。このウ
イルス感染細胞の大量培養から構造解析用の PBAN 受容体改変体が調製できた。
（３）機能解析に関しては、以下の通りである。
・本課題のターゲットタンパク質の目的とするすべての遺伝子（カイコガの休眠ホルモン受容体(DHR)、
アワヨトウの PBAN 受容体(PBANR)、DHR 、pgdesat1、pgFAR）のクローニングを完了した。また、カ
イコガ、アワヨトウ、オオタバコガのフェロモン腺（PG）から、選択的スプライシングにより生じた
４種のアイソフォーム(PBANR-As, A, B, C)を同定し、機能解析よりアイソフォーム B,C が受容体分子と
して機能することを明らかにした。
・カイコガ PBANR とリガンドとの結合を、結合に伴う細胞内 Ca2+濃度の増加を指標として検定する
Ca2+動員アッセイ系を確立した。また、EGFP タグをつけた PBANR を Sf9 細胞に一過的発現し、Rhodamine
Red で修飾した蛍光標識 PBAN との結合を視覚的に観察すると共に、非標識 PBAN の添加に伴う蛍光変
化を測定する競合的結合アッセイ系も確立した。
・PBAN アゴニスト・アンタゴニストの探索や結晶化用 PBANR 発現に利用するカイコガ PBANR やそ
の結晶化用改変体を恒常的に発現する Sf9 細胞系を樹立した。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果

Bac-to-Bac baculovirus system (Invitrogen)により PBAN 受容体の大量発現用の組換えバキュ
ロウイルスを作製した。すなわち、東大永田が作成した目的遺伝子を入れた pFastBac ドナープ
ラスミドを用い、E. coli DH10Bac で組換え Bacmid DNA を作成し、これを昆虫細胞にトランス
フェクトさせることで組換えウイルスを作製した。ウイルスはプラークアッセイで純化したのち
産総研の千田研究室で大量培養し、2mg/L 程度の発現量で得られた構造解析用の PBAN 受容体を
用いて現在、東大永田らが結晶化の条件検討を行っている。
説明図：ウイルス接種後 24 時間の Sf9 細胞を示す。全長 PBANR
と同様に、構造解析用の PBANR コンストラクト（tD-L357C-WT、
tD-L357C-L128W）は共に細胞膜への局在が確認された。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
ターゲットタンパク質遺伝子のクローニング
最近クローニングに成功したヤガ科の害虫アワヨトウの pgFAR 遺伝子を含め、目的とするすべての
遺伝子（カイコガの休眠ホルモン受容体(DHR)、アワヨトウの PBAN 受容体(PBANR)、DHR 、pgdesat1、
pgFAR）のクローニングを完了した。また、PBAN 受容体には C 末端細胞内ループ長の異なる分子の存
在が知られていたため、改めて PBANR のアイソフォーム解析を行った結果、カイコガ、アワヨトウ、
オオタバコガのフェロモン腺（PG）では選択的スプライシ
ングにより生じた４種のアイソフォーム(PBANR-As, A, B,
C)が発現していることがわかった。さらに、個々の機能発
現を昆虫 Sf9 細胞で行い、細胞内 internalization を指標とし
た機能解析を行った結果、アイソフォーム B,C がリガンド
結合に伴ってエンドサイトーシスされたのに対して、As お
よび A は internalize されず、GPCR としてシグナルの off
制御に機能しない欠陥分子であることが示された。
カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR の活性測定
pgdesat1 の活性測定系として、pgdesat1 遺伝子を導入した組換えバキュロウイルスを作製し、これを
Sf9 細胞に感染させたのち、pgdesat1 の酵素活性により生成した不飽和脂肪酸をメチルエステルに変換
し、これを GC-MS で検出する系を確立した。また、pgFAR の活性測定系として、pgFAR を発現する形
質転換酵母を作製し、酵母細胞内で pgFAR の酵素活性により生成した直鎖脂肪族アルコールをヘキサ
ンで抽出し、これを GC-MS で検出する系を確立した。さらに最近、pgFAR の活性測定系として、pgdesat1
同様、バキュロウイルス/昆虫細胞での発現系での検定系を確立した。
カイコガ PBANR と DHR のリガンド結合アッセイ系の確立
カイコガ PBANR とリガンドとの結合を、結合に伴う細胞内 Ca2+濃度の増加を指標として検定する
Ca2+動員アッセイ系を確立した。具体的には、カイコガ PBANR を一過的に発現させた Sf9 細胞を蛍光
Ca2+指示薬である Fluo-4AM と共にインキュベートした後、リガンドである PBAN の濃度を変えて培地
に添加（1 nM から 1 μM）し、蛍光変化を測定することで Ca2+動員を濃度依存的に捉えるものである。
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また、EGFP タグをつけた PBANR を Sf9 細胞に一過的発現し、Rhodamine Red で修飾した蛍光標識 PBAN
との結合を視覚的に観察すると共に、非標識 PBAN の添加に伴う蛍光変化を測定する競合的結合アッセ
イ系も確立した。PBANR と同じ neuromedin U 受容体ファミリーの DHR についても同様のアッセイ系
を構築中である。
PBAN アゴニスト・アンタゴニスト探索のための PBANR
恒常発現 Sf9 細胞株樹立
PBAN アンタゴニスト検定系の確立に向け、single colony
isolation に よ り 、 PBANR の 4 種 の ア イ ソ フ ォ ー ム
（Bom-PBANR As/A/B/C）と結晶化用 PBANR 改変体 2 種
類を恒常的に発現する Sf9 細胞系それぞれ（6 種類）を樹
立した。これらの PBANR アイソフォームには C 末端に
EGFP による蛍光タグを付しており、リガンドとの結合に伴う細胞外 Ca2+流入のみならず、脱感作過程
である PBANR の細胞内インターナリゼーションも検定でき、アゴニストやアンタゴニストのスクリー
ニングおよび結晶化用 PBANR の調製に有効であると期待される。一方、将来的な展開を考えた場合、
東大薬学部や理研の化合物ライブラリーを利用してハイスループットスクリーニングを行うことは本
課題の目的から魅力的な挑戦と考えられる。その場合、single colony isolation を効率的に進めるために
今回用いた EGFP の蛍光タグは Ca2+動員を指標としたスク
リーニングの妨げとなるため、新たにローダミンレッドで
標識した蛍光リガンドを用いることで非標識 PBANR の
stable transformant の 樹 立 を 試 み 、 最 終 的 に カ イ コ ガ
PBANR (Bom-PBANRB, -PBANRC)で非標識 PBANR の
stable transformant を樹立することができた。さらに、カイ
コガ PBANR の分子解剖の結果に基づき、２種類の PBANR
結晶化用改変体を恒常的に発現する Sf9 細胞系も各々樹立
した。

３．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構

6件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

19 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
遺伝子単離、発現系作製、アッセイ系確立、活性測定
・カイコガおよびアワヨトウ（ヤガ科害虫）の標的タンパク質（PBANR, DHR, pgdesat1, pgFAR）遺伝
子のクローニング 100%（完了）
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・カイコガおよびアワヨトウ PBANR アイソフォームの機能解析

100%（完了）

・PBANR のリガンド結合アッセイ系および競合的結合アッセイ系および pgdesat1, pgFAR 活性測定系の
確立

90%（DHR 以外は全て完了）

・PBAN アンタゴニスト探索：PBANR 発現 Sf9 安定形質転換細胞系の樹立およびアンタゴニスト候補分子
の活性測定 50%（PBANR 発現細胞系の樹立を完了し、新規アンタゴニストの探索を開始した）
・産業利用を目指した性フェロモン類似化合物の生産

30%（カイコガとアワヨトウの pgdesat1, pgFAR

遺伝子を入れ替えたトランスジェニックカイコの作成を開始した）

８．課題内の情報共有・連携体制
左図の役割分担に従い、互いに連携して業務遂行している。
連携例１．松本が作製した PBANR の昆虫細胞用一過性発現ベクタ
ーや PBANR 恒常発現 Sf9 細胞株を利用して、長澤は PBAN アゴニ
ストの活性評価やアンタゴニストの探索を行い、永田は結晶化用改
変型 PBANR 発現用ベクターの作製を行った。
連携例２．長澤が合成した PBAN 部分ペプチドを用いて、永田が立
体構造解析を行った。その構造をもとに、共同でアンタゴニスト候
補分子を設計し、長澤がこれら分子を合成し、松本が確立したアッセイ系を利用して活性測定している。
課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度
永田・長澤・松本の間で E メールでの情報交換は普段から頻繁に行っている。班会議はこれまでに 6 回
（H20 年 1 月、H20 年 8 月、H21 年 1 月、H21 年 8 月、H22 年 3 月、H22 年 10 月）開催し、各グルー
プの研究の進捗状況、連携、今後の方針について確認し、問題点とその改善策について討論した。

９．他の課題との情報共有・連携
ターゲットタンパク研究プログラム外との連携として、千田俊哉先生（産総研）の研究室と PBANR
の昆虫細胞大規模発現を連携して行っている。

１０．人材育成
H19 年度、H20 年度はポスドクを 1 人（米国 1）、H21 年度以降はポスドクを 2 人（日本 1、韓国 1）を
雇用している。最初のポスドクは米国に帰国し、農務省の研究所で PI となっており、共同研究を継続
している。

１１．終了までの具体的な見通し
本課題の分担機関としての最終目標である①立体構造情報に基づいた PBAN アンタゴニスト候補分
子の活性測定については、アンタゴニスト探索用として樹立した PBANR を安定して発現する stable
transformants を用い、東大長澤らと連携し、残りの期間で PBAN アンタゴニストのリードとなる化合物
を合成ペプチドあるいは化合物バンクより見い出す。②産業利用を目指した pgdesat1, pgFAR 変異体発
現細胞による性フェロモン類縁体生産については、カイコガ自身のフェロモン産生系を操作してカイコ
ガ個体でのアワヨトウの性フェロモン産生を試み、新たな害虫制御技術の開発を目指す。カイコガでは
トランスポゾンを利用したトランスジェニックカイコガの作製が可能であるので、pgdesat1 のプロモー
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ターを利用してアワヨトウの pgdesat1, pgFAR 遺伝子をカイコガフェロモン腺で発現させる予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究の最終ゴールは、最大の農作物害虫であるガ類昆虫の性フェロモン産生を支配する神経ホルモ
ン PBAN の受容体の立体構造に基づいてアンタゴニストを創成し、害虫の配偶行動を撹乱する技術を確
立することである。本技術は、従来の農薬と違い性フェロモン生合成を標的にしており、抵抗性ができ
にくく、また、標的ガ類以外の生物に対して影響がない等の利点を持ち、従来の合成農薬の欠点を克服
する新技術といえ、その有用性が実証されれば、実用化の可能性は高いと考えられる。本技術の実用化
は、食糧確保に貢献するのみならず、農作物の加害による経済的損失を回避する一方、新たな農薬産業
の創出につながることが期待できる。

１３．特記事項
本課題に関連した受賞など： 「ガ類性フェロモン産生の分子機構に関する生物有機化学的研究」
・日本農芸化学会賞（松本正吾、平成 21 年 3 月）
・理化学研究所重要業績表彰 A（松本正吾、平成 22 年 3 月）
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

8,990

0

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

4,945

6,272

13,585

15,234

業務実施費（千円）

4,815

11,324

3,146

920

間接経費（千円）

5,625

5,279

5,019

4,846

間接経費（千円）

3,877

24,646

合計（千円）

24,375

22,875

21,750

21,000

合計（千円）

16,800

106,800

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度

計

389
11,919

旅費（千円）

46

その他（千円）
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課題名

抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機能解析

機関名

国立大学法人

代表研究者名

大西

東京大学

康夫

１．課題開始時における達成目標
放線菌は抗生物質をはじめとした多種多様な二次代謝産物を生産することで知られる菌群であり、物
質生産に利用できる有用酵素の宝庫である。二次代謝産物の生合成や制御に関する放線菌由来のタンパ
ク質および有用物質生産に利用できる微生物・植物由来のタンパク質の立体構造を明らかにし、有用酵
素の新規反応機構や鍵制御因子の新規作用機構を解明するとともに、構造情報に基づいた合理的なタン
パク質の改変・改良を通して、新規な有用物質生産系を構築することが本研究の目的である。具体的に
は、放線菌の二次代謝・形態分化に関与する A-ファクター生合成酵素 AfsA や A-ファクター制御カスケード
中の鍵制御因子 AdpA（補足説明図 1 参照）、有用物質生産に応用可能な二次代謝産物生合成酵素 GriH など
のタンパク質をターゲットとし、5 つ以上のタンパク質の立体構造を明らかにすること、その中の 3 つ以上の
タンパク質の反応（作用）機構の詳細を明らかにすることを本研究期間内での第一の達成目標とした。反応（作
用）機構の詳細を明らかにできたタンパク質に関しては、構造情報に基づいた機能の改変・改良など有用物質
生産系の構築に向けた基盤研究を順次行っていくが、この一連の研究において、産業応用に結び付くような成
果を出すことを第二の達成目標とした。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要（補足説明図 2 参照）
構造解析研究においては、AfsA、GriH、GriI、GriF、GriZ、AdpA、GlkA、AfsS、Orf4、AfsR、CUS、
CURS、ArsB、ArsC、SGR2079、SGR6054、CnsA、SGR1085 の構造解析実験を行った結果、X 線結晶構
造解析により GlkA、CUS、CURS、ArsC、SGR6054、GriZ の構造を、NMR により Orf4 の構造を決定し
た。機能解析研究においては、放線菌の制御因子に関する研究として、GlkA のカタボライト抑制に関
する機能解析、AfsS 結合タンパク質の探索、新規 RNase (SGR6054) の発見と酵素学的解析、細胞内で
の AdpA 結合部位の網羅的解析、新たな AdpA 標的遺伝子の機能解析を行い、それぞれにおいて重要な
結果が得られた。また、立体構造が解明できた酵素の機能解析として、CUS、CURS、ArsC、SGR6054
の部位特異的変異体を用いた機能解析を行った。さらに、新たな有用酵素の「発掘」を目指した研究に
おいて、複数のセスキテルペン環化酵素の触媒反応を明らかにするとともに、希少放線菌の新規ポリケ
チド生合成遺伝子クラスターの機能を解明した。さらに、GriF によるニトロソ化反応の解析を行い重要
な研究成果が得られた。一方、微生物を利用した有用物質生産に関する研究として、CUS を利用したク
ルクミノイドおよびシンゲロールアナログの生産に成功した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
(1) 構造が決定できたタンパク質
GlkA：グルコース（Glc）キナーゼ GlkA は放線菌のカタボライト抑制機構において中心的な役割を担
う。GlkA 単独条件・Glc 共存条件・Glc 及び AMP-PNP 共存条件の三状態において立体構造を決定した。
各種基質の存在状態において GlkA の三次構造及び四次構造が変化することが示され、カタボライト抑
制機構への関与が示唆された。 (Miyazono et al. ACTA F, in printing；投稿準備中)
AfsS と Orf4：放線菌の二次代謝産物生産を活性化する AfsR-AfsS 制御系において、AfsS（63 アミノ酸）
は分子機能が不明なタンパク質である。NMR を用いた溶液中での構造解析によって、AfsS および他の
放線菌由来の AfsS 型タンパク質（Orf4）は分子全体としては非常に運動性に富む天然変性タンパク質
であることが示された。Orf4 の構造では、二次代謝の活性化に必須な 4 つのリピート領域における局所
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的な立体構造形成と、末端領域における局所的な構造形成が観察された。(Miyakawa et al. PNE, 2009)
GriZ: GriZ は放線菌 Streptomyces griseus の黄色色素（GX）生合成におけるアンチアクチベーター因子の
発現を抑制する TetR ファミリーの転写抑制因子である。最高分解能 2.9Åで構造決定に成功した。リガ
ンド結合部位とみられるポケットが観察された。
SGR6054: 放線菌の新規 RNase である SGR6054 は生育に必須であるが生体内での機能は不明である。
本酵素の機能解明は、有用物質生産の宿主である放線菌の生育について新たな知見をもたらすと期待さ
れる。分解能 2.2Åで構造を決定した。SGR6054 はダイマーとして機能していることが強く示唆され、
核酸との相互作用部位が予想された。（機能解析と合わせて論文投稿準備中）
CUS と CURS：ウコンの薬効成分であるクルクミンは近年、健康食品の成分として大変注目を集めてい
る。CUS（イネ由来）は 2 分子の p-クマロイル-CoA と 1 分子のマロニル-CoA からクルクミノイドを合
成する特殊な反応を触媒する III 型ポリケチド合成酵素（PKS）であり、クルクミノイドの微生物生産
に応用できる。一方、CURS はウコン由来のクルクミン合成酵素であり、CUS が触媒する 2 段階の反応
のうち、2 つ目の反応だけを触媒する。CUS、CURS の全体構造は他の III 型 PKS と非常によく似てい
たが、それぞれが特徴的な活性ポケットを有していた。CUS では合成産物の出口となると考えられる特
異なポケットを有しており、CURS では CoA 結合トンネル中に他の III 型 PKS にはない疎水性領域が見
出された。これらのポケットに関し、基質や反応中間体とのドッキングシミュレーションを行うことに
より、その反応機構を推測することができた (Katsuyama et al. JBC, 2011, Miyazono et al. Proteins, 2011)。
ArsC: III 型 PKS である ArsB と ArsC は窒素固定細菌 Azotobacter vinelandii の休眠細胞（シスト）の膜構
成成分であるフェノール性脂質の生合成酵素である。両者の触媒反応では tetraketide 中間体の環化様式
が異なっており、ArsB は脱炭酸を伴うアルドール縮合によりレゾシノールを、ArsC はラクトン化によ
りピロンを生成する。また、ArsB (W281G) および ArsC (G284W) 変異型酵素では、主生成物がそれぞ
れピロン、レゾシノールに入れ替わる。ArsC 野生型酵素および ArsC (G284W) 変異型酵素の立体構造
を決定した。G284W 変異酵素では、野生型に比べて活性中心を含むトンネルの奥行きが約 6.5Å縮まっ
ていることが明らかになり、このスペースの違いが環化様式の違いの原因となっていることが示唆され
た。（論文投稿準備中）
(2) 結晶は得られたが構造決定に至っていないタンパク質
AdpA：放線菌の A-ファクター制御カスケードにおいて中心的な役割を果たす転写活性化因子。AdpA
の DNA 結合ドメインと認識 DNA との複合体の結晶化に成功し、2.8Å分解能の X 線回折データの取得
に成功した。現在位相決定のための実験を進めている。
GriI：GX 生合成前駆体 3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸（3,4-AHBA）の合成に関与するアルドラーゼ。
3.3Å分解能の回折データを与える結晶が得られたが、構造決定には結晶の品質の更なる改善が必要。
SGR2079：放線菌のテルペン環化酵素。(+)-caryolan-1-ol を合成。最高 2.05Åの X 線回折データを取得
し、重原子同型置換法による構造解析を進めている。
(3) 結晶化に取り組んでいるタンパク質
AfsA：A-ファクター生合成酵素。タンパク質単独および基質や基質アナログとの共結晶化実験を進めた
が、結晶が全く得られなかった。そこで、より結晶化に適したコンストラクトを得るため、末端の長さ
を変えたコンストラクト、酸化の影響を受けると予想される Cys を Ser に置換したコンストラクト、結
晶化に適さないと予想される残基を Ala に置換したコンストラクト等を作製し実験を進めている。
GriH：GX 生合成経路における 3,4-AHBA 合成酵素。AfsA と同様、結晶が得られていない。AfsA と同
様の戦略で結晶化に取り組んでいる。
GriF：GX 生合成経路におけるフェノキサジノンの生合成に関与する新規な 2-アミノフェノールオキシ
ダーゼ。単独では結晶が得られなかった。銅シャペロンである GriE との複合体の結晶化を試みている。
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AfsR：放線菌の二次代謝をグローバルに制御するマルチドメイン転写因子。現在までに特定の立体構造
をとると予想される領域を含む様々なコンストラクトの発現系を構築し結晶化実験を進めている。
CnsA：放線菌のテルペン環化酵素。1,8-cineole を合成。結晶化条件を探索中。
SGR1085：放線菌由来 P450。工業利用に応用可能な触媒活性がある。結晶化条件の検討中。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
(1) 決定した立体構造に基づくタンパク質の機能解析
GlkA： X 線結晶構造解析により、Glc 結合による構造変化が示されたが、精製 GlkA を用いた速度論解
析の結果、Glc のアロステリック効果はないことが明らかになった。また、カタボライト抑制における
GlkA の機能には、グルコースキナーゼ活性が重要であることを示唆する結果が得られた。
AfsS: NMR 解析により、AfsS が天然変性タンパク質であることが明らかになり、AfsS の機能発現には
AfsS と相互作用するタンパク質が必要である可能性が示された。そこで、クロスリンカーを用いた in
vivo, in vitro 実験により、AfsS 結合タンパク質の取得を試み、複数の候補タンパク質が得られた。タン
パク質間相互作用の確認と、AfsS のさらなる機能解析を進めている。
CUS, CURS, ArsC: CUS に特有なポケットの底にある 217 番 Arg の変異酵素 R217A では、反応中間体の
β-ケト酸が放出されたことから、このポケットを通して、生成物が酵素から放出されている可能性が
示唆された。一方、CUS を用いたクルクミノイドおよびジンゲロールアナログ生産系を構築できた
(Katsuyama et al. BBB, 2010, Katsuyama et al. Chembiochem, 2010)。一方、CURS の CoA 結合トンネル中に
見出された特徴的な疎水領域を G211F 変異による Phe 側鎖で塞ぐと、活性が著しく低下した。種々の生
化学的実験も行い、CURS の反応機構を提唱できた (Katsuyama et al. JBC, 2011)。ArsC については、活
性中心ポケットが小さくなったことでアルドール縮合を触媒できるようになった変異酵素 ArsC G284W
を材料にし、種々の部位特異的変異体を構築したが、アルドール縮合に関与する残基の特定には至らな
かった。
SGR6054:本酵素の RNase としての性質について解析し、40 塩基以上の一本鎖 RNA に対して、非特異
的な endo 型の RNase 分解活性を示すこと、その活性は既知の RNase に比べて大変微弱であることが判
明した（構造解析とあわせて論文投稿準備中）。立体構造に基づいた部位特異的変異により、活性に必
要な残基の同定を試みたが、活性がゼロになる変異体は得られなかった。当プログラム内の化合物ライ
ブラリーグループとの共同研究により、阻害剤の探索について議論し、感度のよいアッセイ系の構築を
検討中である。
(2) 構造決定を行っているタンパク質の機能解析
AdpA： ChIP-seq 解析によって、in vivo での結合部位を網羅的に解析し、AdpA が染色体上の 1000 カ
所以上に結合することを明らかにするとともに、転写解析により実際に転写に影響を及ぼす結合部位を
同定した（論文投稿準備中）。個別の標的遺伝子に関する解析を多数行った。その成果の１つとして、
レアコドン TTA に対応する tRNA をコードする bldA が AdpA の直接の標的遺伝子であることを明らか
にし、bldA と AdpA からなる positive feedback loop が A-ファクターによる二次代謝・形態分化の厳密な
制御に必須であることを明らかにした（Mol. Microbiol.への revised manuscript を準備中）。
AfsR：リン酸化による活性化機構および ATPase ドメインの機能解析のため、いくつかの予備的な実験
を行った。中でもリン酸化される Thr 残基の候補の絞り込みができたことは重要な成果である。
GriF： 2-アミノフェノール類縁体のアミノ基をニトロソ基に酸化する活性を GriF にも見出した。
(3) 新たな有用酵素タンパク質の発掘と機能解析
おもに放線菌のゲノムを対象にゲノムマイニングを行い、複数の生合成酵素遺伝子について、試験管
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内反応や異種発現によって、その触媒機能に関する解析を行った。
放線菌のテルペン合成酵素：放線菌ゲノム中に見出した 7 種のセスキテルペン環化酵素ホモログについ
て、異種放線菌での発現、組換え酵素を用いた in vitro 機能解析を行い、その機能を明らかにした（Nakano
et al, Chembiochem, 2011, 他 4 報が投稿中あるいは投稿準備中）。
放線菌の P450 モノオキシゲナーゼ：異種細菌由来のフェレドキシン-フェレドキシン還元酵素との融合
タンパク質として P450 を生産する大腸菌を用いて、S. griseus の P450（27 種）の基質スクリーニングを
開始し、これまで全く未知だった変換基質を複数の P450 で明らかにした。
その他：Streptomyces sp.WK5344 が生産する二次代謝産物フェロヴェルディンの生合成遺伝子クラスタ
ーや稀少放線菌 Actinoplanes missouriensis の新規 II 型 PKS 遺伝子クラスターの機能解析を行った。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

3件

PDB 登録の有無にかかわらず構

13 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

9件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

1件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
【構造解析研究】これまでに 13 種類の立体構造（7 種類のタンパク質およびその変異体や基質複合体の
構造）の決定に成功しており、5 つ以上のタンパク質の立体構造を明らかにするという当初の目標を超
えた成果をあげている。特に、有用物質生産に関わる III 型 PKS 構造解析研究では、CUS、CURS、ArsC
の構造解析に成功し、その特徴的な反応機構にかかわる構造基盤を解明できた。また放線菌の二次代謝
産物生産制御に関わるタンパク質として、GlkA や Orf4 の構造決定に成功しており、制御機構解明への
足掛かりとなる構造情報を解明した。
【機能解析研究】AdpA の標的遺伝子の網羅的解析と新たな AdpA
標的遺伝子の解析に関しては順調に研究が進展し、1 つの制御因子が数百の遺伝子を直接制御するとい
う、これまでにないグローバルな遺伝子発現制御系の全体像を明らかにするとともに、その中に含まれ
る新規なフィードバックループの存在を示すことができた。AfsS や GlkA に関しては、構造解析の結果
を受けて、その制御機能についての解析を進めることができた。CUS や CURS については、構造解析
に基づいた部位特異的変異解析によって、その反応機構の一端を明らかにできた。一方、新たな有用酵
素の発掘・解析においては、新規 RNase、芳香族アミノ基のニトロソ化酵素、テルペン環化酵素、P450
モノオキシゲナーゼなどの新規酵素の解析を行い、重要な成果をあげることができた。物質生産への応
用研究については、CUS を用いた研究を中心に着実な成果が得られた。【プロジェクト全体】両研究と
も研究計画の着実な遂行が図られ、両研究による相乗的な研究展開がいくつかのタンパク質において達
成されている。結晶化が非常に困難なタンパク質の構造解析や産業レベルを見据えた物質生産系への応
用など、いくつかの課題は残されているが、今後につながる成果も多く得られており、当初計画に対す
る達成度は十分に高いものと考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者と分担研究者は同じ研究科に属しているため、日頃から研究グループ間の情報交換が大変
容易である。実験者間の個人的なつながりだけでなく、折を見て両グループ全体で研究進捗の報告会を
行い、情報の共有を図ってきた。代表研究者のマネジメントには特に問題はないと考える。
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９．他の課題との情報共有・連携
技術開発研究解析領域との連携により PF や SPring-8 のターゲットタンパクビームタイムを利用して
構造解析を進めている。また、構造解析結果のシミュレーション解析を行うため、情報プラットフォー
ム講習会を利用した。調製が困難なタンパク質に関しては、生産領域との連携を図りつつ研究を推進し
てきた。機能解析では、化合物ライブラリーグループとの共同研究について相談した。新たな有用酵素
タンパク質の発掘においては、本プログラム外の多くの研究グループと共同研究を行った。
１０．人材育成
本プログラムにおいては、構造解析グループで 3 名、機能解析グループでも 3 名のポスドクを雇用し
てきた。これらのポスドクは着実に成果をあげるとともに、その実力を大きく伸ばしてきたという点で、
本プログラムが人材育成に果たした役割は大きい。ポスドク（ならびに学部生、大学院生）に対する研
究教育においては、構造解析グループおよび機能解析グループがそれぞれ行っている研究室内でのセミ
ナーが最も大きな役割を果たしてきたが、合同での研究打ち合わせ会における議論も、一定の役割を果
たしてきたと考えている。
１１．終了までの具体的な見通し
【構造解析研究】これまで構造決定に至っていないタンパク質の構造解析実験を進める。放線菌由来テ
ルペン環化酵素 SGR2079 に関しては構造決定可能な X 線回折データを取得できているため、終了まで
に構造が決定できる見通しである。またその他のタンパク質に関しても、構造決定に向けた研究を進め
る。構造が得られているタンパク質に関しては論文化を進め、研究成果の外部発信を進める。
【機能解析研究】平成 23 年度中に、本プログラムにおける成果を出来る限り論文として報告する。現
在、投稿中のものを含めて、10 報程度になる見通しである。微生物による「ものつくり」に関する研究
は引き続き、長いスパンで行っていく予定であり、その中では、いろいろな分野の研究者との共同研究
が重要であると考えている。本プログラムで得られた研究成果および本プログラムで培った「構造解析
をものつくりに活用する戦略」を今後の研究に大いに活用していきたいと考えている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
微生物を利用した「ものつくり」は我が国が世界をリードしてきた領域であるが、近年、多くの国が
この領域の発展に力を注いでいる。本プログラムにより、本領域に「構造解析の活用」という新たな方
向性が確立しつつあることの意義は極めて大きい。近い将来、産業応用に結びつく成果が生まれる舞台
が整いつつあり、今後の研究の継続により、大きなブレークスルーを生みだすことができるものと期待
している。
１３．特記事項
研究代表者は昨年、「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択されたため、平成 23 年度は、
いわゆる「連携研究者」として本プログラムに参加している。本プログラムにおいて、それまで進めて
きた機能解析研究のすべてが、「最先端・次世代研究開発支援プログラム」における研究課題に含まれ
ているため、継続的な研究の発展には問題はない。
１４．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円） 10,047

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

0

5,670

0

物品費（千円）

0

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円） 0

人件費（千円）

11,936

32,808

31,248

28,666

旅費（千円）

0

業務実施費（千円） 28,016

14,115

7,697

13,487

その他（千円）

0

15,000

14,076

13,384

12,646

間接経費（千円）

0

間接経費（千円）
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合計（千円）

65,000

61,000

58,000

54,800
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合計（千円）

0

238,800
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代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学

機関の代表研究者名

田之倉

優

１．課題開始時における各機関の達成目標
地球温暖化等による世界的な砂漠化・異常気象を背景として、食糧の 60 % を輸入に頼っている我が国にと
っては、国際的な視野に立った食糧の安定供給への取り組みが重要となっており、乾燥などの劣悪環境下でも
栽培可能な作物の開発が求められている。移動の自由のない植物は、温度変化や乾燥などの環境の変化に
鋭敏に応答して、ストレス耐性獲得のために働く多数の耐性遺伝子群を誘導する。環境ストレス応答で
働く転写因子は多数存在するが、その多くは生合成されただけでは活性を持たない。ストレス時に特異
的にリン酸化等の修飾が起こり、これにより構造変化が引き起こされ、活性型に変換されると考えられ
る。本研究では主にシロイヌナズナを材料に用い、植物の乾燥・高温ストレスによる遺伝子発現で最も
重要な機能を果たしている転写因子 AREB1 と DREB2A を中心に解析を進める。AREB1 は植物ホルモ
ンのアブシジン酸（ABA）を介する乾燥・塩ストレスによる遺伝子発現で働く転写因子で、DREB2A は
ABA が関与しない乾燥・塩・高温ストレスによる遺伝
子発現で働く転写因子である。これらのストレスによる
構造変化の分子機構を解明し、植物の環境ストレス応答
の鍵となる転写因子の活性化の制御機構を明らかにす
る。また、これら転写因子の活性化に関与するストレス
応答のシグナル伝達系の因子を探索して、転写因子との
相互作用解析や複合体の立体構造解析、生理機能解析を
おこない、植物の持つストレス応答の分子機構の全容解
明を目指す。さらに、本研究から推定された高活性の転
写因子遺伝子を利用することにより、環境ストレス耐性
作物作出技術の開発を試みる。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
・ ABA 受容複合体-SnRK2-AREB 経路が ABA を介した水ストレス応答において中心的な役割を果たし
ていることを示した。また、AREB1 をリン酸化することによって活性化する３種類の SnRK2 プロテ
インキナーゼ SRK2D、SRK2E 及び SRK2I を同定した。
・ 転写因子 AREB1 のシグナル伝達系の上流因子である ABA 受容体 PYL1 と ABA の複合体、さらにそ
の 両 者 と シ グ ナ ル 伝 達 系 の 抑 制 因 子 で あ る 脱 リ ン 酸 化 酵 素 ABI1 が 結 合 し た 三 者 複 合 体
（PYL1-ABA-ABI1 複合体）の X 線結晶構造解析に成功し、ABA シグナル伝達における受容体の構
造変化と制御機能に関する重要な知見を得た。
・ AREB ファミリータンパク質のイネ由来 OsAREB8 の bZIP 型 DNA 結合ドメインと認識 DNA との複
合体の X 線結晶構造解析に成功し、ABRE 配列認識機構を明らかにした。また、シロイヌナズナ由
来 AREB1 の活性制御ドメインがリン酸化偽装により構造変化を引き起こすことを解析し、このドメ
インの存在により bZIP 型 DNA 結合ドメインの DNA 結合力が強まることを示した。
・ DREB2A と相互作用するタンパク質として E3 ユビキチンリガーゼ DRIP1/2 を単離し、DRIP1/2 が
DREB2A をユビキチン化し不安定化することで、DREB2A の活性を負に制御していることを示した。
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また、DREB2A と DRIP1 の結合領域を明らかにした。
・ DREB2A の AP2/ERF 型 DNA 結合ドメインの X 線結晶構造解析に成功し、認識 DNA 配列（DRE 配
列）及び DRIP1/2 との複合体構造決定の基盤を確立した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１）AREB1の活性化に関わるタンパク質群の構造解析
AREB1 は ABA を介したシグナル伝達系により活性化され、乾燥・高塩ストレス耐性獲得に働く。ABA
シグナル伝達系は、非ストレス条件下ではタンパク質脱リン酸化酵素 PP2C により負に制御されている。
植物が乾燥・高塩ストレスにさらされると ABA が細胞内に蓄積され、ABA 受容体 PYR/PYL/RCAR と
結合する。この受容体が PP2C の脱リン酸化活性を阻害することで、下流のタンパク質リン酸化酵素
SnRK2 が自己リン酸化し、AREB1 をリン酸化して活性化する。
ABA 受容体の１つである PYL1 と ABA との複合体、その両者と PP2C の１つである ABI1 の触媒ド
メインとの三者複合体の X 線結晶構造解析に分解能 2.10 Å 及び 2.05 Å で成功した。これらの複合体の
立体構造と変異体解析から、ABA 受容体が ABA を特異的に受容し、シグナル伝達を活性化する詳細な
機構を明らかにした。ABA 受容体 PYL1 に結合した ABA は PYL1 の β3-β4 ループと β5-β6 ループの構
造変化を誘導し、ABI1 の触媒ドメインと相互作用するための疎水性表面が形成される。PYL1 と ABI1
の触媒ドメインとの結合により PYL1 の β3-β4 ループが ABI1 の触媒部位を直接塞ぐことで、脱リン酸
化活性を競合的に阻害し、ABA シグナル伝達を活性化へ導くことが明らかになった。
上記の成果は ABA シグナル伝達経路をオンの状態にする正の制御複合体である。この成果を踏まえ、
次に ABA シグナル伝達経路をオフの状態にする負の制御複合体（ABI1 および SnRK2 の二者複合体）
の解析を進めた。ABA シグナル伝達系において AREB1 の活性化に働くプロテインキナーゼ SnRK2 と
して SRK2D、SRK2E、SRK2I が知られている。プルダウンアッセイとゲルろ過分析によりリン酸化し
た SRK2D および SRK2I が ABI1 と安定な複合体を形成することが示された。また、複合体形成には C
末端ドメインが必要であることが示された。これにより ABA シグナル伝達系の負の制御複合体の構造
解析に向けた基盤を確立した。また、フィードバック機構で働く PP2C タンパク質 HAB1 に対する ABA
受容体の阻害作用を解析し、ABI1 などの PP2C とは異なる HAB1 の特徴を明らかにした。
２）転写因子AREB1およびホモログタンパク質の構造解析
AREB1のDNA認識機構および転写活性化機構を明らかにするため、構造解析研究を進めた。シ ロ イ ヌ
ナ ズ ナ AREB1、シ ロ イ ヌ ナ ズ ナ 及 び イ ネ の ホ モ ロ グ タ ン パ ク 質 の 調 製・結 晶 化 実 験 を 行 っ た 。
そ の 結 果 、イ ネ の OsAREB8の bZIP型 DNA結 合 ド メ イ ン と 認 識 DNA配 列（ ABRE配 列 ）を 含 む
二 本 鎖 DNAと の 複 合 体 構 造 を 分 解 能 3.8 Åで 決 定 し た 。こ の 立 体 構 造 か ら ABRE配 列 認 識 の 構
造 基 盤 と DNAを 挟 み 込 む 2本 の α へ リ ッ ク ス の 開 口 度 を 決 定 す る 構 造 基 盤 を 明 ら か に し 、 変
異 体 解 析 に よ り 標 的 DNA配 列 に 対 し て 結 合 能 を 高 め た 変 異 体 を 取 得 し た 。ま た 、ゲ ル シ フ ト
ア ッ セ イ に よ り AREB1 の 転 写 制 御 ド メ イ ン を リ ン 酸 化 偽 装 化 す る こ と で bZIP ド メ イ ン の
DNA結 合 活 性 が 亢 進 す る こ と が 示 さ れ た 。 AREB1の転写制御ドメインとそのリン酸化偽装活性型
のNMR測定の結果、両者のNMRシグナルパターンは大きく異なり、転写制御ドメインはリン酸化偽装
により大きな構造変化を生じることが示された。
３）転写因子DREB2Aおよび関連タンパク質の構造解析
DREB2A は特異的に結合する E3 リガーゼ DRIP の作用によりユビキチン-プロテアソーム系により分
解を受けると考えられている。DREB2A の DNA 認識機構および転写活性化機構を明らかにするため、
構造解析研究を進めた。シロイヌナズナ、トウモロコシ及びイネ由来 DREB2A の調製・結晶化を行い、
イネ由来 DREB2A の AP2/ERF 型 DNA 結合ドメインの X 線結晶構造解析に分解能 2.0 Å で決定した。
各種の認識 DNA 配列（DRE 配列）との共結晶化条件の最適化を行っている。
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シロイヌナズナ DREB2A の各機能ドメインと DRIP1 の各機能ドメインとのプルダウンアッセイによ
り、DRIP1 の C 末端保存ドメインが DREB2A の AP2/ERF 型 DNA 結合ドメインと相互作用することが
示された。また、DRIP1 の N 末端に位置する核移行シグナルと C 末端保存ドメインとをつなぐリンカ
ー領域が DREB2A の核移行シグナルと相互作用することも示された。これらの結果を受け、各複合体
について共結晶化と X 線回折実験を進めた。さらに、DREB2A の AP2/ERF 型 DNA 結合ドメインと DRIP1
の C 末端保存ドメインの相互作用を NMR と限定分解により詳細に解析した。NMR と限定分解で見出された
相互作用に関わる残基は DREB2A DBD の DNA 結合界面付近に存在していると推定され、DRIP1 が
DREB2A をユビキチン-プロテアソーム系にリクルートする際に、転写因子である DREB2A の DNA 結合能をあ
る程度抑える機能をもつことが示唆された。これらの知見は DRIP1 を標的として DREB2A との相互作用を阻害
するリード化合物スクリーニングへの展開を可能にするものであり、DREB2A を介した乾燥・高温ストレス耐性を
植物に与える技術の開発につながるものと期待される。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１）AREB1のシグナル伝達系の上流因子の探索
AREB1の上流因子としてABA存在下でAREB1をリン酸化する３つのSnRK2プロテインキナーゼ、
SRK2D、SRK2E及びSRK2Iを同定した。BiFC解析、GUSタ ン パ ク 質 お よ び GFPと の 融 合 タ ン パ ク
質 を 用 い た 解 析 か ら 、AREB1と SRK2D、SRK2EあるいはSRK2Iが細胞の核において共局在し相互作
用することを示した。
こ れ ら を 欠 損 し た シ ロ イ ヌ ナ ズ ナ の 三 重 欠 損 変 異 体 （ srk2d/e/i変 異 体 ） で は 、 野 生 型 植 物
と 比 べ て 極 端 に 乾 燥 耐 性 能 が 低 下 し て お り 、 著 し い ABA感 受 性 の 低 下 が み ら れ た 。 さ ら に 、
マ イ ク ロ ア レ イ 解 析 に よ り 、 こ の srk2d/e/i変 異 体 で は 多 数 の ABA誘 導 性 遺 伝 子 の 発 現 が 水 ス
ト レ ス 時 に 顕 著 に 抑 制 さ れ て い る こ と を 示 し た 。こ れ ら の 遺 伝 子 に は LEA遺 伝 子 な ど の ス ト
レ ス 耐 性 を 獲 得 す る 遺 伝 子 の 他 、 ABAの 受 容 に 関 わ る PP2C遺 伝 子 が 含 ま れ て い た 。 こ れ ら
の 結 果 か ら 、３ つ の SnRK2が ABAを 介 し た 水 ス ト レ ス 応 答 に お い て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い
る こ と を 示 し た 。 ま た 、 srk2d/e/i変 異 体 で は 種 子 に お い て も 穂 発 芽 な ど 顕 著 な 表 現 型 を 示 し
た が 、 AREB1と 相 同 性 を 示 し 種 子 で 特 異 的 に 発 現 す る ABI5の リ ン 酸 化 が 低 下 し て い る こ と
が 示 さ れ 、ABI5で も 同 様 の 活 性 化 機 構 が 推 定 さ れ た 。さ ら に 、 ３ つ の AREBフ ァ ミ リ ー 転 写
因 子 を 欠 損 さ せ た areb1/areb2/abf3変 異 体 を 用 い た マ イ ク ロ ア レ イ 解 析 に よ り 、 AREBの 転 写
因 子 と し て の 機 能 を 明 ら か に す る な ど 、 ABA受 容 複 合 体 -SnRK2-AREB経 路 が ABAを 介 し た
水ストレス応答において中心的な役割を果たしていることを示した。
２ ） DREB2Aの シ グ ナ ル 伝 達 系 の 上 流 因 子 の 探 索
DREB2A と相互作用するタンパク質を酵母ツーハイブリッド法により探索し、DRIP1 を単離した。
DRIP1 タンパク質は、RING ドメインを持ち、in vitro で E3 ユビキチンリガーゼとして機能することが
示された。DRIP1 を異所的に高発現する形質転換シロイヌナズナでは DREB2A 下流遺伝子のストレス
誘導が遅延した。一方、DRIP1 の変異体（drip1）やホモログの DRIP2 との二重変異体 drip1 drip2 にお
いては DREB2A 下流遺伝子の発現量が増加していた。さらに drip1 変異体においては非ストレス条件
下における DREB2A タンパク質の安定性が上昇し、drip1 drip2 の乾燥ストレス耐性能は野生型より高
かった。以上の結果から、DRIP1/2 が植物体内で DREB2A の分解を促進し、DREB2A を介したシグナ
ル伝達系を負に制御していることを示した。
現在、ツーハイブリッド法により見出された DREB2A の新規相互作用タンパク質について解析を行
っている。BiFC 法を用いて、このタンパク質が DREB2A と植物の核内において相互作用することを確
認した。また、ツーハイブリッド法により、この因子上の DREB2A との結合に関与しているドメイン、
逆に DREB2A 上のこの因子との結合に関与しているドメインを特定した。
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３．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構

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

２１件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

４件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
当初の事業計画において解析ターゲットとして選定した全てのタンパク質について大腸菌での可溶
性発現に成功し、AREB ファミリータンパク質の DNA 結合ドメイン-DNA 複合体及び DREB2A の DNA
結合ドメインの X 線結晶構造解析に成功した。さらに、21 年度に ABA シグナル伝達系の重要タンパク
質を新たに解析ターゲットとして追加し、ABA 受容体および ABA 受容体-脱リン酸化酵素複合体の構
造解析に世界に先駆けて成功し、本シグナル伝達系の制御機構の構造基盤を明らかにした。機能解析に
おいても、AREB1 および DREB2A のシグナル伝達系の上流因子の探索を行い、新規に遺伝子を同定し、
その機能も明らかにした。このため、課題全体としては順調に研究が進み、十分な成果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者の田之倉は、本研究を効率的かつ効果的に推進するため、以下のように積極的に分担研究
者との情報共有・連携を図り、研究の総括を円滑に行っている。両者は 2～3 ヶ月ごとに会議を実施し、
互いの成果を報告するとともに問題点や今後の研究方針を決定している。また、メールや電話による連
絡は随時取り合い、得られた結果を効率的かつ効果的に共有している。このような連携の中で、共著論
文を 2008 年の Plant Cell 誌、2009 年の Nature 誌に発表するなど、グループ間の連携を研究効率の向上
に生かし、着実に研究成果を出している。
９．他の課題との情報共有・連携
「生産」領域と連携し、不溶性タンパク質に対して巻き戻し技術を利用した。「解析」領域と連携し
て高エネルギー加速器研究機構 PF 及び理研播磨 Spring-8 を共同利用し、２で述べた構造解析を達成し
た。「制御」領域と連携して ABA 受容体の活性制御を可能にする ABA アゴニストの探索を開始した。
情報共有については、情報プラットフォームで公開できるよう各ターゲットタンパク質の調製や構造・
機能解析の進捗の登録を行った。
１０．人材育成
本研究費により９名の博士研究員と４名の技術補佐員が従事している。学部生、大学院生、雇用され
ているポスドクについては、担当責任者が時間を設け、直接研究方針に関する討論及び指導を行ってい
る。また、積極的に学術集会に派遣し、研究成果の発表、最先端情報の収集の機会を与えた。学部生は
ほぼ修士課程に進学、修士課程の学生は、一部が博士課程に進学、残りは企業、官公庁等の研究機関に
就職した。博士課程の学生は、ポスドクあるいは官公庁、大学、企業の研究機関などに就職した。ポス
ドクは、大学教員や別の資金によるポスドクとして、国内、海外で研究を行っている。
１１．終了までの具体的な見通し
・ ABA 受容体の構造基盤を活用した ABA アゴニストの探索・設計を「解析」領域との連携により進
めており、今後、効果的な ABA アゴニストを取得していく。また ABA 非依存的に ABI1 の活性を
阻害する PYL1 変異体の取得にも成功しており、さらに解析を進めることで高度にストレス耐性を有
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する植物開発への応用が期待される。
・ ABA シグナル伝達経路をオフの状態にする PP2C-SnRK2 複合体、ABA 非依存的な経路をオフの状態
にする DREB2A-DRIP1 複合体の構造解析を行う。これにより、各シグナル伝達系の負の制御機構を
明らかにし、ストレス耐性化合物開発等の新たな基盤の確立を目指す。
・ AREB1 の上流制御因子として新たに同定された因子やその ABA シグナル伝達系の上流因子の遺伝
子の機能解析を行う。特に、AREB-SnRK2 経路を制御する PYR/PYL/RCAR（ABA 受容体）-PP2C 複
合体との関係をさらに包括的に明らかにする予定である。また、シロイヌナズナのみならずイネな
どにおける AREB-SnRK2 経路の重要性を解析していく予定である。
・ DREB2A の新規相互因子の解析を続ける。植物の核内での相互作用が確認されたので、ストレス応
答と複合体形成の関係を調べる。また、一過的発現系、形質転換体、突然変異体等を用いた解析に
よりこの因子と DREB2A の活性化との関係を明らかにする。

・ 活性型の AREB や DREB2 は、共同研究によりイネに導入し、ストレス耐性に与える影響を評価して
いる。さらに、国際共同研究により、イネ、コムギ等のイネ科植物やダイズへの導入、さらに圃場
試験を行っている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プロジェクトにより、AREB 及び DREB2 について活性を調節する上流因子が同定された。今後はこれら
の因子に着目し、ストレス刺激に応じてどのようなシグナルを受けているのかを調べることで、ストレス応答
の最上流過程のさらなる解明が期待できる。また、本プロジェクトで解明した ABA 受容体の構造基盤は、植
物に人為的に乾燥ストレス耐性を付与する ABA アゴニストを合理的に設計するためのコンセプトを提供し
た。これにより、今後、実用レベルで利用可能な ABA アゴニストの取得が期待される。一方、乾燥ストレス
耐性機構を強化するための ABA 受容体の改変に関するコンセプトも提供しており、この知見を活かしてスト
レス耐性の高い作物の開発を目指すことが可能である。本研究で解析した ABA-ABA 受容体複合体
-SnRK2-AREB のシグナル伝達経路の因子、DRIP1/2 や DREB2 の相同遺伝子は種々の植物で広く保存されて
おり、本プロジェクトで得られた知見を生かして、それぞれの経路を適切に制御することで、ストレス耐性の
高い作物の開発を目指すことが可能である。
１３．特記事項
・ABA 受容体に関する構造解析の成果は Nature 誌に発表し、我々の成果を含めたアブシシン酸受容体
の発見と構造解析による仕組みの解明は、Science 誌の「2009 年の 10 大ニュース（Breakthrough of the
year 2009）」に選出されるほど世界的に注目され、熾烈な国際競争の中で世界に先駆けて成果を発表す
ることができた。
・アウトリーチ活動として、これまでに得られた成果の学術論文発表時のプレスリリースの発行、ター
ゲットタンパク公開シンポジウム（一般向け）での口頭発表、ターゲットタンパク一般向パンフレッ
トの作成への協力を行ってきた。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

26,739

13,452

7,711

2,140

0

0

0

0

人件費（千円）

8,962

18,842

21,014

業務実施費（千円）

14,299

14,629

間接経費（千円）

15,000

合計（千円）

65,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

16,400

人件費・謝金（千円）

24,687

20,031

旅費（千円）

2,124

15,890

22,444

その他（千円）

2,943

14,077

13,385

13,385

間接経費（千円）

13,846

69,693

61,000

58,000

58,000

合計（千円）

60,000

302,000

615

Ａ４（食品・環境等の産業利用）代表機関のマネジメント

課

題

名

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

機

関

名

国立大学法人

代 表 研 究 者 名

松岡

名古屋大学

信

１．課題開始時における達成目標

本研究は、植物の生長制御およびストレス耐性に関係する生長ホルモン（ジベレリン、GA）受容体
（GID1）
、信号伝達抑制因子（DELLA）および抑制分解因子(GID2）の３タンパク質の立体構造解析と、
それに基づいた GA 信号伝達機構の解明を
目的とする。これら３つのタンパク質は、
植物生長ホルモン（GA）を受容し、その信
号を核内転写因子に伝達し、タンパク質分
解を誘導し、GA 非存在下で生長抑制の状態
を脱抑制することにより、植物を生長に導
く（図１）。また、これまでの分子遺伝学的・
生化学的研究から、これらのタンパク質が
連続的に構造変化を引き起こすことによ
り、生長ホルモンの信号が伝達されると考
えられている。従って、これらのタンパク
図１.ジベレリンシグナル伝達における GID1、SLR１、

質の構造解析は、信号伝達の分子的理解に
他ならない。さらに、この制御機構を利用

GID2 の役割

して、標的とするタンパク質の構造解析の
結果に基づき、育種的有用性を向上させた特異的変異をもつタンパク質を創出し、それをイネに発現さ
せることにより、分子育種を行うことを最終目的とする。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
GID1-GA 複合体の X 線結晶構造解析を達成し、新規な核内受容体 GID1 の構造上の特徴とホルモン受
容の化学構造認識の仕組み、さらに、植物系統進化におけるジベレリン受容体の出現に関する受容体構
造分子進化の仕組みを解明することに成功した。また、これら成果を基に、イネジベレリン受容体のジ
ベレリン構造認識能をシダのジベレリン受容体のそれへと作り替えることに成功した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
GID1-GA 複合体の結晶構造を 1.9 Å 分解能で決定した。その立体構造から 4 つの新事実が判明した。
1）アミノ酸配列の相同性から予想していたように、GID1 受容体の全体構造は、ホルモン受容リパーゼ
（HSL）と同じ骨格構造（α/β hydrolase fold）をしていた（図 2a）。リパーゼの活性中心部位が GA の
結合する位置に対応し、Catalytic triad, Ser, His, Asp のうち 2 つのアミノ酸残基、Ser198、Asp296 が、GID1
の立体構造上でも保存されていた（図 2b）
。ただし、Catalytic triad の His は、Val へと置換されていた。
2）活性型ジベレリンに必須な構造上の 4 つ特徴は、1）C6 位にカルボキシ基を持つこと、2）C3 位に
水酸基を持つこと、3）A 環の C4 位と C10 位を結ぶγラクトン基を持つこと、そして、4）C2 位に水素
以外の置換基を持たないことである。これらは、GID1 の GA 認識部位の立体構造の特徴からすべて説

616

Ａ４（食品・環境等の産業利用）代表機関のマネジメント

明できた。すなわち、C6 位のカルボキシ基を Catalytic triad の Ser198 を中核とする水素結合ネットワー
クが、C3 位の水酸基は Tyr134, Tyr31, Ser127 が、A 環のラクトンγ基は Gly327 の主鎖のアミド基が、
C2 位は Ile133 を中核とする疎水性残基の壁が、それぞれ相補的
に認識することで特異的結合が達成されていた。
3） シダ植物の 1 つイワヒバ(Selaginella moellendorffii)とイネの
GID1 におけるジベレリン認識能の違いが立体構造に基づいて
合理的に説明されたことと、シダとイネの進化的な意義を考え
あわせることにより、GID1 のジベレリン認識能の分子進化の過
程が明らかとなった。
4） Lid 部位が DELLA タンパク質の結合部位であることが示唆
された。GID1 にもリパーゼと同様、N-末端側に Lid と呼ばれる
領域が存在していた（図 2a）
。GID1 では、Lid が普段は開いて
おり、GA 結合部位に GA が入り込むと Lid が被さり、GA を内
部に抱え込むと考えられた。さらに Lid が閉じた際に GID1 分
子表面に６つの疎水性残基が露出することが判明した。この性
質は、GA の結合により閉じた Lid の外側のこれら残基との間で
DELLA タンパク質（イネでは SLR1）が結合することを強く示
唆した。そこで、これら 6 つの残基を Ala へと置換した変異型
GID1 を調製したところ、GA に対する結合活性は野生型と変わ
らなかったが、DELLA タンパク質 SLR1 との結合が失われてい
ることが明らかになった。このことは、Lid の外側の領域が DELLA 結合部位であることを示している。
この部位が DELLA 結合部位であることは、他のグループによるシロイヌナズナの GID1-DELLA 部分ペ
プチド複合体の X 線結晶解析により確認された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
１）GA-GID1 複合体の立体構造に基づいた機能解析
①立体構造から GA 認識に必須と考えられたアミノ酸残基の役割が、部位特異的変異導入実験か
ら確認された。すなわち、GA 認識に重要と考えられたアミノ酸 17 残基 についてそれらを Ala に置
換した変位型 GID1 を作成し、それらの GA との結合活性を調べた。17 のうち 13 について結合活
性はなくなり、残りの 4 つについても顕著に活性が低下した。このことは、構造から予想された GA と
の結合サイトが正しいことを示唆している。これらの GA 結合に重要と予想された残基の多くは、各
種植物の GID1 においては保存された残基となっているが、その一方で、HSL とは保存されない残
基も多く含まれていることから、植物進化における HSL から GID1 が形成される過程で、GA 結合
に必要な残基が利用されたと予想された。
②植物系統進化において現代の被子植物からは最も遠いシダ植物のジベレリン受容体から単子葉植物
イネの GID1 がどのように進化してきたのかを解明できた。すなわち、シダ植物である Selaginella の
GID1（シダ GID1）においては、イネ GID1 において GA 結合に重要なアミノ酸残基のいくつかが保
存されていないことが分かった。一方、課題代表者らの以前の研究から、シダ GID1 は種子植物の
GID1 と比べて各種 GA との結合能や特異性が务ることが知られている。これらの事実は、シダ GID1
に見られるユニークなアミノ酸残基が、GID1 の GA 受容体として確立していく過程でいろいろなア
ミノ酸残基を試したことを反映していると捉えることができる。そこで、イネ GID1 をシダ GID1 型
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に変異させて、その変異型 GID1 について GA 結合能
や特異性を検討した。その結果、GA の C2 位と疎水
的な相互作用をする Ile133 をシダ型の 2 つの場合であ
る Leu や Val に変異させると、被子植物には不活性型
である C2 に水酸基が付いている GA34 を認識するこ
とが可能となった。さらに、GA の C3 位の水酸基を認
識する Ser127 をシダ型の Met に置換すると、被子植物には不活性型の GA9 との結合性を示すように
なった。これらの結果を考え合わせると、GID1 受容体は酵素であるリパーゼ HSL を鋳型構造として、
その活性中心に存在する Ser を巧みに利用する形で GA の結合サイトを形成し、その上に Lid が覆い
被さるような構造で抱え込むように造られたと予想される。さらに、植物進化の過程で、結合サイト
の調節が行われることにより、今日知られている活性型 GA に対して特異性を持った受容体分子へと
進化したと考えられた（図 3）
。
２）SLR１タンパク質の機能解析
SLR１タンパク質は、N 末側の DELLA/TVHYNP ドメイン（GID1 のリッド部分と相互作用するドメイ
ン）と C 末側の GRAS ドメインに分けられる。GRAS ドメインは、SCARECROW など植物固有で重要
ないくつかのタンパク質と高い相同性を持っており、このドメインは、さらに LHRⅠ、VHIID、LHR
Ⅱ、PFYRE および SAW サブドメインに分けられる。
GRAS ドメインの機能を明らかにするために、各サブド
メイン内で保存されたアミノ酸をアラニン置換した変
異型タンパク質を作成し酵母内・植物内（イネ）で発現
させることにより、SLR１の抑制能、GID2 とのの相互
作用、SLR１の分解に重要なアミノ酸を特定した（図
４）。また、SLR1 が DELLA/TVHYNP ドメインを介し
てジベレリン依存的に GID1 と結合する際には、GRAS
ドメインと GID1 との結合も起きており、２つの結合に
図４. SLR１の各サブドメインと機能

よる強い相互作用が、引き続いて起きる SLR１の GID2
との結合に必須であることが半優性矮性変異体 Slr1-d4

の解析からも明らかになった。
３）GID2 タンパク質の機能解析
アラニンスキャニングやデリーションコンストラクトを用い、Y3H やイネ形質転換体の表現型の解析を
行った。その結果、C 末の領域（GGF、LSL 両サブドメイン）で SLR１と相互作用することが分かった。
４）GID1 受容体の機能を改変したイネの解析
① ジベレリンとの結合に重要なアミノ酸をアラニンに置換したイネ
GID1 のＸ線結晶構造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸をア
ラニンに置換した変異型 GID1 を作成し、GID1 を欠損したイネに導入した。その結果、すべての形
質転換体は、矮性を示し、これらアミノ酸の重要性が示された。一方で、それらの矮性度は導入した
変異により様々であり、それぞれのアミノ酸の影響力の違いを示していると考えられ、様々な矮性度
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やストレス耐性を作出することが可能であることが予想された。
② GID1 のループ上の変異は恒常的 GA 応答を引き起こす
GID1 のリッドと hydrolase 構造をつなぐループ部分に変異がおきたイネ変異体は、野生型に比べ
GA 応答性が向上していることが観察され、これは、リッド部分がジベレリンない状態でも、より閉
まりかけていて SLR１と結合できるためであることを速度論的測定により明らかにした。
５）GID1 受容体に対する新たなアゴニスト、アンタゴニストの探索
GID1 に対する新たなアンタゴニスト、アゴニストを化合物ライブラリーより探索し、488 個の候補化
合物を得た。
３．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構

2件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

13 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

3件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
精製困難な GID1-GA 複合体を結晶化して X 線結晶構造解析により立体構造を詳細に解明できた。これに
より、GA の構造認識の仕組みが解明できたこと、そして、GA 受容体の分子進化と植物の生理機能の進
化の関係を解明できたことは、環境ストレス耐性植物の開発指針を得る上で極めて大きい成果である。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究は、分担機関である京都大学大学院薬学研究科加藤教授との全面的な協力体制の元に進められて
いる。具体的には、構造に関する実験は京都大学大学院薬学研究科で行われ、機能解析に関わる実験は
名古屋大学生物機能開発利用研究センターにおいて行われている。課題内の打ち合わせ等情報交換など
は日常的に行われている。特に最近は、名古屋大学理学部甲斐荘先生との共同研究も始まったため、そ
の機会を利用して毎回名大にて進捗状況の報告と意見交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
GID1 などの精製については、技術課題生産 D2 課題の膜タンパク質精製に関する技術支援を得て達成さ
れた。GID1 受容体の構造が分かったため、各種化合物を検索し、特異的に結合できる化合物があるかど
うかをプラグラム内の化合物ライブラリーを利用して調べることにも着手した。今回得られた成果につ
いては、マスコミへのプレスリリースを行うとともに、情報プラットフォームに登録を完了している。
また、タンパク質の性質から現状では結晶化が不可能であると考えられるタンパク質に付いては、NMR
解析を試みている。分子量(40kDa)が巨大ではあるが名古屋大学構造生物学研究センターの甲斐荘正恒
グループとの共同研究により、NMR による構造解析を開始している。
１０．人材育成
結晶化を担当した大学院生（島田麻子）は、この研究成果によって博士学位を取得するとともに、第 23
回先端技術大賞特別賞を受賞し、現在、企業でバイオマス技術開発に従事している。
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１１．終了までの具体的な見通し
植物の転写制御タンパク質研究の一環で、ジベレリン受容体 GID1 の詳細な結晶構造解析に成功し、
構造に基づいた機能解析でもジベレリン認識メカニズ
ムおよび受容体分子進化の過程に関する重要な知見が
得られていることから鑑み、プロジェクトは順調に進捗
しているといえる。
残る標的 DELLA タンパク質 SLR1, F-Box タンパク質
GID2 の解析についても昆虫培養細胞を用いて発現と精
製に成功するなど研究を継続している。さらに、DELLA
タンパク質 SLR1 のドメイン領域の探索を行った結果、
GRAS ドメイン（分子量 40kDa）が独自に立体構造を形成
図5

1

15

H- N TROSY HSQC スペクトル

することが予想されたことから、精製して NMR を用いて
調べたところ、良好な 1H-15N TROSY HSQC スペクトル

（図５）を得ることができた。現在、さらなる構造解析を継続中である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ジベレリンは、生育促進剤などとしてすでに広く用いられているが優秀なアンタゴニストは知られてい
ない。今回の成果により、受容体の立体構造をもとにしたジベレリンアンタゴニストを合理的に創薬す
ることが可能となる。これによって、栽培技術の高度化や穀物収量の増加が可能になることや、バイオ
燃料素材植物の巨大化による代替エネルギー利用への応用が図られることが期待される。
１３．特記事項
（１）植物ホルモン受容の仕組みの解明
我が国で発見された植物ホルモンジベレリンおよびその受容体の立体構造を解明し、ホルモン受容
の仕組みを化学の言葉で記述することに成功した。
（２）植物ホルモン受容体の進化過程の解析に基づく、受容体特異性改変の成功
GID1 の構造に基づき GID1 受容体の進化過程を予想し、GA に対する結合能や特異性を変化させ
た GID1 分子を作成するのに成功した。
（３）NMR の測定限界への挑戦
分子量 4 万を越える DELLA タンパク質の GRAS ドメインを、NMR を用いて構造決定するための
準備を完了し、構造解析の開始に到達した。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

11858

963

0

884

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

4836

5194

業務実施費（千円）

16604

21074

間接経費（千円）

8538

合計（千円）

37000

設備備品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

5798

人件費・謝金（千円）

8609

7944

旅費（千円）

933

20190

16556

その他（千円）

1261

8077

7616

7616

間接経費（千円）

4979

34950

33000

33000

合計（千円）

21580
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代 表 機 関 の 課 題 名 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
代

表

機

関 国立大学法人

機 関 の 代 表 研 究 者 名 松岡

名古屋大学

信

１．課題開始時における各機関の達成目標
本研究は、植物の生長制御およびストレス耐性に関係する生長ホルモン（ジベレリン、GA）受容
体（GID1）
、信号伝達抑制因子（DELLA）および抑制分解因子(GID2）の３タンパク質の立体構造解
析と、それに基づいた GA 信号伝達機
構の解明を目的とする。これら３つの
タンパク質は、植物生長ホルモン
（GA）を受容し、その信号を核内転
写因子に伝達し、タンパク質分解を誘
導し、GA 非存在下で生長抑制の状態
を脱抑制することにより、植物を生長
に導く（図１）。また、これまでの分
子遺伝学的・生化学的研究から、これ
らのタンパク質が連続的に構造変化
を引き起こすことにより、生長ホルモ
ンの信号が伝達されると考えられて
図１.ジベレリンシグナル伝達における GID1、SLR１、
GID2 の役割

いる。従って、これらのタンパク質の
構造解析は、信号伝達の分子的理解に
他ならない。さらに、この制御機構を

利用して、標的とするタンパク質の構造解析の結果に基づき、育種的有用性を向上させた特異的変異
をもつタンパク質を創出し、それをイネに発現させることにより、分子育種を行うことを最終目的と
する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析について


GID1-GA 複合体の X 線結晶構造解析結果が得られた。



SLR1 の GRAS ドメインを精製し、NMR 解析が可能となった。



GID2 タンパク質の構造解析

機能解析について


変異型 GID1 による解析結果は、構造解析結果の正しさを示した。



SLR１、GID2 の各サブドメインの機能を in yeast, in vivo での実験結果から推定した。



GA 受容能を変化させたイネを作出し、形質を調査した。



GID1 に対する新たなアンタゴニスト、アゴニストを化合物ライブラリーより探索し、488 個の
候補化合物を得た。

（２）構造解析に関する進捗及び成果
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ジベレリン受容体 GID1 とジベレリンの共結晶構造
GID1 受容体と GA4 ならびに GA3 との共結晶を得た。得られた結晶の X 線回折実験を行い、1.9Å
分解能の X 線回折強度データを得た。２つの共結晶は、
基本的に同じであったので以下 GA4 のみの結果を示す。
GID1 はその一次構造から予想されたように、ホルモン
感受性リパーゼ (HSL) に典型的な-hydrolase 構造を
有しており、GA4 は HSL の基質認識部位に相当するポ
ケットに結合することが明らかになった (図２)。すな
わち、GA4 の６位のカルボキシル基や、３位の水酸基は、
それぞれポケットの下側や、側面に配位している親水性
のアミノ酸と水素結合する。また、GID1 には、HSL に
特徴的な蓋状の構造（リッド）も存在する。リッドは、
図 2. GID1 と GA4 の共結晶構造

ポケットを覆って GA4 の基本骨格である ent-ジベレラ
ン環と疎水結合をしていた。

SLR１タンパク質の構造解析
GID1-GA4-SLR1 複合体を昆虫細胞から精製・結晶化を試みたが、現在のところ結晶は観察されて
いない。一方、SLR1 が、GID1 のリッドと結合するドメインは、N 末の DELLA/TVHYNP ドメインで
ある (後述) が、転写因子様な機能を持つのは、C 末側の GRAS ドメインである。そこで、GRAS ド
メインを含む安定なフラグメントを限定加水分解で決定し、それを精製したところ、NMR 解析可能
なタンパク質が得られた。
GID2 タンパク質の構造解析
機能が保持されていると考えられる酵母を用いて、GID2 をコンプレックスとして発現、精製するこ
とを試みている。GID1 と GID2 を酵母内で共発現したところ安定な発現が観察された。このことか
ら、GID1 と GID2 が何らかの相互作用をする可能性が考えられた。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
GID1 タンパク質の機能解析
① ジベレリンとの結合に重要なアミノ酸
GID1 のＸ線結晶構造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸を
アラニンに置換した変異型 GID1 を作成し、in vitro における結合活性を調べた。その結果、これら
すべてのアミノ酸の置換は結合活性の低下を引き起こすことが確かめられた。
② SLR1 の DELLA/TVHYNP ドメインとの結合に重要なドメイン
構造解析の結果、GID1 のリッドは、GA 結合ポケットを蓋状に覆い、GA4 の ent-ジベレラン環と
リッド下側の疎水的なアミノ酸が結合していた。この時、リッド上側に突き出ている別な６個の疎
水性アミノ酸すべてをアラニンに置換すると、GA4 との結合能は保持しているにも関わらず、SLR
１の DELLA/TVHYNP ドメインとの結合がまったくできなくなることが Y2H の解析結果から明ら
かとなった。このことは、リッド上側に突き出ている６個の疎水性のアミノ酸が、ジベレリン依存
的に DELLA/TVHYNP ドメインと結合することを示している。
③イネとシダの GID1 の比較
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ゲノム情報の比較により、GID1 は、シダの時代に誕生したと考えられている。GID1 のＸ線結晶構
造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸の内、ジベレリンの３
位の水酸基、２位の炭素と結合するアミノ酸の一部がシダの GID1 では保存されていないことが明
らかとなった。また、イネの GID1 のアミノ酸をシダ型へ変異させると結合活性の低下とリガンド
特異性の低下が見られたことから、GID1 が、ジベレリンの２位と３位水酸基に対する結合力を高
めて、ジベレリンに対する高い親和性と選択性を得るように進化してきたことが考察された。

SLR１タンパク質の機能解析
SLR1 タンパク質は、N 末側の DELLA/TVHYNP ドメイン（GID1 のリッド部分と相互作用するドメイ
ン）と C 末側の GRAS ドメインに分けられる。GRAS ドメインは、SCARECROW など植物固有で重
要ないくつかのタンパク質と高い相同性を持
っており、このドメインは、さらに LHRⅠ、
VHIID、LHRⅡ、PFYRE および SAW サブドメ
インに分けられる。GRAS ドメインの機能を明
らかにするために、各サブドメイン内で保存さ
れたアミノ酸をアラニン置換した変異型タン
パク質を作成し酵母内・植物内（イネ）で発現
させることにより、SLR1 の抑制能、GID2 との
の相互作用、SLR1 の分解に重要なアミノ酸を
特 定 し た （ 図 ３ ）。 ま た 、 SLR1 が

図３. SLR１の各サブドメインと機能

DELLA/TVHYNP ドメインを介してジベレリン

依存的に GID1 と結合する際には、GRAS ドメインと GID1 との結合も起きており、２つの結合によ
る強い相互作用が、引き続いて起きる SLR1 の GID2 との結合に必須であることが半優性矮性変異体
Slr1-d4 の解析からも明らかになった。
さらに、高い転写活性能を有する VP16 ドメインと SLR1 を融合させたタンパク質をイネで発現す
ることにより、SLR1 は、転写活性化因子として作用し背丈を低くする（＝GA シグナルの抑制作用）
ことがわかった。そこで、SLR1 の本来転写活性化を引き起こしているドメインを酵母内、植物内で
検討したところ、DELLA ならびに TVHYNP ドメインであることがわかった。とくに後者は強い転写
活性化能を持っていた。SLR1 の DELLA/TVHYNP ドメインへの GID1 の結合は、SLR１の分解をひ
きおこすばかりではなく、SLR1 の転写活性能を消失させる機能もあることが明らかとなった。
GID2 タンパク質の機能解析
アラニンスキャニングやデリーションコンストラクトを用い、Y3H やイネ形質転換体の表現型の解析
を行った。その結果、C 末の大きな領域（GGF、LSL 両サブドメイン）で SLR1 と相互作用すること
が分かった。
GID1 受容体の機能を改変したイネの解析
① ジベレリンとの結合に重要なアミノ酸をアラニンに置換したイネ
GID1 の X 線結晶構造解析の結果、ジベレリンとの結合に重要であることが予想されたアミノ酸を
アラニンに置換した変異型 GID1 を作成し、GID1 を欠損したイネに導入した。その結果、すべて
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の形質転換体は、矮性を示し、これらアミノ酸の重要性が示された。一方で、それらの矮性度は導
入した変異により様々であり、それぞれのアミノ酸の影響力の違いを示していると考えられ、様々
な矮性度やストレス耐性を作出することが可能であることが予想された。
② GID1 のループ上の変異は恒常的 GA 応答を引き起こす
GID1 のリッドと α/β-hydrolase 構造をつなぐループ部分に変異がおきたイネ変異体は、野生型に比
べ GA 応答性が向上していることが観察され、これは、リッド部分がジベレリンない状態でも、よ
り閉まりかけていて SLR１と結合できるためであることを速度論的測定により明らかにした。この
ような特殊な構造をした GID1 は、アラビドプシスの AtGID1b を始め、いくつかの双子葉の GID1
に見られることが系統樹ならびに、Y2H の結果から明らかとなった。このような特殊な受容体は、
ジベレリンに対する感度がより向上していることと考えられ、この様な、感受性の高い受容体が双
子葉のジベレリンの受容になんらかの機能を果たしていることが予想された。
GID1 受容体に対する新たなアゴニスト、アンタゴニストの探索
GID1 に対する新たなアンタゴニスト、アゴニストを化合物ライブラリーより探索し、488 個の候補
化合物を得た。現在、異なる測定法を検討しており、さらに、化合物の絞り込みを行う予定である。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

２件

PDB 登録の有無にかかわらず

２件

構造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１２件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究

３件

数（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
構造解析に関しては、GID1 の X 線結晶構造解析が終わり、SLR１に関しても機能的に重要であるこ
とが分かってきた GRAS ドメインに関して構造解析が可能になってきている。現在、NMR により良
好な 1H-15N TROSY HSQC スペクトルを得ることができた。GRAS ドメインの構造解析に関して、主
担、分担両者で協力しあいながら最重要課題として取り組んでいる。
機能解析に関しては、３つのタンパク質の機能とその育種への応用についてほぼ予定通り進んでい
る。GID1 に対するアゴニスト、アンタゴニストの探索は当初予定していなかった課題であるが進め
ている最中である。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究は、分担機関である京都大学大学院薬学研究科加藤教授との全面的な協力体制の元に進められ
ている。具体的には、構造に関する実験は京都大学大学院薬学研究科で行われ、機能解析に関わる実
験は名古屋大学生物機能開発利用研究センターにおいて行われている。課題内の打ち合わせ等情報交
換などは日常的に行われている。特に最近は、名古屋大学理学部甲斐荘先生との共同研究も始まった
ため、京大で構造解析を担当しているポスドクが毎月名古屋大学に来るため、その機会を利用して毎
回進捗状況の報告と意見交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携

624

Ａ４－Ａ（食品・環境等の産業利用）

・ジベレリン受容体 GID1 に対する新たなアゴニスト・アンタゴニストの探索は、東京大学薬学部・
長野教授らとの共同研究により行われている。
・SLR１の NMR 解析は、名古屋大学理学部・甲斐荘教授らとの共同研究により行われている。
１０．人材育成
結晶解析は名古屋大学の大学院生を共同研究先の京大で構造解析の技術指導を受けられるように
配慮した。その結果、当該学生は精製、結晶化、結晶構造解析の一連の実験研究を実施できるように
なった。研究を担当した大学院生（島田麻子）は、この研究成果によって博士学位を取得するととも
に、第２３回先端技術大賞特別賞を受賞し、現在、企業でバイオマス技術開発に従事している。
１１．終了までの具体的な見通し
現在、SLR1 の GRAS ドメインの構造解析にめどがたったことから、本課題を最重要課題として主担、
分担両者で協力しあいながら研究を進めている。主担の機能解析グループでは SLR１の構造解析結果
を論文にまとめるに必要な植物内での GRAS ドメインの機能、ならびに他のタンパク質とのコンプレ
ックス形成等の解析をすすめている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ジベレリンは、生育促進剤などとしてすでに広く用いられているが優秀なアンタゴニストは知られて
いない。今回の成果により、受容体の立体構造をもとにしたジベレリンアンタゴニストを合理的に創
薬することが可能となる。これによって、栽培技術の高度化や穀物収量の増加が可能になることや、
バイオ燃料素材植物の巨大化による代替エネルギー利用への応用が図られることが期待される。受容
体による立体構造認識のメカニズムが解明されたことにより、それら成果の有効活用が可能になる。
１３．特記事項
（１）植物ホルモン受容の仕組みの解明
我が国で発見された植物ホルモンジベレリンおよびその受容体の立体構造を解明し、ホルモン受容
の仕組みを化学の言葉で記述することに成功した。
（２）植物ホルモン受容体の進化過程の解析に基づく、受容体特異性改変の成功
GID1 の構造に基づきGID1 受容体の進化過程を予想し、GA に対する結合能や特異性を変化させ
たGID1分子を作成するのに成功した。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

3439

0

0

884

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

0

963

業務実施費（千円）

8869

7269

間接経費（千円）

3692

合計（千円）

16000

設備備品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

2464

人件費・謝金（千円）

3897

3706

旅費（千円）

130

6729

7102

その他（千円）

725

2181

2308

3508

間接経費（千円）

2164

9450

10000

15200

合計（千円）

9380
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分 担 機 関 の 課 題 名

「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」
（ジベレリン信号伝達因子群の静的動的Ｘ線結晶構造解析）

分

担

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人
加藤

京都大学

博章

１．課題開始時における各機関の達成目標
本研究は、植物の生長制御とストレス耐性に関係する生長ホルモン（ジベレリン、GA）受容体（GID1）
、
信号伝達抑制因子（DELLA）および抑制分解因子(GID2)の３タンパク質の立体構造解析、および、それに基
づいた GA 信号伝達機構の解明を目的とする。高等植物は、様々な機構によりその生長を制御する。その
中でも、植物生長ホルモンであるジベレリン（GA）による生長制御は、その作用が他の機構に比して
極めて顕著であることから古くから注目されてきた。この GA による、植物の生長制御の機構について
は、現在、次のように考えられている（図１）
。
①生長ホルモン、GA、が存在しない場合、転写制

図１

御因子である DELLA（イネでは SLR1 と呼ばれる）
タンパク質が生長反応を抑制している。
②GA が存在する場合、GA は核内受容体（GID1）
と結合する。
③GA-GID1 複合体は、生長抑制因子 DELLA と相互
作用可能となる。
④ F-box タ ン パ ク 質 で あ る GID2 は 、
GA-GID1-DELLA 複合体中の DELLA タンパク質を標的として認識し、SCFGID2 として DELLA タンパク
質をユビキチン化する。
⑤ユビキチン化された DELLA タンパク質は 26S プロテアソームにより分解され、抑制されていた GA
信号伝達が脱抑制され、GA 反応が起こる。
このように、GA の受容・伝達は、３つのタンパク質が相互作用の連鎖反応を行うことにより展開さ
れる。最近、この生長抑制因子 DELLA タンパク質は、GA 反応だけでなく、ストレス耐性機構の鍵タ
ンパク質としても機能していることが明らかにされた（Science, 2006）。この結果は、GID1-DELLA-GID2
から成る信号伝達系は、GA の受容だけでなく、ストレス耐性反応においても重要な役割を担っている
ことを示している。そこで、GA 信号伝達機構に関わるタンパク質およびそれら複合体の立体構造を解
明して、それら構造に基づいた信号伝達機構を解明することを目標とした。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
GID1-GA 複合体の X 線結晶構造解析を達成し、新規な核内受容体 GID1 の構造上の特徴とホルモン
受容の化学構造認識の仕組み、さらに、植物系統進化におけるジベレリン受容体の出現に関する受容体
構造分子進化の仕組みを解明することに成功した。また、これら成果を基に、イネジベレリン受容体の
ジベレリン構造認識能をシダのジベレリン受容体のそれへと作り替えることに成功した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
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GID1-GA 複合体の結晶構造を 1.9 Å 分解能で決定した。その立体構造から 4 つの新事実が判明した。
(Shimada, A. et al., Nature, 2008)
1） アミノ酸配列の相同性から予想していたように、GID1
受容体の全体構造は、ホルモン受容リパーゼ（HSL）とま
ったく同じ骨格の構造（α/β hydrolase fold）をしていた（図
2a）。そして、リパーゼの活性中心部位が GA の結合する
位置に対応し、リパーゼの触媒残基として有名な Catalytic
triad, Ser, His, Asp のうち 2 つのアミノ酸残基、Ser198、
Asp296 が、GID1 の立体構造上でも保存されていた（図
2b）。ただし、Catalytic triad の His は、Val へと置換される
ことによって、GA の認識に寄与していた。
2） 活性型ジベレリンに必須な構造上の 4 つ特徴は、1）C6
位にカルボキシ基を持つこと、2）C3 位に水酸基を持つこ
と、3）A 環の C4 位と C10 位を結ぶγラクトン基を持つ
こと、そして、4）C2 位に水素以外の置換基を持たないこ
とである。これらは、GID1 の GA 認識部位の立体構造の
特徴からすべて説明できた。すなわち、C6 位のカルボキ
シ基を Catalytic triad の Ser198 を中核とする水素結合ネッ
トワークが、C3 位の水酸基は Tyr134, Tyr31, Ser127 が、A
環のラクトンγ基は Gly327 の主鎖のアミド基が、そして、
C2 位は Ile133 を中核とする疎水性残基の壁が、それぞれ相補的に認識することで特異的結合が達成
されていた。
3） シダ植物の 1 つイワヒバ(Selaginella moellendorffii)とイネの GID1 におけるジベレリン認識能の違い
が立体構造に基づいて合理的に説明されたことと、シダとイネの進化的な意義を考えあわせること
により、ジベレリン受容体 GID1 のジベレリン認識能の分子進化の過程が明らかとなった。
4） Lid 部位が DELLA タンパク質の結合部位であることが示唆された。GID1 にもリパーゼと同様、N末端側に Lid と呼ばれる領域が存在していた（図２a）。GID1 では、Lid が普段は開いており、GA 結
合部位に GA が入り込むと Lid が被さり、GA を内部に抱え込むと考えられた。さらに Lid が閉じた
際に GID1 分子表面に Leu18、Trp21、Leu29、Ile33、Leu45、そして Tyr48 と６つの疎水性残基が露
出することが判明した。これは、溶液中での凝集の原因になるなど、タンパク質の立体構造形成上
は不利なように思われる。結晶中においても、これら残基によって分子間接触が行われている。し
かし、GID1 の作用を考えてみると、この性質は、GA の結合により閉じた Lid の外側のこれら残基
との間で DELLA タンパク質（イネでは SLR1）が結合することを強く示唆した。そこで、これら６
つの残基を Ala へと置換した変異型 GID1 を調製したところ、GA に対する結合活性は野生型と変わ
らなかったが、DELLA タンパク質 SLR1 との結合が失われていることが明らかになった。このこと
は、Lid の外側の領域が DELLA 結合部位であることを示している。この部位が DELLA 結合部位で
あることは、他のグループによるシロイヌナズナの GID1-DELLA 部分ペプチド複合体の X 線結晶解
析により確認された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果（名古屋大学生物機能開発利用研究センターにおいて行われた）
GA-GID1 複合体の立体構造に基づいた機能解析からは、以下の 2 つのことが判明した。
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1）立体構造から GA 認識に必須と考えられたアミノ酸残基の役割が、部位特異的変異導入実験から確
認された。すなわち、GA 認識に重要と考えられたアミノ酸 17 残基 についてそれらを Ala に置換した
変位型 GID1 を作成し、それらの GA との結合活性を調べた。17 のうち 13 について結合活性はなく
なり、残りの 4 つについても顕著に活性が低下した。このことは、構造から予想された GA との結合サ
イトが正しいことを示唆している。これらの GA 結合に重要と予想された残基の多くは、各種植物の
GID1 においては保存された残基となっているが、その一方で、HSL とは保存されない残基も多く含ま
れていることから、植物進化における HSL から GID1 が形成される過程で、GA 結合に必要な残基が
利用されたと予想された。
2）植物系統進化において現代の被子植物からは最も遠いシダ植物のジベレリン受容体から単子葉植物
イネの GID1 がどのように進化してきたのかを解明できた。すなわち、シダ植物である Selaginella の
GID1（シダ GID1）においては、イネ GID1 において GA 結合に重要なアミノ酸残基のいくつかが保存
されていないことが分かった。一方、課題代表者松岡らの以前の研究から、シダ GID1 は種子植物の
GID1 と比べて各種 GA との結合能や特異性が劣ることが知られている。これらの事実は、シダ GID1 に
見られるユニークなアミノ酸残基が、GID1 の GA 受容体として確立していく過程でいろいろなアミノ
酸残基を試したことを反映していると捉えることができる。そこで、イネ GID1 をシダ GID1 型に変異
させて、その変異型 GID1 について GA 結合能や特異性を検討した。その結果、GA の C2 位と疎水的
な相互作用をする Ile133 をシダ型の 2 つの場合である Leu や Val に変異させると、被子植物には不活性
型である C2 に水酸基が付いている GA34 を認識することが可能となった。さらに、GA の C3 位の水
酸基を認識する Ser127 をシダ型の Met に置換すると、被子植物には不活性型の GA9 との結合性を示す
ようになった。これらの結果を考え合わせると、GID1 受容体は酵素であるリパーゼ HSL を鋳型構造と
して、その活性中心に存在する Ser を巧みに利用する形で GA の結合サイトを形成し、その上に Lid
が覆い被さるような構造で抱え込むように造
られたと予想される。さらに、植物進化の過程
で、結合サイトの調節が行われることにより、
今日知られている活性型 GA に対して特異性
を持った受容体分子へと進化したと考えられ
た（図 3）。
３．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構

4件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
精製の困難な GID1-GA 複合体を結晶化して X 線結晶構造解析により立体構造を詳細に解明できた。
このことにより、GA の構造認識の仕組みが解明できたこと、そして、GA 受容体の分子進化と植物の
生理機能の進化の関係を解明できたことは、環境ストレス耐性植物の開発指針を得る上で極めて大きい
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成果であると考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究は、代表機関である名古屋大学生物機能開発利用研究センターとの全面的な協力体制の元に進
められている。具体的には、構造に関する実験は京都大学大学院薬学研究科で行われ、機能解析に関わ
る実験は名古屋大学生物機能開発利用研究センターにおいて行われている。課題内の打ち合わせ等情報
交換などは日常的に行われており、GID1 の機能を良く理解している名古屋大学の大学院生が京都大学
に常駐する形で構造解析実験を進めると同時に週末は名古屋に戻り進捗状況を報告するという体制が
構築できていた。
９．他の課題との情報共有・連携
GID1 などの精製については、技術課題生産 D2 課題の膜タンパク質精製に関する技術支援を得て達成
された。GID1 受容体の構造が分かったため、各種化合物を検索し、特異的に結合できる化合物がある
かどうかをプラグラム内の化合物ライブラリーを利用して調べることにも着手した。
今回得られた成果については、マスコミへのプレスリリースを行うとともに、情報プラットフォーム
に登録を完了している。また、タンパク質の性質から現状では結晶化が不可能であると考えられるタン
パク質に付いては、NMR 解析を試みている。分子量(40kDa)が巨大ではあるが名古屋大学構造生物学研
究センターの甲斐荘正恒グループ（基本的生命 A3 課題（旧解析 D2 課題））との共同研究により、NMR
による構造解析を開始している。
１０．人材育成
結晶解析は未経験の共同研究先の大学院生を受け入れ、構造解析の技術指導を行った。当該学生は精
製、結晶化、結晶構造解析の一連の実験研究を実施できるようになった。研究を実施した学生と博士研
究員の指導は、分担機関代表者が行った。さらに、X 線結晶構造解析の実際的な内容やシンクロトロン
の使用については、分担者中津准教授が直接指導した。毎週の研究セミナーにおいて、研究の進行状況
について現状報告を受けて、対応を協議した。また、博士研究員に対しては、新着雑誌紹介、学生指導
の機会を設け、将来研究指導者となるための準備の機会を与えた。また、海外の関連学会や研究技術習
得を目的としたワークショップへの参加を奨励した。研究を担当した大学院生（島田麻子）は、この研
究成果によって博士学位を取得するとともに、第 23 回先端技術大賞特別賞を受賞し、現在、企業でバ
イオマス技術開発に従事している。また、博士研究員を務めた直江洋一は、理化学研究所研究員に移動
した。
１１．終了までの具体的な見通し
植物の転写制御タンパク質研究の一環で、ジベレリン受
容体GID1 の詳細な結晶構造解析に成功し、構造に基づい
た機能解析でもジベレリン認識メカニズムおよび受容体
分子進化の過程に関する重要な知見が得られていること
から鑑み、プロジェクトは順調に進捗しているといえる。
残る標的DELLAタンパク質SLR1, F-Boxタンパク質GID2
の解析についても昆虫培養細胞を用いて発現と精製に成
功するなど研究を継続している。さらに、DELLAタンパ
ク質SLR1のドメイン領域の探索を行った結果、GRASドメ
イン（分子量40kDa）が独自に立体構造を形成することが
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予想されたことから、精製してNMRを用いて調べたところ、良好な1H-15N TROSY HSQCスペクトル（図
4）を得ることができた。現在、さらなる構造解析を継続中である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ジベレリンは、生育促進剤などとしてすでに広く用いられているが優秀なアンタゴニストは知られて
いない。今回の成果により、受容体の立体構造をもとにしたジベレリンアンタゴニストを合理的に創薬
することが可能となる。これによって、栽培技術の高度化や穀物収量の増加が可能になることや、バイ
オ燃料素材植物の巨大化による代替エネルギー利用への応用が図られることが期待される。ジベレリン
は、ペニシリンよりも古く、1926 年に我が国でイネの病原カビから発見され、1934 年に我が国で命名、
結晶化された化合物であり、以来、天然物有機化学の膨大な研究の蓄積がある。受容体による立体構造
認識のメカニズムが解明されたことにより、それら成果の有効活用が可能になると期待される。
１３．特記事項
（１）植物ホルモン受容の仕組みの解明
我が国で発見された植物ホルモンジベレリンおよびその受容体の立体構造を解明し、ホルモン受容の
仕組みを化学の言葉で記述することに成功した。
（２）植物ホルモン受容体の進化過程の解析に基づく、受容体特異性改変の成功
GID1 の構造に基づきGID1 受容体の進化過程を予想し、GA に対する結合能や特異性を変化させた
GID1分子を作成するのに成功した。
（３）NMRの測定限界への挑戦
分子量4万を越えるDELLAタンパク質のGRASドメインを、NMRを用いて構造決定するための準備を
完了し、構造解析の開始に到達した。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

8,419

963

0

0

物品費（千円）

3,334

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,712

人件費（千円）

0

4,836

4,231

4,238

旅費（千円）

803

業務実施費（千円）

7,735

13,805

13,461

9,454

その他（千円）

536

間接経費（千円）

4,846

5,896

5,308

4,108

間接経費（千円）

2,815

合計（千円）

21,000

25,500

23,000

17,800

合計（千円）

12,200

設備備品費（千円）
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課

題

名

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

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人
村上

東京工業大学

聡

１．課題開始時における達成目標
養殖、畜産および臨床の現場で問題となっている多剤耐性化した細菌による感染の克服を目指し、その
原因タンパクである多剤排出トランスポーターの立体構造解析を通して、それらの動作機構を本質的に
理解するとともに、それらの知見を応用し、阻害剤など新薬開発の糸口を与えることを目的とする。
そのため、緑膿菌をはじめとする病原性細菌および、モデル
細胞としての大腸菌由来の多剤排出トランスポーターの結
晶構造解析をはじめ立体構造解析を推進する。
このため、国立大学法人大阪大学及び社団法人北里研究所と
共同で業務を行う。国立大学法人大阪大学では、多剤排出ト
ランスポーターの精製、結晶化と構造解析および機能解析に
関わる研究開発を実施する。各、研究の小目標は以下の通り
である。
（なお、研究代表の村上グループは、平成 20 年度に東京工
業大学に移動した。また、中江グループは代表の中江太治氏
の退職に伴い平成 21 年度を最後にプロジェクトから脱退）
1; 大腸菌由 AcrB の高分解能化
2; 大腸菌由来 AcrB ホモログの構造解析
3; 緑膿菌由来 MexA の構造解析
4; 緑膿菌由来 MexB の構造解析
5; 多剤排出トランスポーター複合体全体の構造解析
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
大腸菌 AcrB の構造解析については、基質複合体の解析において 2.6Å分解能まで解像度が向上した。ま
た、大腸菌 AcrB ホモローグの結晶を得て解析を進めている。緑膿菌 MexA については、これまで構造
が得られていなかった機能上重要なドメインについて、不明瞭な電子密度を改良するとともに解釈を進
め約半分のモデル構築に成功している。MexB については、構造解析が進み、結晶学的三回対称性を持
たないものの 2.6Å分解能での構造情報が得られている。これは、すでにスイスのグループが発表して
いる構造(3.0Å,2009)よりも高分解能で、緑膿菌による難治感染症克服へ向けた重要な知見を得た。さら
に、基質（あるいは阻害剤とも言われている）との複合体の構造も得られており、今後の構造解析の成
果に期待が集まる。
また、これら個々の構造解析と並行して複合体の構造解析も進めている。中江・山下グループとの共同
で MexA-MexB,MexA-OprM の複合体解析を進めている。また村上グループでは、オペロンをなす排出
トランスポーターと、膜融合蛋白質との間で強い相互作用を持つ生物種が存在するに違いないとの信念
の元、数十種類の生物種から薬剤排出トランスポーターをクローニングし、その中から薬剤排出トラン
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スポーターのみに精製用ヒスチジンタグをつけているにも関わらず、トランスポーターと、膜融合蛋白
質が一緒に精製されてくるものを見つけだした。すでにこの複合体については精製され、阪大・蛋白研・
岩崎グループとの電子顕微鏡観察による構造解析が進行中である。また、マイルドにグルタールアルデ
ヒド処理した標品の結晶化も進めている。
以上のように、個々の小目標において、創薬へ向けた構造情報の精密化、病原性細菌由来ターゲット
の構造情報取得、排出原理の解明へ向けた機能解析、薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造解
析、すべてにおいて目標へ向かって前進しているといえる。
本研究課題では、これまで例を見ないような巨大な、且つ二枚の膜を貫通するような複雑な超分子複合
体の結晶構造解析を目指しているので、大変挑戦的な課題であり、残念ながら期間内に構造を得られな
かったが、今後の可能性につながる成果が得られた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
我々の研究グループでは、緑膿菌由来の薬剤排出トランスポーターの結晶化を北里研究所・中江グルー
プが行い、そのＸ線結晶構造解析を阪大・蛋白研・山下グループが行う。また、大腸菌由来の薬剤排出
トランスポーターの結晶化およびそのＸ線結晶構造解析を村上グループが行ってきた。
さらに中間評価後は、緑膿菌由来 MexA、MexB（大腸菌薬剤排出トランスポーターにおける AcrA,AcrB
に相当）、緑膿菌由来 MexA-OprM 複合体の二種の二社複合体の結晶化の優先順位を上げ、それに注力
してきた。また、MexA について、これまで構造情報が得られていなかった MexB との相互作用部位の
構造情報が得られつつある。MexA の結晶は 13 量体でパッキングしているが、結晶中でパッキングし
ている隣の 13 量体と接している部分のモノマーについては、いささか電子密度が明瞭であったことを
利用してモデリングを行うことに成功した。種々の生化学データと照らし合わせる為に、構造情報は未
だ公開していないが、世界でも未だ例を見ない構造情報を我々のグループでは得ている。
MexB についても結晶性の改良がすすみ、構造解析はすでに完了している。（阪大・蛋白研・山下）。中
間報告の時点では、機能情報の抽出が困難な結晶学的三回対称性を持つ構造であったが、その後結晶の
改良が行われ、非対称的な構造を得ている。さらに基質との複合体構造が 2.6Åというこれまで報告が
ない高分解能で得られている。大腸菌 AcrB で見られたような機能的回転機構によって基質輸送が説明
可能な構造情報を得たことにより、当該トランスポーターの機能についてさらに理解が深まることが期
待出来る。

MexB 結晶

大腸菌 AcrB ホモログの結晶

また大腸菌由来 AcrB ホモログの結晶化に成功している、同タンパク質は大腸菌由来の AcrB と高い
ホモロジーをもつ蛋白質であるが、排出する基質が異なる。AcrB との構造比較により、より詳細な多
基質認識機構が明らかになると考えている。しかしここでも結晶学的三回対称性を持つ結晶しか得られ
ていないので、三回対称性を持たない結晶を得る努力と、はたして三回対称性を持つ構造は意味がある
のか否かを調べる機能解析との両面から研究を展開している。
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我々が対象とする多剤排出トランスポート・マシーナリーは内膜を貫通するトランスポーター本体
と、膜融合蛋白質と、外膜を貫通する外膜チャネルが複合体を形成しているが、これら全体の構造解析
にも前進がみられた。上記三者それぞれの相互作用は比較的弱く、結晶化の過程で容易に解離してしま
うが、このうち、トランスポーター本体と、膜融合蛋白質は多くの生物種の場合、ゲノム上でオペロン
を形成していることから、相互作用が強いものがあるに違いないという仮説を立て、数十種類もの細菌
からこのオペロンをクローニングし発現・精製を行った。その結果、ある種の生物からは、トランスポ
ーターのみにタグをつけているにも関わらず、膜融合蛋白質が共精製されてくるものを発見した。他の
生物由来のトランスポーターと違い、トランスポーターと膜融合蛋白質の相互作用が強いこのサンプル
を用いて、現在電子顕微鏡を用いた単粒子解析を進めている。また、結晶化条件の検索も進めている。
このサンプルを用いることによりこれまで想像の域を脱しなかった複合体の立体構造を明らかにする
ことができるのではないかと期待している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
大腸菌多剤排出トランスポーターAcrB のホモログである AcrD とのキメラ蛋白質の機能解析により、基
質取り込み口と、基質結合部位の間の基質透過経路に基質特異性を決定づけるアミノ酸残基があること
が判明した。これは、基質結合部位の前にある“フィルター”の働きをするものであり、このようなも
のが存在することは本トランスポーターの機能を考える上で極めて重要な知見となる。
また、共同研究として AcrB の機能的回転メカニズムに関する分子動力学的シミュレーション計算を行
い、ホモ三量体であるこの蛋白質がなぜ非対称的な構造をとり、機能的に回転するのかといった、AcrB
や MexB をはじめとする RND 型トランスポーターの機能に関する本質的な謎について明らかにするこ
とに成功した(Nature commun,. 2010)。今後、さらに多くのホモログの結晶構造を明らかにし、さらに、
分子動力学計算などから出てくる知見を検証する分子生物学的研究など機能解析をとおして、本トラン
スポター蛋白質を本質的に理解したい
３．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

7件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

27 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

4件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
我々の目指すところは、膜蛋白質、あるいは膜蛋白質複合体の詳細な立体構造解析である。これらの水
溶性ドメインの構造解析などではなく、そのものの構造解析をストレートに目指している。我々は、す
べての各目標に対して、すべて達成に向けて前進を得ている。これまでの研究では、論文発表などの形
として完結した課題は残念ながら未だないが、いずれの課題についても達成へ向けて前に進んでいる。
当該プログラムで得られた成果を基に今後さらに研究を進め、掲げた目標達成に向け研究を行って行き
たいと考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
研究期間内に起こった研究代表者村上の移動に伴い、阪大グループとの連携がいささか疎になったこと
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が中間評価時点で問題となったが、その後可能な限り積極的に連絡をとり、連携の強化に努めた。また、
中江グループは期間途中で脱退したが、中江太治氏を東工大チームにアドバイザーとして迎え入れ、氏
の持つ経験と知識を本研究推進に取り込むことで、全体としてのパフォーマンス低下を最低限に抑える
ことが出来たと考えている。
９．他の課題との情報共有・連携
制御グループとの連携を行い、多剤排出トランスポーターAcrB の立体構造および、AcrB の基質の構造
を基にした化合物計算を行い、阻害剤の候補化合物を 800 種得た。これらの化合物が基質や阻害剤と
なりうるか、バイオアッセイを行う系を立ち上げた。未だスループットに問題があるが、今後この成
果を生かすべく、化合物の入手やアッセイを行いたい。
また、構造解析の成果ところでも述べたが、阪大・蛋白研・岩崎グループとの連携で、AcrA-AcrB 複合
体の電子顕微鏡解析を行った。複合体の安定性などの問題が明らかになり、それを改良した観察も小
なっている。
１０．人材育成
代表機関では移動も伴い、大学院生は期間を通して長期に関わることがなかった。数名の大学院生が間
接的に関わったのみであるが、膜タンパク質の取り扱いや、結晶化について、具体的な技法や、精製
法のイメージを与えた。技術員やポスドクなどの若手研究者の育成についても、同様に膜タンパク質
研究法について深く習得できたとのことである。やはり、本プログラムのようなまとまった期間での
まとまった研究を行うことにより、挑戦的な課題に取り込むことが可能となり、そのことが研究者の
底力の育成につながるものだと考えている。
１１．終了までの具体的な見通し
代表者村上の他制度の研究資金獲得による重複制限により、本研究課題は平成 22 年度をもってすでに
終了している。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
多剤排出トランスポーターが引き起こす多剤耐性化問題は、化学療法に立脚する現代医療の脅威であ
り、欧州における野菜の薬剤耐性大腸菌汚染や本邦における食肉汚染は記憶に新しい。これらの問題の
本質的理解とその克服へ向けた本研究の成果は、期間内では決定的な打開策を与えなかったものの、概
ね目的へ向けて着実に前進しており、今後の研究の推進によりこの難治感染症の克服へつながるものと
期待される。インフルエンザや、その他病原菌など目に見えぬ微生物感染のパンデミックは現代社会で
も大きな心配事であり、その制圧に向けた基礎研究の重要性は広く社会の認めることろであると強く信
じている。
１３．特記事項
（１）研究成果について
数十種類の細菌からトランスポーターを多くクローニングし、トランスポーター本体と、膜融合蛋白が
共精製されてくるサンプルを得たことは、これまで想像の域を脱しなかった細胞膜および外膜を貫く多
剤排出トランスポーター複合体全体の構造を明らかにすることができる突破口を得たことになる。
（２）その他
構造生物学の中心的なレビュー誌である Current opinion of structural biology は、主にエディターからの
リクエストにより寄稿されるが、本年の membrane proteins の巻で、我々の成果である、多剤排出トラン
スポーターによる薬剤ポンプメカニズムである、機能的回転メカニズムが取り上げられ掲載された。こ
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のことは、我々が薬剤排出トランスポーターにおける薬剤ポンプ機構研究の中心的役割を担っていると
いうことが世界的にも認められたと自負している。
“Multidrug efflux transporter, AcrB - The pumping mechanism.”
Satoshi Murakami, Curr. Opin. Struct. Biol., 18, 459-465 (2008)
また、種々のトピックスに対して世界中で年間を通して行われる Gordon Research Conference のうち、
Multi-Drug efflux systems と題され、薬剤排出を取り扱う会合で、Molecular Structure に関するセッション
の演者として招待口演を行った。これも、我々の行ってきた、構造・機能解析が世界的に認知されてい
る強い裏づけとなる。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

18,986

24,054

20,635

3,485

0

0

0

0

人件費（千円）

2,561

5,318

10,721

業務実施費（千円）

7,684

12,167

間接経費（千円）

8,769
38,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

0

14,730

旅費（千円）

0

8,176

13,259

その他（千円）

0

12,461

11,859

9,516

間接経費（千円）

0

42,605

54,000

51,391

40,990

合計（千円）

0

184,381
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代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

村上

東京工業大学

聡

１．課題開始時における各機関の達成目標
養殖、畜産および臨床の現場で問題となっている多剤耐性化した細菌による感染の克服を目指し、その
原因タンパクである多剤排出トランスポーターの立体構造解析を通して、それらの動作機構を本質的に
理解するとともに、それらの知見を応用し、阻害剤など新薬開発の糸口を与えることを目的とする。
そのため、緑膿菌をはじめとする病原性細菌および、モデル
細胞としての大腸菌由来の多剤排出トランスポーターの結
晶構造解析をはじめ立体構造解析を推進する。
このため、国立大学法人大阪大学及び社団法人北里研究所と
共同で業務を行う。国立大学法人大阪大学では、多剤排出ト
ランスポーターの精製、結晶化と構造解析および機能解析に
関わる研究開発を実施する。各、研究の小目標は以下の通り
である。
（なお、研究代表の村上グループは、平成 20 年度に東京工
業大学に移動した。また、中江グループは代表の中江太治氏
の退職に伴い平成 21 年度を最後にプロジェクトから脱退）
1; 大腸菌由 AcrB の高分解能化
2; 大腸菌由来 AcrB ホモログの構造解析
3; 緑膿菌由来 MexA の構造解析
4; 緑膿菌由来 MexB の構造解析
5; 多剤排出トランスポーター複合体全体の構造解析
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
大腸菌 AcrB の構造解析については、基質複合体の解析において 2.6Å分解能まで解像度が向上した。こ
の解析によって、膜貫通部分にいくらか水分子由来と思われる電子密度が認められ、膜を介した水素イ
オンの輸送経路についていくらか知見を与えた。この解析を進めて行くことでさらに詳細なプロトン輸
送経路の解析につなげるほか、分子動力学計算に供するモデルの質も向上し、計算の精度の向上にもつ
ながり、今後の詳細なる解析の為の手がかりを得た。
また、大腸菌 AcrB ホモローグの結晶を得て解析を進めた。大腸菌には AcrB の他に数種類の RND 型と
呼ばれる多剤排出トランスポーターが存在するが、それぞれ基質特異性が異なっている。基質の特異性
を決定する構造基板については、後述の機能解析であげる「フィルター」様構造があることが示唆され
ているが、基質特異性が異なるトランスポーターの結晶構造の比較は、極めて興味深い。これは、阻害
剤のほかに、回避剤（薬剤排出トランスポーターにより排出されない薬剤）の開発のための糸口も与え
る知見となる。
MexA-MexB,MexA-OprM の複合体解析を阪大・蛋白研・山下グループと共同で進めている。山下グルー
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プはこれまで外膜チャネル OprM,.膜融合蛋白質 MexA の構造を解析してきた実績を生かし、それらの複
合体の結晶化。構造解析にあたり、一方で東工大・村上グループでは、内膜に存在する多剤排出トラン
スポーターMexB と MexA の複合体について精製結晶化にあたった。それぞれのグループは、21 年度ま
で参加していた北里研究所・中江グループから譲渡を受けた発現系を用いて、大量精製、および可溶化、
精製と複合体形成条件の検討を行った。緑膿菌由来 MexA,MexB の複合体は大腸菌由来 AcrA,AcrB と同
様それらの間の相互作用が弱く、複合体を安定に結晶化させることが極めて困難である事がわかった。
しかし、村上グループでは、ゲノム上でオペロンを形成している排出トランスポーターと、膜融合蛋白
質との間で強い相互作用を持つ生物種が存在するに違いないとの信念の元、数十種類の生物種から薬剤
排出トランスポーターと膜融合蛋白質をクローニングし、その中から薬剤排出トランスポーターのみに
タグをつけているにも関わらず、トランスポーターと、膜融合蛋白質が一緒に精製されてくるものを見
つけだした。すでにこの複合体については精製され、阪大・蛋白研・岩崎グループとの電子顕微鏡観察
による構造解析が進行中である。また、マイルドにグルタールアルデヒド処理した標品の結晶化も進め
ている。
以上のように、個々の小目標において、創薬へ向けた構造情報の精密化、病原性細菌由来ターゲットの
構造情報取得、排出原理の解明へ向けた機能解析、薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造解析、
すべてにおいて目標へ向かって前進しているといえる。
これまで例を見ないような巨大な、且つ二枚の膜を貫通するような複合体の構造解析であるので、困
難であり、期間内に構造を得られなかったが、今後の可能性につながる成果が得られたものと思われる。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
我々の研究グループでは、大腸菌 AcrB の結晶解析の精密化を行い、当該蛋白質のもつ最高分解能であ
2.5Åでの立体構造解析に成功している。また、北里研究所・中江グループ研究を行ってきた緑膿菌由来
MexA-MexB 複合体の結晶化を進めてきた。さらに、大腸菌由来の薬剤排出トランスポーター・ホモロ
グの結晶化およびそのＸ線結晶構造解析を村上グループが行ってきた。
大腸菌 AcrB の解析において、三回対称からずれた非対称構造が、機能を考える上で重要との知見を得
ているが、AcrB ホモログについても、三回対称性を持った結晶が優位に得られる。これら得られてい
る三回対称性を持った構造が機能的に意味を持つのかどうかということについても研究を進めるとと
もに、これまで結晶学的三回対称性を持つ結晶しか得られていないサンプルについてさらに結晶化条件
の検討を行い、結晶学的三回対称軸を持たない条件での結晶化を進めてゆきたい。

MexB 結晶

大腸菌 AcrB ホモログの結晶

ホモログは AcrB と高いホモロジーをもつ蛋白質であるが、排出する基質が異なる。AcrB との構造比較
により、より詳細な多基質認識機構が明らかになると考えている。
我々が対象とする多剤排出トランスポート・マシーナリーは内膜を貫通するトランスポーター本体と、
膜融合蛋白質と、外膜を貫通する外膜チャネルが複合体を形成しているが、これら全体の構造解析にも
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前進がみられた。上記三者それぞれの相互作用は比較的弱く、結晶化の過程で容易に解離してしまうが、
このうち、トランスポーター本体と、膜融合蛋白質は多くの生物種の場合、ゲノム上でオペロンを形成
していることから、相互作用が強いものがあるに違いないという仮説を立て、数十種類もの細菌からこ
のオペロンをクローニングし発現・精製を行った。その結果、ある種の生物からは、トランスポーター
のみにタグをつけているにも関わらず、膜融合蛋白質が共精製されてくるものを発見した。他の生物由
来のトランスポーターと違い、トランスポーターと膜融合蛋白質の相互作用が強いこのサンプルを用い
て、現在電子顕微鏡を用いた単粒子解析を進めている。また、結晶化条件の検索も進めている。このサ
ンプルを用いることによりこれまで想像の域を脱しなかった複合体の立体構造を明らかにすることが
できるのではないかと期待している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
大腸菌多剤排出トランスポーターAcrB のホモログである AcrD とのキメラ蛋白質の機能解析により、基
質取り込み口と、基質結合部位の間の基質透過経路に基質特異性を決定づけるアミノ酸残基があること
が判明した。これは、基質結合部位の前にある“フィルター”の働きをするものであり、このようなも
のが存在することは本トランスポーターの機能を考える上で極めて重要な知見となる。
また、共同研究として AcrB の機能的回転メカニズムに関する分子動力学的シミュレーション計算を行
い、ホモ三量体であるこの蛋白質がなぜ非対称的な構造をとり、機能的に回転するのかといった、AcrB
や MexB をはじめとする RND 型トランスポーターの機能に関する本質的な謎について明らかにするこ
とに成功した(Nature commun,. 2010)。今後、さらに多くのホモログの結晶構造を明らかにし、さらに、
分子動力学計算などから出てくる知見を検証する分子生物学的研究など機能解析をとおして、本トラン
スポター蛋白質を本質的に理解したい。
３．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

3件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

25 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数○件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
我々の目指すところは、膜蛋白質、あるいは膜蛋白質複合体の詳細な立体構造解析である。これらの水
溶性ドメインの構造解析などではなく、そのものの構造解析をストレートに目指している。我々は、す
べての各目標に対して、すべて達成に向けて前進を得ている。これまでの研究では、論文発表などの形
として完結した課題は残念ながら未だないが、いずれの課題についても達成へ向けて前に進んでいる。
当該プログラムで得られた成果を基に今後さらに研究を進め、掲げた目標達成に向け研究を行って行き
たいと考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
研究期間内に起こった研究代表者村上の移動に伴い、阪大グループとの連携がいささか疎になったこ
とが中間評価時点で問題となったが、その後可能な限り積極的に連絡をとり、連携の強化に努めた。
また、中江グループは期間途中で脱退したが、中江太治氏を東工大チームにアドバイザーとして迎え
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入れ、氏の持つ経験と知識を本研究推進に取り込むことで、全体としてのパフォーマンス低下を最低
限に抑えることが出来たと考えている。
９．他の課題との情報共有・連携
制御グループとの連携を行い、多剤排出トランスポーターAcrB の立体構造および、AcrB の基質の構造
を基にした化合物計算を行い、阻害剤の候補化合物を 800 種得た。これらの化合物が基質や阻害剤と
なりうるか、バイオアッセイを行う系を立ち上げた。未だスループットに問題があるが、今後この成
果を生かすべく、化合物の入手やアッセイを行いたい。
また、構造解析の成果ところでも述べたが、阪大・蛋白研・岩崎グループとの連携で、AcrA-AcrB 複
合体の電子顕微鏡解析を行った。複合体の安定性などの問題が明らかになり、それを改良した観察も
小なっている。
１０．人材育成
代表機関では移動も伴い、大学院生は期間を通して長期に関わることがなかった。数名の大学院生が間
接的に関わったのみであるが、膜タンパク質の取り扱いや、結晶化について、具体的な技法や、精製
法のイメージを与えた。技術員やポスドクなどの若手研究者の育成についても、同様に膜タンパク質
研究法について深く習得できたとのことである。やはり、本プログラムのようなまとまった期間での
まとまった研究を行うことにより、挑戦的な課題に取り込むことが可能となり、そのことが研究者の
底力の育成につながるものだと考えている。
１１．終了までの具体的な見通し
代表者村上の他制度の研究資金獲得による重複制限により、本研究課題は平成 22 年度をもってすでに
終了している
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
多剤排出トランスポーターが引き起こす多剤耐性化問題は、化学療法に立脚する現代医療の脅威であ
り、欧州における野菜の薬剤耐性大腸菌汚染や本邦における食肉汚染は記憶に新しい。これらの問題
の本質的理解とその克服へ向けた本研究の成果は、期間内では決定的な打開策を与えなかったものの、
概ね目的へ向けて着実に前進しており、今後の研究の推進によりこの難治感染症の克服へつながるも
のと期待される。インフルエンザや、その他病原菌など目に見えぬ微生物感染のパンデミックは現代
社会でも大きな心配事であり、その制圧に向けた基礎研究の重要性は広く社会の認めることろである
と強く信じている。
１３．特記事項
（１）研究成果について
数十種類の細菌からトランスポーターを多くクローニングし、トランスポーター本体と、膜融合蛋白が
共精製されてくるサンプルを得たことは、これまで想像の域を脱しなかった細胞膜および外膜を貫く多
剤排出トランスポーター複合体全体の構造を明らかにすることができる突破口を得たことになる。
（２）その他
構造生物学の中心的なレビュー誌である Current opinion of structural biology は、主にエディターからの
リクエストにより寄稿されるが、本年の membrane proteins の巻で、我々の成果である、多剤排出トラン
スポーターによる薬剤ポンプメカニズムである、機能的回転メカニズムが取り上げられ掲載された。こ
のことは、我々が薬剤排出トランスポーターにおける薬剤ポンプ機構研究の中心的役割を担っていると
いうことが世界的にも認められたと自負している。
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“Multidrug efflux transporter, AcrB - The pumping mechanism.”
Satoshi Murakami, Curr. Opin. Struct. Biol., 18, 459-465 (2008)
また、種々のトピックスに対して世界中で年間を通して行われる Gordon Research Conference のうち、
Multi-Drug efflux systems と題され、薬剤排出を取り扱う会合で、Molecular Structure に関するセッション
の演者として招待口演を行った。これも、我々の行ってきた、構造・機能解析が世界的に認知されてい
る強い裏づけとなる。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

18,989

24,054

20,635

2,979

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

565

5,969

業務実施費（千円）

4,322

8,036

間接経費（千円）

6,992

合計（千円）

30,303

設備備品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

0

12,871

旅費（千円）

0

4,467

9,103

その他（千円）

0

9,716

9,321

7,486

間接経費（千円）

0

33,515

42,341

40,392

32,439

合計（千円）

0

145,505
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代表／分担機関の課題名

「多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの
構造生物学」
（多剤排出トランスポート・マシーナリー複合体の回折実験と
解析）

分

担

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人

大阪大学

山下栄樹

１．課題開始時における各機関の達成目標
養殖、畜産および臨床の現場で問題となっている多剤耐性
OprM

化した細菌による感染の克服を目指し、その原因タンパクで

外膜

ある多剤排出トランスポーターの立体構造解析を通して、そ

抗生物質

れらの動作機構を本質的に理解するとともに、それらの知見

ペリプラズム

MexA

を応用し、阻害剤など新薬開発の糸口を与えることを目的と
する。そのため、病原性細菌の一つである緑膿菌由来の多剤
排出トランスポーターの結晶構造解析を推進する。本研究で

MexB

内膜

緑膿菌由来多剤排出トランスポーター複合体

は、内膜に存在する MexB 及びペリプラズムに存在する MexA の回折実験及びデータ解析を行い、さら
に外膜チャンネル OprM と MexA との二者複合体の構造解析を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
MexA の構造解析については、MexB から構造変化が伝えられる領域
α domain

（disordered domain）の構造を明らかにするために、MexA の構造精密化を
行い、disordered domain の一部について構造構築に成功した（図 1）。さらに

β domain
α+β domain

内膜にアンカーしている脂肪酸部分を含んだ構造についても解析を進めて
アンカー部

おり、微結晶が得られ低分解能での回折強度データの収集には成功したが、
脂肪酸部分の構造決定までには至っていない。

disordered domain

MexB の構造解析については、精製・結晶化条件等を検討した結果、結晶

図1

MexA の全体構造

学的三回対称性を持たない 2.8Å分解能での結晶構造が得られた
（図 2）。MexB の薬剤認識の知見を得るために、阻害剤との共結晶

docking
domain

化を行い、2.6 分解能での回折強度データ収集に成功した。
OprM-MexA 二者複合体の構造解析について、OprM と MexA を共発

porter
domain
ペリプラズム

現させた大腸菌から精製を行い、結晶化を試みたが結晶が得られ
なかった。次に、OprM と MexA をそれぞれ精製し、OprM-MexA 二者
複合体の結合条件を探索し、結晶化を行ったが、結晶は得られて
いない。

TM
domain

内膜
細胞質

図 2 MexB の結晶構造

（２）構造解析に関する進捗及び成果
MexA の構造解析については、MexB との相互作用部位（disordered domain）の構造を明らかにするた
めに、精製・結晶化の改良、内膜へのアンカー部を含めた構造解析や既報のデータを用いた再構造精密
化などを行った。MexA の結晶は非対称単位中に 13 量体を形成してパッキングしているが、結晶中で
パッキングしている隣の 13 量体と接している部分のいくつかのモノマーの disordered domain について
は、電子密度が確認できた（図 3）。確認できた電子密度を利用して構造構築と精密化を行い、disordered
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domain の一部について構造構築に成功した。MexA 結晶の分解能の向
上あるいは分子の会合状態や結晶の晶系の変更により、disordered
domain 領域のより鮮明な電子密度が得られると考え、精製条件、結晶
化条件、抗凍結条件などについて検討を行ったが、電子密度の改善に
は繋がらなかった。
MexA は、N 末端のシステイン残基に脂肪酸が結合し、内膜にアン
カーしている膜結合性蛋白質である。MexA のアンカー部は MexB と
相互作用する可能性があるので、アンカー部を含めた MexA の構造解
析についても進めた。内膜アンカー部を含めた MexA は、膜蛋白質と
して扱う必要があり単離精製が困難になるが、本来の脂肪酸が付加さ

構造構築した領域
(disordered domain)

図 3 13 量体と接している disordered
domain 領域の電子密度図

れた形にすることによって、異なった会合状態が得られ、新たな結晶系が得られるのではと考えられた。
アンカー型 MexA の発現ベクターは、北里研究所・中江グループで作製された。アンカー型 MexA の精
製条件を検討した結果、界面活性剤に octyl-glucoside を用いて可溶化し、アフィニティーカラム、有機
溶媒沈殿、ゲル濾過カラムを用いて行ったところ、高純度の試料が得られた。結晶化条件の検索を行っ
たところ、形が異なる 4 種類（柱、平行四辺形、三角錐、六角板状）の結晶が得られた（図 4）。4 種類
の結晶のうち、平行四辺形の形をした結晶（図 4

a

b

c

d

b）について 4.9Å 分解能で回折強度データを収集
することに成功した。4.9Å 分解能で構造解析を
行ったところ、非対称単位中に 7 量体が存在して

図 4 アンカー型 MexA 結晶
a:柱状, b:平行四辺形, c:三角錐, d:六角板状

いたが、結晶学的な２回回転対称軸を利用するこ

とにより 13 量体の構造とほぼ同様の多量体形成をしていた。分解能が低いために、disordered domain
及びアンカー部の領域について新しい構造情報は得られなかった。
MexB については、薬剤認識機構を明らかにするために、高分解能での構造解析を目指して研究を進
めた。精製条件の検討を行ったところ、可溶化前に溶媒領域に溶けた蛋白質がなくなるまで内膜をバッ
ファーで十分洗浄し、His-tag を利用したアフィニティーカラム精製の過程では比較的高濃度の imidazole
が入ったバッファーを用いて洗浄することにより、安定な高純度の試料を得ることに成功した。結晶化
条件を探索したところ沈殿剤として PEG400 を加えることにより良質な結晶を得ることができた（図 5）。
抗凍結条件を検討し回折実験を行ったところ、2.63Å 分解能の回折点を観測すること
に成功し、Native 結晶については、2.8Å 分解能の回折強度データを収集することに成
功した。阻害剤結合型の構造解析のために、阻害剤との共結晶化により結晶を作製し

0.1mm

図 5 MexB の結晶

た。阻害剤との共結晶化により得ら
れた結晶からは、2.34Å 分解能の回
折点を観測でき（図 6）
、2.6Å 分解能
の回折強度データを収集することに
成功した。Native 構造解析では、PDB
2.34Å

に 登 録 さ れ て い る 3.0 Å 分 解 能
MexB(PDB code:2V50)の構造を用い
て分子置換を行い、構造の精密化を
行った。その結果、2V50 の座標デー
タには存在しなかった結合ドメイン

図 6 阻害剤との共結晶からの回折像
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領域の 5 個のアミノ酸残基をトレースすることができ、結晶学的三回対称性を持たないより高精度の構
造が得られた（図 7）。
阻害剤との共結晶化により得られた結晶の構造解析では、
2.6Å 分解能の回折強度データを用いて構造の精密化を行っ

Asn676
Ala677

たが、阻害剤の電子密度が発見できず、阻害剤結合部位の同

Gly675
Thr678

定が出来なかった。阻害剤の結合部位を同定するために、阻
Leu674

害剤に Br 原子を付加した誘導体を作製した。Br 誘導体阻害
Glu673

剤との共結晶からの回折強度データを収集し、Br の異常散

Leu672

乱の位置を確認した。その結果、これまで考えられていた阻
害剤結合部位とは異なる位置に Br の異常散乱が確認され、
その位置は基質取り込み口の直下に位置していた（図 8）。
MexA との相互作用による OprM 開閉機構を明らかにする
ために、OprM-MexA 二者複合体の構造解析を進めた。北里

図 7 結合ドメイン領域の電子密度図
青色ケージ：Native 結晶の電子密度図
黄色モデル：Native 構造
緑色モデル：2V50 の Cα、Glu673-Ala677 欠けている

研究所・中江グループにより作製された OprM と MexA の
大腸菌の共発現系を用いて、精製条件の検討を行った。精
基質結合部位

製標品をゲルろ過と SDS-PAGE で確認したところ、MexA
と OprM が解離した状態であることが分かった。MexA と

基質取込口

OprM の結合条件を検討する必要があると考え、MexA 及び
OprM をそれぞれ精製し、OprM-MexA 二者複合体の結合条

異常散乱差フーリエマップ
(電子密度 5.0σ以上)

件を探索した。タグを用いた二者複合体の結合条件探索を
行うために、MexA のタグを精製後に切り離せるように

図 8 Br 異常散乱による阻害剤結合部位の同定

MexA のコンストラクトを改良し、MexA の精製方法を検討した。OprM は octy-glucoside を用いて外
膜から可溶化を行い、タグを用いて単離精製を行った。それぞれ精製されたタグ無し MexA とタグ有り
OprM を用いて、様々な pH や塩濃度の条件下で混合させ、アフィニティーカラムを用いたプルダウン
アッセイを行い、電気泳動によって複合体形成条件の確認を行った。その結果、二者複合体が形成する
条件として、低塩濃度の酸性領域が適していた。さらに、二者複合体形成が見られた条件で結晶化条件
を探索しているが、結晶は得られていない。
膜蛋白質の場合、界面活性剤の種類を変えることで、結晶を形成する分子間の相互作用が変わること
があるので、OprM の安定化に用いている界面活性剤の種類を変えることで、二者複合体結晶が得られ
ないかと考え、OprM の様々な種類の界面活性剤に対する安定性の実験と界面活性剤の違いによる
MexA との結合実験についても行った。OprM が安定に取れる界面活性剤が数種類見つかり、
また OprM
を安定にする界面活性剤は OprM と MexA との結合条件に大きな影響を与えないことが分かった。界
面活性剤の種類を変えて、二者複合体形成が見られた条件で結晶化を試みているが、結晶は得られてい
ない。
本プログラムの研究成果は、論文発表に至るまでの完結した課題は残念ながら未だにないが、学会発
表などで研究成果を発信している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
MexA, MexB の各構成分子の機能解析については北里研究所・中江グループが、多剤排出トランスポ
ーター及び多剤排出トランスポーター複合体の機能解析については東工大・村上グループが担当する分
業体制で行っているので、機能解析に関する成果等については他のグループに委ねる。
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３．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

4件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
緑膿菌由来多剤排出トランスポーター複合体の各構成分子の構造解析では、アダプター分子 MexA の
全体構造の中で不明であった MexB との相互作用部位の一部の構造を明らかにし、薬剤認識機構を理解
するために高分解能での多剤排出トランスポーターMexB の構造解析に成功した。MexB については
Br 誘導体阻害剤との構造解析から、阻害剤の結合部位について同定した。OprM-MexA 二者複合体の
構造解析に向けて、複合体形成条件を見つけた。
８．課題内の情報共有・連携体制
MexA と MexB の構造解析については、北里研究所・中江グループで確立していた精製・結晶化条件
を基に、情報を共有しながら、精製・結晶化条件を改良した。アンカー型 MexA の発現系、OprM-MexA
の共発現系については、阪大グループで作製した結晶だけではなく北里研究所・中江グループで作製さ
れた結晶をも用いて回折実験を行い、その結果を結晶化にフィードバックしていた。OprM-MexA の複
合体の構造解析は東工大・村上グループによる MexA-MexB 複合体の構造解析の進捗状況や情報を交換
しながら進めている。
９．他の課題との情報共有・連携
技術開発研究課題「高難度タンパク質をターゲットとした放射光 X 線結晶構造解析技術の開発」のグ
ループから最適な回折強度データ収集法などの情報を得ながら、回折強度データ測定を行っている。ま
た、回折強度データについては、微小結晶の回折強度データ収集のためのソフトウェアの開発のための
テストデータとして提供している。
１０．人材育成
これまでに４人の大学院生が本プログラムに関連した研究を行った。機関の研究代表者が、膜蛋白質
の結晶構造解析に向けた条件検討や実験を、大学院生に指導しながら一緒に行い、得られたデータを使
って議論しながら研究を進めている。多剤排出トランスポーター複合体に興味を持ち、２人が博士課程
に進学している。
１１．終了までの具体的な見通し
MexB については、同定された阻害剤結合部位から阻害機構について検討し、様々な基質との結合型
の構造解析を行い、論文としてまとめていく。MexA については、アンカー型 MexA で得られている結
晶のうち、3 または 6 量体構造を持つ可能性のある三角錐及び六角板状の結晶についてのみ構造解析を
行う。二者複合体については、引き続き OprM-MexA の結晶化条件を探索すると共に、OprM と相互作
用が最も多いと考えられている MexA のα-domain のみのコンストラクトを作製し、OprM-MexAα
-domain との構造解析についても進める。

644

Ａ５－Ｂ（食品・環境等の産業利用）
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムでは、臨床の現場で問題となっている病原性細菌の一つである緑膿菌由来の多剤排出ト
ランスポーターをターゲットとしており、本多剤排出トランスポーターの構造情報を通して、多剤排出
機構や作動機序を理解し、それらの知見を応用すれば、多剤耐性化を克服できる新薬開発の糸口を与え
ることになると考えられる。
１３．特記事項
緑膿菌由来の多剤排出トランスポーターMexB の高分解能での構造情報が得られつつある。Br 誘導体
阻害剤型の構造解析から阻害剤結合部位を同定した。同定された部位は、基質結合部位とは異なる場所
であった。この阻害剤結合領域の機能解析を行い、さらに基質結合型の構造解析を行うことにより基質
認識機構に新しい知見が得られると期待している。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

506

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

0

0

業務実施費（千円）

0

769

間接経費（千円）

0

合計（千円）

0

２３年度

計

物品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

0

1,859

旅費（千円）

0

769

4,156

その他（千円）

0

231

231

2,030

間接経費（千円）

0

2,492

1,000

1,000

8,800

合計（千円）

0

10,800
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課

題

名

エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロジー研
究

機

関

名

代 表 研 究 者 名

独立行政法人理化学研究所
伊藤

昭博

１．課題開始時における達成目標
近年、長寿因子として注目されている酵母 Sir2 のヒトホモログの一つである SIRT3 は、ミトコンドリ
ア内の主要な脱アセチル化酵素である。申請者らは、ミトコンドリアに局在するエネルギー代謝に関わ
る複数の酵素が SIRT3 の基質であることを見出し、SIRT3 はエネルギー代謝を制御する新規脱アセチル
化酵素であることを示す結果を得た。エネルギー代謝は、肥満や糖尿病など、いわゆるメタボリックシ
ンドロームと密接に関わっており、その異常は、老化に伴う臓器活性の低下の原因とも考えられている。
このことから、SIRT3 の活性を制御する化合物は、SIRT3 の機能解明に役立つだけでなく、代謝疾患の
治療薬や予防薬、健康維持・寿命延伸のための機能性食品の素材になりうる可能性があるが、現在まで
にそのような化合物の報告はない。そこで本研究課題では、ケミカルバイオロジー的手法、即ち SIRT3
の活性制御剤を開発し、SIRT3 の生理機能を明らかにすることを目的とする。さらに、糖尿病モデルマ
ウスや高脂肪食マウスなどを用いて、得られた化合物が疾患の治療・予防活性があるか検討する。この
ため、独立行政法人理化学研
究所は国立大学法人東京大
学と共同で業務を行う。独立
行政法人理化学研究所では、
SIRT3 活性制御化合物の開発
と細胞レベルでの SIRT3 の生
理機能の解析を実施する。国
立大学法人東京大学では、動
物レベルでの SIRT3 の生理機
能の解析を実施する。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
SIRT3 活性制御剤を得るために、ハイスループットなスクリーニング系を確立し、連携研究として「制
御」技術Ｃ「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」が運営する東京大学生物機
能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーの化合物約 14 万、理化学研究所が保有する化合
物ライブラリーの化合物約 1 万 8 千、早稲田大学が保有する約 2 千の海産抽出物について 1 次スクリー
ニングを終了し、SIRT3 阻害あるいは活性化する活性を有する複数の候補サンプルを得ることに成功し
た。2 次評価系として、「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製したアセチル化 HMGCL 基質とした in vitro SIRT3 ア
ッセイ系の構築に成功した。これを用いて、1 次スクリーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次
評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化合物の同定に成功した。海洋天然物からは SIRT3
阻害活性を有する新規化合物の取得に成功した。さらに技術開発「制御」領域チームとの連携研究とし
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て、代謝化合物フラクションアレイを用いたスクリーニングを行い、SIRT3 阻害活性を有する候補サン
プルを幾つか見出した。さらに得られた阻害剤との共結晶構造解析にむけて、「解析」技術 C「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」との連携研究として、SIRT3 の結
晶化に成功した。
表.1次スクリーニングの結果
化合物ライブラリー
を保有する機関

化合物の種類

一次スクリーニ

ヒット化

ングを行った数

合物の数

東京大学生物機能制
御化合物ライブラリ

50-70% inhibition or
合成化合物

約 14 万

156 (2) 2 fold activation at
40 μM

ー機構
理化学研究所天然物

合成＆天然物

化合物バンク

由来化合物

早稲田大学ケミカル
バイオロジー研究室

基準

約1万8千

27

約2千

3

海産物抽出物

70% inhibition at 20
μg/ml
70% inhibition at 100

μg/ml

細胞レベルで明らかとなった SIRT3 の基質である HMGCL のアセチル化による活性制御機構を個体レ
ベルで検討したところ、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵
素活性も増加していることを見出した。この結果から、個体レベルにおいても SIRT3 は、絶食に応答し
て HMGCL の活性を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベルにおける SIRT3 の機能
を明らかにする目的で、SIRT3 トランスジェニックマウス作製を試み、F1 世代得た。さらに、SIRT3 ノ
ックダウンマウス作製のための shRNA アデノウイルスを作製し、細胞レベルでの SIRT3 ノックダウン
効率を確認した。加えて、ピルビン酸脱水素酵素複合体および電子伝達系の complex I のアクセサリー
タンパク質の一つが、HMGCL のアセチル化を制御していることを見出し、ミトコンドアタンパク質の
新規アセチル化調節機構を示唆する結果を得た。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
「解析」技術 C「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」との連携
研究として、スクリーニングにより得られた SIRT3 制御化合物と SIRT3 との共結晶構造解析のための準
備段階として、最初に SIRT3 結晶構造解析に必要な SIRT3 タンパク質の精製を試みた。最初に化合物の
スクリーニングの際に用いた His-trigger factor が融合している SIRT3 タンパク質を用いて検討したが、
プロテアーゼによって切断した His-trigger factor と SIRT3 を分離することが困難であることが判明した。
そこで、技術開発「解析」チームと協議し、さらに過去の論文情報を加味し、N 末から 112 番目のアミ
ノ酸を欠損させた His タグ SIRT3 断片タンパク質を精製した。His タグを用いたアフィニティークロマ
トグラフィーおよび陰イオン交換カラムを用いて結晶構造解析に十分な純度のタンパク質を精製した。
技術開発「解析」チームにおいて、SIRT3 の生理的基質であるアセチル CoA 合成酵素 2（AceCS2）由
来のアセチル化ペプチドと共に結晶化を行ったところ、Ｘ線結晶解析に十分と思われる結晶を得ること
に成功した。現在、取得した SIRT3 阻害剤との共結晶化を行っている最中である。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
蛍光基質ペプチドを用いたハイスループットなスクリーニングシステムを用いて SIRT3 の活性制御
剤を探索するために、最初に約 17 万の化合物をスクリーニングするのに必要なリコンビナント SIRT3
タンパク質の精製および、蛍光基質ペプチドの合成を行った。次に、理化学研究所が保有する化合物ラ
イブラリー（NPDepo）
（約 1 万 8 千）、連携研究として「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構

647

Ａ６（食品・環境等の産業利用）代表機関のマネジメント
築とタンパク質技術の開発」が運営する東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブ
ラリー（約 14 万）から、確立したハイスループットなアッセイ系を用いて一次スクリーニングを行っ
た。その結果、NPDepo ライブラリーから 20 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 27 個の化合
物、海産物抽出物ライブラリーから 100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物、東
京大学生物機能制御化合物ライブラリーから 40 μM の濃度で 50-70%以上の阻害活性を有する 154 個の
化合物および、2 倍以上の活性増強を示した 2 個の化合物を得た（表 1）。1 次スクリーニングより得ら
れた化合物の SIRT サブタイプ選択性を調べるために、代表的な SIRT サブタイプである SIRT1、2 の in
vitro 活性を測定する評価系を確立した。次に、東京大学生物機能制御化合物ライブラリーから得られた
化合物のうち、比較的早い時期に得られた化合物について、SIRT1、2 に対する阻害活性および、in vitro
IC50 値について検討した。また連携研究として、
「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製した SIRT3 の基質タンパク質で
あるアセチル化 HMG-CoA lyase (HMGCL) を基質として利用したアッセイ系を構築し、蛍光基質を使用
しない方法で、SIRT3 の in vitro 評価を行える 2 次評価系の確立に成功した。これを用いて、1 次スクリ
ーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化
合物の同定に成功した。
加えて、早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授との共同研究として、早稲田大学先進理工学部が
保有する海洋天然物抽出物ライブラリー由来の約 2,000 種類の海洋天然物抽出物について 1 次スクリー
ニングを行ったところ、100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物を見出した（表
1）。そのうち、最も阻害活性の強かったサンプルについて活性成分の精製を行い、新規構造を有する化
合物を得た。SIRT3 に対する IC50 値は 8.5 μM であった。この化合物はトリプシンに対しても阻害活性
を有していたころから、上述のアセチル化 HMGCL を基質としたアッセイ系で評価したところ、SIRT3
の阻害活性を有することを確認し、SIRT3 阻害活性を有する新規化合物の同定に成功した。
さらに、「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質技術の開発」との連携研究と
して、理化学研究所において整備された代謝化合物フラクションアレイから、プローブとして His タグ
および GST タグの付いた 2 種類のリコンビナント SIRT3 タンパク質を用いて SIRT3 と結合する化合物
の網羅的な探索を行った。2 次スクリーニングとして、SIRT3 の活性に対する効果について検討したと
ころ、SIRT3 阻害活性を有するサンプルを幾つか見出した。
代表研究者等は、SIRT3 の基質としてケトン体生成に関わる HMGCL を同定し、細胞レベルにおいて
アセチル化は HMGCL の活性を正に制御していることを明らかにしてきた。個体レベルでもアセチル化
による制御機構が存在するかどうか明らかにするために、体内におけるケトン体生成の場である肝臓に
着目し、絶食させたマウス肝臓における HMGCL のアセチル化レベルと酵素活性について検討した。そ
の結果、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵素活性も増加し
ていた。興味深いことにケトン体生成が起こらない心臓においては、絶食によって HMGCL のアセチル
化レベルの上昇は起きず、その酵素活性も変化しなかった。以上の結果から、個体レベルにおいても
SIRT3 は、絶食に応答して HMGCL の活性を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベ
ルにおける SIRT3 の機能を明らかにする目的で、SIRT3 トランスジェニックマウス作製のためのターゲ
ットベクターおよび、SIRT3 ノックダウンマウス作製のための shRNA アデノウイルスを作製した。加
えて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の制御機構を明らかにする目的で、ダーマコン社
のゲノムワイドな siRNA ライブラリーの中からミトコンドリアタンパク質をコードする遺伝子に対す
る siRNA オリゴを抽出し、ノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルを減少させるミトコンド
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リアタンパク質を探索した。その結果、ピルビン酸脱水素酵素複合体を構成する少なくとも二つの因子
のノックダウンにより、HMGCL のアセチル化レベルが減少し、その酵素も低下させることも見出し、
ピルビン酸脱水素酵素複合体によるミトコンドアタンパク質の新規アセチル化調節機構を示唆する結
果を得た。さらに、ピルビン酸脱水素酵素複合体に加えて、電子伝達系 complex I のアクセサリータン
パク質のノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルが減少することを同様なスクリーニングに
より見出した。現在、この complex I のアクセサリータンパク質による新規ミトコンドリアタンパク質
のアセチル化調節機構を検討中である。
３．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

1件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

1件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

7件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
SIRT3 活性制御剤の開発においては、化合物の供給事情および、基質となる蛍光ペプチドの合成に手間
取り、1 次スクリーニングの終了が平成 22 年度にずれこんだが、既に終了し、SIRT3 阻害活性を有する
複数の化合物を取得した。共結晶構造解析については、結晶化に必要な純度の SIRT3 タンパク質の精製
に時間を要したが、平成 22 年度には結晶化することに成功し、現在得られた阻害剤との共結晶構造解
析を実施中である。ターゲティングベクター等の SIRT3 のモデルマウス作製を行うための準備も整い、
トランスジェニックマウス等のモデルマウスを作製中である。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関である東京大学とは随時メールあるいは電話で連絡を取り、情報共有を行っている。また必
要に応じて相手先研究機関に訪問し、プロジェクトの円滑な運営について議論している。連携研究

先である「制御」技術Ｃ「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」「生産」技術
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」および、
「解析」
技術Ｃ「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」とは、随時メール
で研究進捗状況を報告し、情報の共有を行った。また必要に応じて、本プログラム主催の発表会の機会
を利用して、あるいは相手先研究機関（室）に訪問し、研究打ち合わせを行った。
９．他の課題との情報共有・連携
本課題の主要なミッションの一つである SIRT3 の活性制御剤を同定することを目的とし、連携研究と
して、「制御」技術Ｃ「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」で東京大学に整
備された化合物ライブラリーが保有する約 14 万の化合物および理化学研究所で整備された代謝物フラ
クションアレイを用いた 1 次スクリーニングを既に終了した。1 次スクリーニングにより得られた候補
化合物については、随時再供給を依頼し、2 次評価を行っている。上記 2 次評価系は、
「生産」技術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」が保有する技術により生
成したアセチル化 HMGCL を SIRT3 の基質とした in vitro SIRT3 アッセイ系を用いた。アセチル化
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HMGCL の精製は従来の技術では困難であり、本 2 次評価系の構築は連携研究として行うことにより可
能になった。加えて、上記スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤を最適化するために、「解
析」技術 C「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」との連携研究
として、SIRT3 と得られた化合物との共結晶化のための準備段階として、SIRT3 の結晶化を行い、構造
解析に十分と思われる結晶を得ることに成功した。現在、スクリーニングにより得られた化合物との共
結晶構造解析を行っている最中である。
早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授の研究室には約 2 千の海洋天然物抽出物を所有している。
海洋天然物の中にはユニークな構造を有し、非常に強い生理活性を有する化合物が存在するから、共同
研究として海洋天然物抽出物の中から SIRT3 阻害剤の探索を行ったところ、新規構造を有する SIRT3
阻害剤を同定することが出来た。現在、サブタイプ選択性等について検討中である。
１０．人材育成
本プログラムにはマスターコースの大学院生が一名参加した。週一回のペースで研究代表者が主催し
ている研究室内のグループミーティングで、ディスカションし、加えて、必要に応じて、適時研究の進
捗状況について議論するとともに、代表者自身が、タンパク質精製、化合物スクリーニング等の研究技
術ついて直接指導した。卒業後、民間の企業に就職予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤について、SIRT3 との共結晶構造解析することによ
り、化合物の最適化を図り、選択的で強い SIRT3 活性制御剤を取得する。加えて、得られた SIRT3 活性
制御剤および分子生物学的手法を用いて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の新規制御機
構の一端を明らかにする。作製中の SIRT3 モデルマウスを用いて、個体レベルでの SIRT3 の機能の一端
を明らかにする。特に、絶食、高脂肪食、糖尿病誘発と組み合わせることにより、エネルギー代謝にお
ける役割に着目して行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
理化学研究所には、日本発の革新的な医薬や医療技術の創出を目標にして、ライフサイエンス研究で
培われた研究基盤を活用し、大学・研究機関の優れた創薬・医療技術シーズを探索して、これらのシー
ズについて研究開発段階のステージアップを図り、企業・医療機関に橋渡しすることを目的とした創
薬・医療技術基盤プログラムが存在する。そこで、本プログラムで得られた成果を土台にして、上記創
薬・医療技術基盤プログラムを利用することより、SIRT3 を標的とした創薬開発の具体化を図る。
１３．特記事項
本課題は平成 21 年 8 月によりスタートしたことから論文等の形としての成果はこれからである。候補
化合物の取得、モデルマウス作製の準備が整いつつあるので、残りの期間内に成果を出していきたい。
１４．研究費一覧
１９年度

２１年度

２２年度

3,083

0

物品費（千円）

3,324

試作品費（千円）

0

0

人件費・謝金（千円）

4,680

人件費（千円）

0

0

旅費（千円）

73

業務実施費（千円）

12,308

15,406

その他（千円）

0

間接経費（千円）

4,616

4,622

間接経費（千円）

2,423

合計（千円）

20.007

20,028

合計（千円）

10,500

設備備品費（千円）

２０年度
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代表／分担機関の課題名

エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロジ
ー研究

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究所

機関の代表研究者名

伊藤

昭博

１．課題開始時における各機関の達成目標
近年、長寿因子として注目されている酵母 Sir2 のヒトホモログの一つである SIRT3 は、ミトコンド
リア内の主要な脱アセチル化酵素である。申請者らは、ミトコンドリアに局在するエネルギー代謝に関
わる複数の酵素が SIRT3 の基質であることを見出し、SIRT3 はエネルギー代謝を制御する新規脱アセチ
ル化酵素であることを示す結果を得た。エネルギー代謝は、肥満や糖尿病など、いわゆるメタボリック
シンドロームと密接に関わっており、その異常は、老化に伴う臓器活性の低下の原因とも考えられてい
る。このことから、SIRT3 の活性を制御する化合物は、SIRT3 の機能解明に役立つだけでなく、代謝疾
患の治療薬や予防薬、健康維持・寿命延伸のための機能性食品の素材になりうる可能性があるが、現在
までにそのような化合物の報告はない。そこで本研究課題では、ケミカルバイオロジー的手法、即ち
SIRT3 の活性制御剤を開発し、SIRT3 の生理機能を明らかにすることを目的とする。さらに、糖尿病モ
デルマウスや高脂肪食マウ
スなどを用いて、得られた化
合物が疾患の治療・予防活性
があるか検討する。このた
め、独立行政法人理化学研究
所は国立大学法人東京大学
と共同で業務を行う。独立行
政法人理化学研究所では、
SIRT3 活性制御化合物の開発
と細胞レベルでの SIRT3 の生
理機能の解析を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
SIRT3 活性制御剤を得るために、ハイスループットなスクリーニング系を確立し、連携研究として「制
御」技術Ｃ「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」が運営する東京大学生物機
能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーの化合物約 14 万、理化学研究所が保有する化合
物ライブラリーの化合物約 1 万 8 千、早稲田大学が保有する約 2 千の海産抽出物について 1 次スクリー
ニングを終了し、SIRT3 阻害あるいは活性化する活性を有する複数の候補サンプルを得ることに成功し
た。2 次評価系として、「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製したアセチル化 HMGCL 基質とした in vitro SIRT3 ア
ッセイ系の構築に成功した。これを用いて、1 次スクリーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次
評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化合物の同定に成功した。海洋天然物からは SIRT3
阻害活性を有する新規化合物の取得に成功した。さらに技術開発「制御」領域チームとの連携研究とし
て、代謝化合物フラクションアレイを用いたスクリーニングを行い、SIRT3 阻害活性を有する候補サン
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プルを幾つか見出した。さらに得られた阻害剤との共結晶構造解析にむけて、「解析」技術 C「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」との連携研究として、SIRT3 の結
晶化に成功した。
表.1次スクリーニングの結果
化合物ライブラリー
を保有する機関

化合物の種類

一次スクリーニ

ヒット化

ングを行った数

合物の数

東京大学生物機能制
御化合物ライブラリ

50-70% inhibition or
合成化合物

約 14 万

156 (2) 2 fold activation at
40 μM

ー機構
理化学研究所天然物

合成＆天然物

化合物バンク

由来化合物

早稲田大学ケミカル
バイオロジー研究室

基準

約1万8千

27

約2千

3

海産物抽出物

70% inhibition at 20
μg/ml
70% inhibition at 100

μg/ml

加えて、ピルビン酸脱水素酵素複合体および電子伝達系の complex I のアクセサリータンパク質の一
つが、HMGCL のアセチル化を制御していることを見出し、ミトコンドアタンパク質の新規アセチル化
調節機構を示唆する結果を得た。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
「解析」技術 C「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」との連携
研究として、スクリーニングにより得られた SIRT3 制御化合物と SIRT3 との共結晶構造解析のための準
備段階として、最初に SIRT3 結晶構造解析に必要な SIRT3 タンパク質の精製を試みた。最初に化合物の
スクリーニングの際に用いた His-trigger factor が融合している SIRT3 タンパク質を用いて検討したが、
プロテアーゼによって切断した His-trigger factor と SIRT3 を分離することが困難であることが判明した。
そこで、技術開発「解析」チームと協議し、さらに過去の論文情報を加味し、N 末から 112 番目のアミ
ノ酸を欠損させた His タグ SIRT3 断片タンパク質を精製した。His タグを用いたアフィニティークロマ
トグラフィーおよび陰イオン交換カラムを用いて結晶構造解析に十分な純度のタンパク質を精製した。
技術開発「解析」チームにおいて、SIRT3 の生理的基質であるアセチル CoA 合成酵素 2（AceCS2）由
来のアセチル化ペプチドと共に結晶化を行ったところ、Ｘ線結晶解析に十分と思われる結晶を得ること
に成功した。現在、取得した SIRT3 阻害剤との共結晶化を行っている最中である。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
蛍光基質ペプチドを用いたハイスループットなスクリーニングシステムを用いて SIRT3 の活性制御
剤を探索するために、最初に約 17 万の化合物をスクリーニングするのに必要なリコンビナント SIRT3
タンパク質の精製および、蛍光基質ペプチドの合成を行った。次に、理化学研究所が保有する化合物ラ
イブラリー（NPDepo）
（約 1 万 8 千）、連携研究として「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構
築とタンパク質技術の開発」が運営する東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブ
ラリー（約 14 万）から、確立したハイスループットなアッセイ系を用いて一次スクリーニングを行っ
た。その結果、NPDepo ライブラリーから 20 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 27 個の化合
物、海産物抽出物ライブラリーから 100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物、東
京大学生物機能制御化合物ライブラリーから 40 μM の濃度で 50-70%以上の阻害活性を有する 154 個の
化合物および、2 倍以上の活性増強を示した 2 個の化合物を得た（表 1）。1 次スクリーニングより得ら
れた化合物の SIRT サブタイプ選択性を調べるために、代表的な SIRT サブタイプである SIRT1、2 の in
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vitro 活性を測定する評価系を確立した。次に、東京大学生物機能制御化合物ライブラリーから得られた
化合物のうち、比較的早い時期に得られた化合物について、SIRT1、2 に対する阻害活性および、in vitro
IC50 値について検討した。また連携研究として、
「生産」技術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」が保有する技術を用いて精製した SIRT3 の基質タンパク質で
あるアセチル化 HMG-CoA lyase (HMGCL) を基質として利用したアッセイ系を構築し、蛍光基質を使用
しない方法で、SIRT3 の in vitro 評価を行える 2 次評価系の確立に成功した。これを用いて、1 次スクリ
ーニングで得られた阻害剤の一部について 2 次評価を行い、SIRT3 に対して阻害活性を有する複数の化
合物の同定に成功した。
加えて、早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授との共同研究として、早稲田大学先進理工学部が
保有する海洋天然物抽出物ライブラリー由来の約 2,000 種類の海洋天然物抽出物について 1 次スクリー
ニングを行ったところ、100 μg/ml の濃度で 70%以上の阻害活性を有する 3 個の抽出物を見出した（表
1）。そのうち、最も阻害活性の強かったサンプルについて活性成分の精製を行い、新規構造を有する化
合物を得た。SIRT3 に対する IC50 値は 8.5 μM であった。この化合物はトリプシンに対しても阻害活性
を有していたころから、上述のアセチル化 HMGCL を基質としたアッセイ系で評価したところ、SIRT3
の阻害活性を有することを確認し、SIRT3 阻害活性を有する新規化合物の同定に成功した。
さらに、「制御」技術Ｃ「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質技術の開発」との連携研究と
して、理化学研究所において整備された代謝化合物フラクションアレイから、プローブとして His タグ
および GST タグの付いた 2 種類のリコンビナント SIRT3 タンパク質を用いて SIRT3 と結合する化合物
の網羅的な探索を行った。2 次スクリーニングとして、SIRT3 の活性に対する効果について検討したと
ころ、SIRT3 阻害活性を有するサンプルを幾つか見出した。
加えて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の制御機構を明らかにする目的で、ダーマコ
ン社のゲノムワイドな siRNA ライブラリーの中からミトコンドリアタンパク質をコードする遺伝子に
対する siRNA オリゴを抽出し、ノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルを減少させるミトコ
ンドリアタンパク質を探索した。その結果、ピルビン酸脱水素酵素複合体を構成する少なくとも二つの
因子のノックダウンにより、HMGCL のアセチル化レベルが減少し、その酵素も低下させることも見出
し、ピルビン酸脱水素酵素複合体によるミトコンドアタンパク質の新規アセチル化調節機構を示唆する
結果を得た。さらに、ピルビン酸脱水素酵素複合体に加えて、電子伝達系 complex I のアクセサリータ
ンパク質のノックダウンにより HMGCL のアセチル化レベルが減少することを同様なスクリーニング
により見出した。現在、この complex I のアクセサリータンパク質による新規ミトコンドリアタンパク
質のアセチル化調節機構を検討中である。
３．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

1件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

7件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
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SIRT3 活性制御剤の開発においては、化合物の供給事情および、基質となる蛍光ペプチドの合成に手間
取り、1 次スクリーニングの終了が平成 22 年度にずれこんだが、既に終了し、SIRT3 阻害活性を有する
複数の化合物を取得した。共結晶構造解析については、結晶化に必要な純度の SIRT3 タンパク質の精製
に時間を要したが、平成 22 年度には結晶化することに成功し、現在得られた阻害剤との共結晶構造解
析を実施中である。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関である東京大学とは随時メールあるいは電話で連絡を取り、情報共有を行っている。また必
要に応じて相手先研究機関に訪問し、プロジェクトの円滑な運営について議論している。連携研究

先である「制御」技術Ｃ「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」「生産」技術
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」および、
「解析」
技術Ｃ「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」とは、随時メール
で研究進捗状況を報告し、情報の共有を行った。また必要に応じて、本プログラム主催の発表会の機会
を利用して、あるいは相手先研究機関（室）に訪問し、研究打ち合わせを行った。
９．他の課題との情報共有・連携
本課題の主要なミッションの一つである SIRT3 の活性制御剤を同定することを目的とし、連携研究とし
て、「制御」技術Ｃ「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」で東京大学に整備
された化合物ライブラリーが保有する約 14 万の化合物および理化学研究所で整備された代謝物フラク
ションアレイを用いた 1 次スクリーニングを既に終了した。1 次スクリーニングにより得られた候補化
合物については、随時再供給を依頼し、2 次評価を行っている。上記 2 次評価系は、
「生産」技術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」が保有する技術により生
成したアセチル化 HMGCL を SIRT3 の基質とした in vitro SIRT3 アッセイ系を用いた。アセチル化
HMGCL の精製は従来の技術では困難であり、本 2 次評価系の構築は連携研究として行うことにより可
能になった。加えて、上記スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤を最適化するために、「解
析」技術 C「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」との連携研究
として、SIRT3 と得られた化合物との共結晶化のための準備段階として、SIRT3 の結晶化を行い、構造
解析に十分と思われる結晶を得ることに成功した。現在、スクリーニングにより得られた化合物との共
結晶構造解析を行っている最中である。
早稲田大学先進理工学部の中尾洋一准教授の研究室には約 2 千の海洋天然物抽出物を所有してい
る。海洋天然物の中にはユニークな構造を有し、非常に強い生理活性を有する化合物が存在するから、
共同研究として海洋天然物抽出物の中から SIRT3 阻害剤の探索を行ったところ、新規構造を有する
SIRT3 阻害剤を同定することが出来た。現在、サブタイプ選択性等について検討中である。
１０．人材育成
本プログラムにはマスターコースの大学院生が一名参加した。週一回のペースで研究代表者が主催し
ている研究室内のグループミーティングで、ディスカションし、加えて、必要に応じて、適時研究の進
捗状況について議論するとともに、研究代表者自身が、タンパク質精製、化合物スクリーニング等の研
究技術ついて直接指導した。卒業後、民間の企業に就職予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
スクリーニングにより得られた SIRT3 活性制御剤について、SIRT3 との共結晶構造解析することによ
り、化合物の最適化を図り、選択的で強い SIRT3 活性制御剤を取得する。加えて、得られた SIRT3 活性
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制御剤および分子生物学的手法を用いて、ミトコンドリアにおけるタンパク質アセチル化の新規制御機
構の一端を明らかにする。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
理化学研究所には、日本発の革新的な医薬や医療技術の創出を目標にして、ライフサイエンス研究で
培われた研究基盤を活用し、大学・研究機関の優れた創薬・医療技術シーズを探索して、これらのシー
ズについて研究開発段階のステージアップを図り、企業・医療機関に橋渡しすることを目的とした創
薬・医療技術基盤プログラムが存在する。そこで、本プログラムで得られた成果を土台にして、上記創
薬・医療技術基盤プログラムを利用することより、SIRT3 を標的とした創薬開発の具体化を図る。
１３．特記事項
本課題は平成 21 年 8 月によりスタートしたことから論文等の形としての成果はこれからである。候
補化合物候補が取得出来てきたので、残りの期間内に成果を出していきたい
１４．研究費一覧

１９年度

２１年度

２２年度

3,083

0

物品費（千円）

1,324

試作品費（千円）

0

0

人件費・謝金（千円）

4,680

人件費（千円）

0

0

旅費（千円）

73

業務実施費（千円）

8,456

11,538

その他（千円）

0

間接経費（千円）

3,461

3,462

間接経費（千円）

1,823

合計（千円）

15,000

15,000

合計（千円）

7,900

設備備品費（千円）

２０年度
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代表／分担機関の課題名

エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロジ
ー研究 (SIRT3 の in vivo 機能解析)

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人 東京大学

機関の代表研究者名

高橋

伸一郎

１．課題開始時における各機関の達成目標
近年、長寿因子として注目されている酵母 Sir2 のヒトホモログの一つである SIRT3 は、ミトコンド
リア内の主要な脱アセチル化酵素である。研究代表者らはこれまでに、ミトコンドリアに局在するエネ
ルギー代謝に関わる複数の酵素が SIRT3 の基質であることを見出し、SIRT3 はエネルギー代謝を制御
する新規脱アセチル化酵素であることを示す結果を得た。エネルギー代謝は、肥満や糖尿病など、いわ
ゆるメタボリックシンドロームと密接に関わっており、その異常は、老化に伴う臓器活性の低下の原因
とも考えられている。このことから、SIRT3 の活性を制御する化合物は、SIRT3 の機能解明に役立つ
だけでなく、代謝疾患の治療薬や予防薬、健康維持・寿命延伸のための機能性食品の素材になりうる可
能性があるが、現在までにそのような化合物の報告はない。そこで、SIRT3 活性制御剤を探索するアッ
セイシステムを構築すること、さらに個体レベルにおける SIRT3 の機能を明らかにするために、SIRT3
モデルマウス作製のための基盤整備を行うことを目的とした。これまで、開発したハイスループットな
スクリーニングシステムを用いて一次スクリーニングの実施、SIRT3 モデルマウス作製のための基盤整
備を完了した。本研究課題は、特異的な SIRT3 の活性制御剤を開発し、それを主に用いることにより
SIRT3 の生理機能を明らかにすることを目的とする。さらに、SIRT3 モデルマウスを用いて、個体レ
ベルにおける SIRT3 の生理機能を明らかにするとともに、糖尿病モデルマウスや高脂肪食マウスなど
を用いて、得られた化合物が疾患の治療・予防
活性があるか検討する。
このため、独立行政法人理化学研究所及び国
立大学法人東京大学は共同で業務を行う。

国

立大学法人東京大学では、SIRT3 モデルマウス
作製のためのターゲティングベクターを構築し
てきた。今後は、個体レベルにおける SIRT3 の
生理機能を明らかにすることを目的し、SIRT3
トランスジェニックマウスおよび SIRT3 ノック
ダウンマウス作製を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
細胞レベルで明らかとなった SIRT3 の基質である HMGCL のアセチル化による活性制御機構を個体レ
ベルで検討したところ、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵
素活性も増加していることを見出した。この結果から、個体レベルにおいても SIRT3 は、絶食に応答し
て HMGCL の活性を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベルにおける SIRT3 の機能
を明らかにする目的で、作製したターゲティングベクターをマウス胚に導入し、F1 世代の SIRT3 トラ
ンスジェニックマウスを作製した。さらに、SIRT3 ノックダウンマウス樹立のために shRNA アデノウ
イルスを作製し、細胞レベルでの SIRT3 ノックダウン効率を確認した。
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絶食させたマウス肝臓の
HMGCL のアセチル化レベ
ル (A) 、酵素活性 (B) 、
および 3-ヒドロキシ酪酸
（ケトン体）量 (C)。

（２）構造解析に関する進捗及び成果
構造解析は業務の範囲ではない。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
代表機関において、SIRT3 の基質としてケトン体生成に関わる HMGCL を同定し、細胞レベルにおい
てアセチル化は HMGCL の活性を正に制御していることを明らかにしてきた。個体レベルでもアセチル
化による制御機構が存在するかどうか明らかにするために、体内におけるケトン体生成の場である肝臓
に着目し、絶食させたマウス肝臓における HMGCL のアセチル化レベルと酵素活性について検討した。
その結果、絶食させたマウス肝臓の HMGCL のアセチル化レベルは顕著に増加し、その酵素活性も増加
していた。さらに、メタボローム解析を行ったところ、絶食させたマウスの肝臓で顕著にケトン体の一
つである 3-ヒドロキシ酪酸が増加していた。興味深いことにケトン体生成が起こらない心臓において
は、絶食によって HMGCL のアセチル化レベルの上昇は起きず、その酵素活性も変化しなかった。以上
の結果から、個体レベルにおいても SIRT3 は、絶食に応答して HMGCL の活性を調整することにより、
ケトン体生成を制御していることが示唆された。また、さらなる個体レベルにおける SIRT3 の機能を明
らかにする目的とし、RNAi を用いて一過性に SIRT3 をノックダウンさせたモデルマウスを作製する
ために、組換え SIRT3 shRNA アデノウイルス溶液作製し、細胞レベルで評価した。マウス SIRT3 を
検出可能な良い抗体が販売されていないことから、最初に Flag タグの付いたマウス SIRT3 を発現させ
た COS7 細胞に、様々な MOI のアデノウイルス溶液を感染させたところ、MOI 10〜50 でマウス SIRT3
の発現を顕著に低下させた。一方、GFP の発現には全く影響を与えなかったことから、作製した組換
えアデノウイルスは細胞レベルで効率良く SIRT3 をノックダウン出来ることが示唆された。さらに作
製した組換えアデノウイルスを細胞レベルで評価するために SIRT3 の生理的な基質である HMG-CoA
lyase (HMGCL) のアセチル化レベルを検証した。代表機関である理化学研究所において、細胞レベル
で siRNA オリゴを用いて一過性に SIRT3 をノックダウンすると、HMGCL のアセチル化レベルが増加
することが示されている。そこで作製した組換えアデノウイルスをマウス NIH-3T3 細胞に感染させ、
内在性 HMGCL のアセチル化レベルを検討したところ、MOI 10〜50 でアセチル化 HMGCL の増加が
見られた。以上の結果から、細胞レベルでノックダウン可能な組換えアデノウイルスの作製に成功した。
加えて、肝臓特異的 SIRT3 トランスジェニックマウスを作出するために、構築したターゲティングベ
クターをマウス胚に導入し、複数の F0 世代を得た。ジェノタイピングによって陽性と判断された 6 匹
のマウスについて交配を行ったところ、そのうち 4 匹については死亡、あるいは子孫を残すことが出来
なかったが、2 系統から複数の F1 世代を得ることに成功し、耳片を用いたジェノタイピングにより、
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SIRT3 の発現を確認した。

３．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

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

０件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
絶食マウスを用いた解析により、固体レベルでの SIRT3 の役割の一端を示唆する結果を得ることが出来
た。さらなる解析のため、当初、平成 22 年度中に SIRT3 モデルマウスを作製する予定であった。ター
ゲティングベクターの構築等に手間取り、平成 23 年度にずれ込んだが、モデルマウスを確立に目処が
ついたので、今後それらモデルマウスを用いて個体レベルにおける SIRT3 の役割を解析していきたい。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表機関である理化学研究所とは随時メールあるいは電話で連絡を取り、情報共有を行っている。また
必要に応じて直接プロジェクトの円滑な運営について議論している。
９．他の課題との情報共有・連携
特に、分担課題については、本プログラムの他の課題との情報共有を行っているが、実験事態について
は連携を実施していない。しかし、
トランスジェニック動物の作成やアデノウイルスを用いた肝臓 SIRT3
ノックアウトについては、他の研究者、研究機関の連携を進めている。
１０．人材育成
学部生、大学院生、ポスドクは雇用していない。
１１．終了までの具体的な見通し
作製中の SIRT3 モデルマウスを用いて、個体レベルでの SIRT3 の機能の一端を明らかにする。特に、絶
食、高脂肪食、糖尿病誘発と組み合わせることにより、エネルギー代謝における役割に着目して行い、
SIRT3 が肥満、あるいは糖尿病に対する創薬の良い標的因子になりうるかどうか検討する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
代表機関である理化学研究所には、日本発の革新的な医薬や医療技術の創出を目標にして、ライフサイ
エンス研究で培われた研究基盤を活用し、大学・研究機関の優れた創薬・医療技術シーズを探索して、
これらのシーズについて研究開発段階のステージアップを図り、企業・医療機関に橋渡しすることを目
的とした創薬・医療技術基盤プログラムが存在する。そこで、本プログラムで得られた成果を土台にし
て、代表機関との連携研究として上記創薬・医療技術基盤プログラムを利用することより、SIRT3 を標
的とした創薬開発の具体化を図る。
１３．特記事項
最近、SIRT が、我々が主に研究を進めているインスリン受容体基質（IRS）とも結合して、インスリン
シグナルの修飾にも機能していることが示唆されてきている。今回の研究成果が、新しいインスリン様
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活性の制御機構の解明にも繋がるのではないかと期待している。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

旅費（千円）

0

業務実施費（千円）

3,852

3,868

その他（千円）

0

間接経費（千円）

1,155

1.160

間接経費（千円）

合計（千円）

5,007

5.028

合計（千円）

計

2,000

600
2,600
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課

題

名

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

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人

熊本大学

寺沢宏明

１．課題開始時における達成目標
齧歯類は、鼻腔下部にある鋤鼻器官でフェロモンを感知する。今まで、
国内外の研究により、マウスの鋤鼻器官を活性化するフェロモン候補
物質として、尿由来の低分子有機化合物やペプチド性物質がいくつか
単離されていたが、いずれも自由に行動しているマウスの鋤鼻器官で
感知されるという実証はなかった。我々は、オス特異的な鋤鼻活性物
質を涙腺から単離・精製し、構造決定を行った。その結果、約 7 kDa
の 分 子 量 を も つ ペ プ チ ド 性 の 物 質 を 同 定 し 、 ESP1 (exocrine
gland-secreted peptide)と命名した(Nature 2005) （右図）。この蛋白質を
コードしている遺伝子は、数十種類からなる新規の多重遺伝子ファミリーのひとつであった。このペプ
チドファミリーを ESP ファミリーと呼ぶ。涙腺から分泌された ESP ファミリーは、直接接触によって
他個体の鋤鼻器官に伝搬され、個体間の認識や様々な行動や内分泌を制御するフェロモンと考えられる
が、なかでもオス特異的 ESP1 は、メスに作用する性フェロモンと予測される。すなわち、鋤鼻器官に
発現する受容体と ESP1 の結合を制御する物質（アンタゴニスト・アゴニスト）を見つければ、ネズミ
の性行動や繁殖を制御できると考えられる。そこで、本研究課題は、我々が世界に先駆けて発見し、新
たな研究領域を開拓している、
「齧歯類の外分泌ペプチド ESP ファミリー」をターゲットタンパクとし、
以下の４つのプロジェクトを柱とする。マウスからラット、野生のドブネズミやクマネズミへと ESP
ファミリーの解析を展開する。特にオス特異的 ESP1 に着目し、受
容体を同定し、メス脳への入力部位およびフェロモン活性を明らか
にする。ESP ファミリーの立体構造解析および受容体結合面の同定
を行う。ESP-受容体相互作用を制御するアゴニスト、アンタゴニス
トを開発して、既知のフェロモン効果や行動への影響を検証する
（右図）。そして、齧歯類の個体数を制御し、ネズミの大発生など
を抑止する方法を開発することを最終達成目標とする。代表機関で
は構造解析、分担機関では機能解析をおこなう。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析：①ESP1 の立体構造決定と受容体複合体モデルの構築
図１
ESP1 の立体構造を、NMR を用いて決定した。得られた立体構造情報に
基づいて分担機関と共同で変異体解析を行い、受容体結合部位を明らかに
した。ESP1 受容体 V2Rp5 のモデルを作製したところ、負電荷に富んだく
ぼみが見られ、ESP1 の受容体結合面に存在する正電荷と相互作用すること
が示唆された。また、ESP1 と受容体のくぼみはほぼ同じ大きさであった。
これらに基づいて、ESP1―ESP1 受容体複合体モデルを構築した（図１）。
図２
得られた複合体は、阻害剤の探索に有用と考えられる。
②ESP1 受容体の調製とアッセイ系の構築
ESP1 受容体の無細胞発現系および昆虫細胞発現系を構築
し、発現検討を行った。無細胞発現系を用いて、受容体細
胞外領域を可溶性に発現することが出来た（図２・左）。ESP1
を固定したプルダウンアッセイ系を構築し、検討した結果、
得られた受容体細胞外領域は、ESP1 特異的に結合した（図
３）。これは、リガンドと受容体の結合が哺乳類のペプチド
性フェロモンで確かめられた最初の例である。
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図４
昆虫細胞発現系において、システインリ 図３
ッチ領域を含む細胞外領域、システインリ
ッチ領域を除いた細胞外領域を発現する
ことができた（図２・右）。
③ESP ファミリー分子の構造解析と活性
を保持した試料の調製
図５
NMR による ESP4 の立体構造決定を行
った結果、ESP4 の表面電荷分布は ESP1
と大きく異なることがわかった（図４）。
この結果は、ESP4 と ESP1 が各々の受容体に特異的に認識されてい
ることを示す。ESP36 の発現・精製系の構築に成功した。得られた
ESP36 の c-Fos 誘導活性を分担機関で調べたところ、ESP36 が活性
を有していることがわかった（図５）。c-Fos 誘導活性をもつ ESP36 の調製に初めて成功した。
④アゴニスト・アンタゴニストの開発
NMR 解析の結果、得られた複合体の情報に基づいて、ESP1―ESP1 受容体間相互作用を阻害する化合
物の探索を行った。結合に静電相互作用が関与することが示唆されたことから、プルダウンアッセイ系
を用いて塩濃度を上げて溶出したところ、受容体が溶出された（図３）。さらに、正電荷をもつ低分子
化合物を選んでスクリーニングしたところ、プルダウンアッセイ系で結合を阻害する化合物を得た。今
後、分担機関と共同で、c-Fos 誘導活性を指標に、ESP1 活性阻害能を有するか否かを検討する。
機能解析：①齧歯類の ESP ファミリーの解析
図６
ラットゲノム上の 7 個の ESP ファミリー遺伝子のうち ESP5, 7 の二
つが涙に分泌されていた。ほとんどの野生マウスのオス涙で ESP1 の分
泌が見られた（図６）。自然界の野生ネズミにおける ESP1 の重要性を
示唆している。
②マウス ESP の受容体の同定および機能解析
ESP1 を認識する鋤鼻受容体 V2Rp5 の同定に成功した。ESP1-V2Rp5
認識は、V2Rp5-DsRed 遺伝子改変マウスで確認し、V2Rp5 ノックアウ
トマウスで ESP1 シグナルが消失することによって実証した
（図７）。 図７
③マウス ESP1 と受容体との相互作用部位の解析
ESP1 の変異体解析を行ったところ、Glu67 が受容体との相互作用
に関わるアミノ酸である可能性が強いことが示された。コンピュー
タモデリングで ESP1 と V2Rp5 の相互作用に関与するアミノ酸候補
を見出した。
④ESP1 刺激による脳活性化部位の同定とフェロモン効果の検証
ESP1 刺激を受けたメスマウスは、脳視床下部領域が活性化され、
オスへの交尾受け入れ行動（ロードシス：（図８））が顕著に促進し
図８
ていることがわかった。ESP1 がマウスの性行動を制御するフェロモ
ンであることがわかり、繁殖を制御するためのターゲットとなることが実証された。
(特許出願、Nature 誌発表)
図９
⑤アゴニスト・アンタゴニストの開発
中核機関と共同して、ESP1 活性を阻害するアンタゴニストのス
クリーニングを c-Fos 誘導活性を指標に行った。
以上、齧歯類のペプチド性フェロモン ESP ファミリーをターゲ
ットタンパクとして、ネズミの性行動や繁殖を制御するという、当
初の目標のための構造的機能的研究基盤を確立しつつある（図９）。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
【研究の進捗状況・成果】①ESP1 の立体構造決定と受容体複合体モデルの構築
ESP1 について ESP ファミリーで初めて立体構造を決定した。構造に基づく変異体解析によって、受
容体活性化領域が正電荷に富むことを、分担機関と明らかにした。ESP1 受容体の構造モデルを作成し
たところ、負電荷に富むくぼみをもっていた。くぼみが電荷、サイズともに ESP1 と相補的であること
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に基づいて、ESP1―ESP1 受容体複合体モデルを構築した（図１：複合体を開いた図）。
②ESP1 受容体の調製とアッセイ系の構築
ESP1 受容体の無細胞発現系（生産 C：セルフリーサイエンス社と連携）を構築し、活性をもつ受容
体細胞外領域の発現に成功した（図２・左）。ESP1―ESP1 受容体のプルダウンアッセイ系の構築をおこ
なった（図３）。ESP1 が直接かつ特異的に受容体の細胞外領域へ結合することを明らかにした。昆虫細
胞発現系（生産 D3：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄教授、生産 D2：理化学研究所播磨
研究所・山下敦子先生と連携）を構築し、長さの異なる細胞外領域の発現に成功した（図２・右）。
③ESP ファミリー分子の構造解析と活性を保持した試料の調製
ESP4 の立体構造決定をおこなった。ESP1 と電荷分布が大きく異なるなどの構造的な差異が受容体結
合特異性を決定すると考えられる（図４）。メス特異的 ESP36 について活性をもつ試料の調製に成功し
た（図５）。マウス ESP3、ESP5、ラット ESP5、ESP7 について発現・精製・構造解析条件の検討を進め
た。大腸菌、酵母での発現検討をおこなった。構造決定、活性測定、受容体同定、行動解析に用いる。
④アゴニスト・アンタゴニストの開発
立体構造に基づいて、ESP1―ESP1 受容体間相互作用を阻害する化合物の探索をおこなった。高塩濃
度において結合が阻害される（図３）ことから、正電荷をもち、より強く結合を阻害する化合物を見出
した。マウス個体における活性阻害能を分担機関とともに検証し、アンタゴニスト開発へと展開する。
【論文発表・特許】ESP1 の構造決定と受容体との相互作用解析に関する論文が、投稿段階にある。ESP1
がマウスの繁殖行動を促進する機能を有することから、本件に関する特許を出願した。
【達成度】項目 7 に詳細を記載するが、当初の目標を十分に達成していると判断する。
【成果の発信】成果を学会にて積極的に発信した。雑誌、講演会などを通じ広く成果を公表予定である。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
【研究の進捗状況・成果】①齧歯類の ESP ファミリーの解析
ラットゲノム上の ESP 遺伝子７個の外分泌腺での発現解析を行ったところ、７個のうち２個の発現が
眼窩外涙腺で確認できた。これら二つのラット ESP5,7 の抗体を作製し、メス特異的な分泌を見出した。
ラット ESP5,7 をオスラットにさらしたところ、鋤鼻の副嗅球で c-Fos 発現誘導が見られた。ESP5, 7 は
代表機関に送り、構造解析を進めている。
野生のマウス（遺伝研所持）の ESP1 の発現解析をおこなったところ、９コロニー中８コロニーのオ
スの涙で ESP1 の強い発現がみられた。近交系マウスで ESP1 を分泌している系統は、BALB/c と DBA
のみであった。近交系では ESP1 を分泌している系統は少ないが、野生マウスで多く発現している結果
は、自然界の野生ネズミにおける ESP1 の重要性を示唆している。
②マウス ESP の受容体の同定および機能解析
個々の鋤鼻神経には、約 120 種類ある V2R が排他的に発現している。ESP1 で活性化される神経と
V2R との２重染色を行ったところ、V2Rp5 が ESP1 の受容体と考えられた。中核機関で精製したマウス
ESP1 および ESP4 を用いて、鋤鼻活性の確認をおこなったところ、ESP4 は V2Rp5 以外の受容体を発現
する神経で認識された。次に、蛍光タンパク質 DsRed と V2Rp5 を共発現する遺伝子改変マウスを作製
した。DsRed 細胞は、ESP1 刺激に対して c-Fos 発現誘導とカルシウム応答した。V2Rp5 ノックアウト
マウスでは ESP1 に対する応答が完全に消失したので、V2Rp5 が ESP1 の受容体であることが実証され
た。V2Rp5 の ESP1 応答を培養細胞で再構成するために、小胞体排出シグナルと膜移行シグナルを組み
込んだ発現ベクターを構築して測定を行い、現在、検証中である。
③マウス ESP1 と受容体との相互作用部位の解析
ESP1 内の V2Rp5 受容体活性部位を同定するために、ESP1 の部位特異的変異体および欠損体を作製
した。ESP1 の活性最小単位は Gln52-Cys95 であること、ジスルフィド結合が活性に重要であることが
判明した。中核機関で解明した ESP1 の立体構造をもとに、表面に存在するチャージアミノ酸に変異を
導入して解析した結果、Glu67 が受容体との相互作用に関わるアミノ酸であることが示された。中核機
関と共同で、
ESP1 と V2Rp5 の相互作用に関わるアミノ酸の候補をコンピュータモデリングで見出した。
④ESP1 刺激による脳活性化部位の同定とフェロモン効果の検証
ESP1 刺激によってメス視床下部内側領域で発火がみられた。メスの行動解析をおこなった結果、
ESP1 を提示したメスでは「ロードシス」を示す頻度が約 5 倍高くなった。ロードシスは、交尾の際に
オスをより受け入れやすくするため、反射的に背中を反らすようメスに本能的に備わっている体勢で
ある。オスがペニスを挿入する割合も ESP1 を提示したメスで上昇した。ESP1 がマウスのオスフェロ
モンとして機能していることが実証された。哺乳類の初めてのペプチド性フェロモンである。
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⑤アゴニスト・アンタゴニストの開発
中核機関と共同して、ESP1 活性を阻害するアンタゴニストのスクリーニングを、c-Fos 誘導活性を指
標に行った。中核機関で発現させた無細胞発現系による ESP1 受容体細胞外領域を用いて ESP1 とのプ
ルダウンアッセイ系を構築して、結合阻害効果をもつ物質の探索を共同で行った。
【論文発表・特許】ESP1 がメスの性行動を促進するフェロモンであることを明らかになり、マウスの
繁殖制御に使える知見ということで特許出願をおこなった。また、ESP1 の受容体の同定からフェロモ
ン効果までの成果は、Nature 誌に発表した。
【達成度】中核機関との密接な連携により分担する研究の当初目標を十分に達成していると判断する。
【成果の発信】ESP1 の受容体の同定からフェロモン効果までの成果は、英語雑誌のみならず日本語雑
誌にも知見を積極的に発信した。
３．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構

２件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

１３件

５．課題全体の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

１２件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する達成度
中核機関は、ESP1 の立体構造決定に成功し、ESP1 の受容体結合面を同定した。得られた結果に基づい
て、ESP1 と受容体との複合体モデルを構築した。この構造は制御化合物の開発をサポートする基盤と
なっている。無細胞発現系と昆虫細胞系を用いて、ESP1 受容体蛋白質の発現・調製を進めた。得られ
た受容体蛋白質を用いて、プルダウンアッセイ系の構築に成功した。また、ESP ファミリー分子の試料
調製と構造解析も進捗している。ESP4 の立体構造を決定し、活性を保持したメス特異的な ESP36 の調
製に初めて成功した。さらに、複合体モデルより得られた知見と構築したプルダウンアッセイ系を用い
て、結合を阻害する化合物を見出している。分担機関と密接な連携をとり、マネジメントも問題なく行
っている。ESP1 の立体構造と受容体認識について、論文投稿段階に至っており、学会発表も活発に行
っている。分担機関は、ラットおよび野生マウスの ESP ファミリーの同定と発現解析を、予定通り進捗
した。ESP1 の受容体の同定に成功し、認識機構の解明は、変異体解析によって予定通り進捗した。フ
ェロモン効果の検証も、ESP1 がメスの性行動を促進することが明らかになり、ESP1 の受容体の同定か
らフェロモン効果までの成果は、Nature 誌に発表した。現在、最終目標である ESP-受容体相互作用を
制御するアゴニスト、アンタゴニストの開発のためのアッセイ系の構築に取り組んでおり、学会発表も
順調である。以上から、中核機関、分担機関ともに、当初目標を十分に達成していると判断する。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者は、中核機関・分担機関が連携して両者の研究計画が円滑に進むようにとりまとめ、さらに
各機関内でもマネジメントが適切に行われている。中核機関は、蛋白質の大量調製を行い、分担機関で
のアッセイに供している。分担機関は、アッセイ結果のフィードバックを行い、中核機関が調製する蛋
白質の生理的意義を確立している。また、中核機関が提供する立体構造情報に基づいて、両機関にて、
変異体の設計・調製を行い、分担機関でのアッセイにより、構造活性相関を解析している。さらに、共
同でアゴニスト・アンタゴニストの開発にもあたっている。以上のように、両機関が連携し、相互の進
捗を促進している。相互の試料送付は、計２３回行っている。プロジェクト開始以来、課題内の班会議・
打合せを１９回行い、情報の共有と研究方針決定を行った。
９．他の課題との情報共有・連携
①生産 C：セルフリーサイエンス社と連携し、無細胞合成系による ESP1 受容体の発現を行っている。
②生産 D3：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄 教授、生産 D2：理化学研究所播磨研究所・
山下敦子先生と、昆虫細胞による ESP1 受容体の発現を検討中である。③生産 C：東京大学大学院農学
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生命科学研究科・田之倉 優教授、ターゲットタンパク研究・食品環境分野：東京大学大学院農学生命
科学研究科・永田宏次准教授と、ESP1 の溶液条件の検討および高圧条件での蛋白質の巻き戻しで連携
している。④制御 C：東京大学大学院薬学系研究科・長野哲夫教授、生 物 機 能 制 御 化 合 物 ラ イ ブ ラ
リ ー 機 構・岡部隆義教授らと化合物の提供と設計で連携している。⑤解析 D2：名古屋大学構造生物学
センター、甲斐荘正恒先生と打合わせを行い、SAIL アミノ酸の使用法について検討中である。⑥嗅覚
受容体に関して東京大学濡木理教授と共同研究をおこなっている。本プログラム外では、フェロモン受
容体などの遺伝子改変マウスに関しては理化学研究所の吉原良浩博士と連携、フェロモン効果に関して
は麻布大学の菊水健史教授と連携、遺伝子操作については OBI の小早川令子博士と連携している。
１０．人材育成
中核・分担機関共に、各機関代表者が研究全体を統括するとともに、博士研究員、大学院生の指導を行
っている。代表機関では、日々のディスカッションおよび研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計
画のもとで具体的な実験計画を自ら立案し、自主的に進められるよう教育を行っている。また、博士研
究員と大学院生は、熊本大学人材育成プログラムに参加し、企業研修、産学連携、産業移転等に関する
教育を受けている。分担機関では、毎週一回 2 名によるプログレスリポート発表と１名による関連文献
の紹介（ジャーナルクラブ）を行い、研究室全員で討議する機会を設けて、ロジック構築能力を育てて
いる。また、頻繁にディスカッションをして人材育成をはかっている。業務参加者の佐藤は、我が国に
おいて、分子、タンパク質、遺伝子、さらには個体レベルでの幅広い研究を展開できる数少ないエクス
パートに成長した。その結果、会社就職が難しい年齢だったのにも関わらず、昨年エーザイ株式会社に
ポジションを得て、現在、英国支社において活躍している。
１１．終了までの具体的な見通し
各所属先の知財部とともに、ESP1 の機能に関して取得した特許の導出先を、国内および国外実験動物
供給会社を主な対象に検討中である。プルダウンアッセイ系で得た結合を阻害する化合物について、
c-Fos 誘導活性を指標に、ESP1 活性阻害能を有するか否かを検討する予定である。また、ESP1 受容体
の in vitro 細胞系での機能発現アッセイ系を確立する。効果が認められた候補化合物について、さらに
個体レベルでの効果を検証し、最終的に知財化を行う。ESP1 以外の ESP、およびラット ESP の生理
的役割および機能を明らかにする。それによって、ESP1 だけでなく他の ESP をネズミの繁殖制御の
ターゲットにすることができるようになると期待される。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ESP ファミリーは哺乳類で分子から行動まで解析されている唯一のフェロモンである。行動まで至る脳
神経回路の解明は、本能的社会行動を制御する神経系の理解につながるものであり、脳科学全般への波
及効果は大きい。また、産業応用としては、平成 21 年に出願した特許と、今後スクリーニングで見つ
かる新たな制御物質に対して特許を取得し、これらを産業界へ技術移転をおこない、大規模フィールド
テストへと展開できることが期待される。
１３．特記事項
ESP1 の同定に端を発した研究は、ターゲットタンパク研究期間中に、ESP ファミリー分子の同定、活
性を保持したリガンドの調製、リガンドの構造決定、受容体の同定、フェロモン機能の同定、活性を保
持した受容体の調製、アッセイ系の構築、阻害物質の取得と、社会的アウトプットの達成に向け大きな
進展を見た。また、Nature 誌への掲載やテレビ報道など、メディアへの紹介によって社会的にも大き
なインパクトを与えることが出来た。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

19,050

3,073

0

2,963

0

0

0

0

人件費（千円）

2,016

15,822

11,014

7,621

業務実施費（千円）

5,088

5,720

12,063

10,186

間接経費（千円）

7,846

7,385

6,923

6,230

34,000

32,000

30,000

27,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

664

２３年度

計

物品費（千円）

8,425

人件費・謝金（千円）

1,015

旅費（千円）

1,281

その他（千円）

1,126

間接経費（千円）

3,553

31,937

15,400

138,400

合計（千円）
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代表機関の課題名

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

代表機関

国立大学法人

機関の代表研究者名

寺沢宏明

熊本大学

１．課題開始時における各機関の達成目標
齧歯類は、鼻腔下部にある鋤鼻器官でフェロモンを感知する。今ま
で、国内外の研究により、マウスの鋤鼻器官を活性化するフェロモン
候補物質として、尿由来の低分子有機化合物やペプチド性物質がいく
つか単離されていたが、いずれも自由に行動しているマウスの鋤鼻器
官で感知されるという実証はなかった。我々は、オス特異的な鋤鼻活
性物質を涙腺から単離・精製し、構造決定を行った。その結果、約 7 kDa
の 分 子 量 を も つ ペ プ チ ド 性 の 物 質 を 同 定 し 、 ESP1 (exocrine
gland-secreted peptide)と命名した(Nature 2005) （右図）。この蛋白質をコードしている遺伝子は、数十種
類からなる新規の多重遺伝子ファミリーのひとつであった。このペプチドファミリーを ESP ファミリー
と呼ぶ。涙腺から分泌された ESP ファミリーは、直接接触によって他個体の鋤鼻器官に伝搬され、個体
間の認識や様々な行動や内分泌を制御するフェロモンと考えられるが、なかでもオス特異的 ESP1 は、
メスに作用する性フェロモンと予測される。すなわち、鋤鼻器官に発現する受容体と ESP1 の結合を制
御する物質（アンタゴニスト・アゴニスト）を見つければ、ネズミの性行動や繁殖を制御できると考え
られる。そこで、本研究課題は、我々が世界に先駆けて発見し、新たな研究領域を開拓している、「齧
歯類の外分泌ペプチド ESP ファミリー」をターゲットタンパクとし、以下の４つのプロジェクトを柱と
する。マウスからラット、野生のドブネズミやクマネズミへと ESP ファミリーの解析を展開する。特に
オス特異的 ESP1 に着目し、受容体を同定し、メス脳への入力部位およびフェロモン活性を明らかにす
る。ESP ファミリーの立体構造解析および受容体結合面の同定を行
う。ESP-受容体相互作用を制御するアゴニスト、アンタゴニストを
開発して、既知のフェロモン効果や行動への影響を検証する（右
図）。そして、齧歯類の個体数を制御し、ネズミの大発生などを抑
止する方法を開発することを最終達成目標とする。代表機関では構
造解析、分担機関では機能解析をおこなう。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①ESP1 の立体構造決定と受容体複合体モデルの構築
ESP1 の立体構造を、核磁気共鳴法(NMR)を用いて決定した。得られた立
体構造情報に基づいて分担機関と共同で変異体解析を行い、受容体結合部
位を明らかにした。ESP1 受容体 V2Rp5 のモデルを作製したところ、負電
荷に富んだくぼみが見られ、ESP1 の受容体結合面に存在する正電荷と相互
作用することが示唆された。また、ESP1 と受容体のくぼみはほぼ同じ大き
さであった。これらに基づいて、ESP1―ESP1 受容体複合体モデルを構築
した（図１）
。得られた複合体は、阻害剤の探索に有用と考えられる。
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②ESP1 受容体の調製とアッセイ系の構築

図２

ESP1 受容体について、無細胞発現系およ
び昆虫細胞発現系を構築し、発現検討を行
った。無細胞発現系を用いて、受容体細胞
外領域を可溶性に発現することが出来た
（図２・左）
。さらに、発現量の増大に成功
した。ESP1 を固定したプルダウンアッセイ
系を構築し、検討をおこなった結果、得ら
れた受容体細胞外領域は、ESP1 特異的に結
合活性を保持していることがわかった（図
３）。これは、リガンドと受容体の結合が哺乳類のペプチド性フェ 図３
ロモンで確かめられた最初の例である。
昆虫細胞発現系において、システインリッチ領域を含む細胞外領
域、システインリッチ領域を削除した細胞外領域のコンストラクト
を作製した。これらを用いてバキュロウィルスを調製し、Sf9 細胞
に感染させたところ、２種類の長さの異なる細胞外領域を発現する
ことができた（図２・右）。
③ESP ファミリー分子の構造解析と活性を保持した試料の調製
ESP4 は、ESP1 とは外分泌腺での分泌パターンが異なり、さらに
我々は、ESP4 が ESP1 受容体と異なる受容体で認識されること 図４
を強く示唆する結果を得ている。これらのことから、ESP4 は
ESP1 と異なる機能を持つことが推測される。NMR による ESP4
の立体構造決定を行った結果、ESP4 の表面電荷分布は ESP1 と
大きく異なることがわかった（図４）。この結果は、ESP4 と ESP1
が各々の受容体に特異的に認識されていることを示す。
ESP1 がオスマウスに特異的に発現しているのに対し、ESP36 は 図５
メスマウスに特異的に発現していることから、これらの分子は
性の認識に関するフェロモンであることが推測される。ESP36
の発現・精製系の構築に成功した。得られた ESP36 の c-Fos 誘
導活性を分担機関で調べたところ、ESP36 が活性を有している
ことがわかった（図５）
。c-Fos 誘導活性をもつ ESP36 の調製に初めて成功した。引き続き、構造決定、
受容体の同定、マウスの行動解析に用いる。
④アゴニスト・アンタゴニストの開発
NMR 解析の結果、得られた複合体の情報に基づいて、ESP1―ESP1 受容体間相互作用を阻害する化合
物の探索を行った。結合に静電相互作用が関与することが示唆されたことから、プルダウンアッセイ系
を用いて塩濃度を上げて溶出したところ、受容体が溶出された（図３）。さらに、正電荷をもつ低分子
化合物を選んでスクリーニングしたところ、プルダウンアッセイ系で結合を阻害する化合物を得た。今
後、分担機関と共同で、c-Fos 誘導活性を指標に、ESP1 活性阻害能を有するか否かを検討する。
以上、齧歯類のペプチド性フェロモン ESP ファミリーをターゲットタンパクとして、ネズミの性行動
や繁殖を制御するという、当初の目標のための構造的機能的研究基盤を確立しつつある。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
【研究の進捗状況・成果】
①ESP1 の立体構造決定と受容体複合体モデルの構築
活性を保持したマウス ESP1 の大量調製法を確立し立体構造を決定した。齧歯類 ESP ファミリーとし
て初めての立体構造決定である。構造情報に基づき、分担機関と共同で ESP1 変異体の受容体活性化能
を調べることで、受容体活性化領域が正電荷に富むことを明らかにした。分担機関が同定した ESP1 受
容体の構造モデルを、配列相同性をもつ代謝型グルタミン酸受容体の立体構造を基に作成したところ、
負電荷に富むくぼみをもっていた。くぼみが電荷、サイズともに ESP1 と相補的であることに基づき
ESP1―ESP1 受容体複合体モデルを構築した（図１：複合体を開いた図）。ESP1 は静電相互作用により
受容体と結合することが示唆された。
②ESP1 受容体の調製とアッセイ系の構築
ESP1 受容体についてコムギ胚芽無細胞発現系（生産 C：セルフリーサイエンス社と連携）を構築し、
ESP1 結合活性をもつ受容体細胞外領域の発現に成功した。さらに、良好な可溶化剤および合成液を見
出し、可溶性タンパク質の発現量の増大に成功した（図２・左）。調製した受容体細胞外領域を用い、
ESP1―ESP1 受容体のプルダウンアッセイ系の構築をおこなった（図３）。ビーズへ固定した ESP1 に受
容体は結合するが、ESP4 あるいはビーズのみの場合は結合が見られなかった。ESP1 が直接かつ特異的
に、受容体細胞外領域に結合することを明らかにできた。また、Sf9 昆虫細胞を用いた発現系（生産 D3：
東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄 教授、生産 D2：理化学研究所播磨研究所・山下敦子先
生と連携）を構築し、長さの異なる２種類の受容体細胞外領域の発現に成功した（図２・右）。ESP1 結
合活性をもつ受容体の調製に成功したことにより、ESP1―ESP1 受容体の立体構造解析が可能となった。
③ESP ファミリー分子の構造解析と活性を保持した試料の調製
ESP1 と受容体が異なる ESP4 を調製し、立体構造決定をおこなった。ESP1 の受容体結合面に対応す
る領域の表面電荷分布が ESP1 と大きく異なること、ESP1 には見られない C 末端ヘリックスをもつこ
とを明らかにした（図４）。この構造的な差異が受容体結合特異性を決定すると考えられる。メスマウ
ス特異的に発現する ESP36 の発現・精製系の構築をおこない、調製した分子内ジスルフィド結合をもつ
単量体が鋤鼻神経系刺激活性をもつことを明らかにした
（図５）。マウス ESP3、ESP5 およびラット ESP5、
ESP7 について、発現・精製および NMR 測定条件の検討を進めた。大腸菌に加え、酵母を用いた発現の
検討をおこなった。ラット ESP5 について大量発現・精製系を構築した。今後、試料の大量調製ができ
たものから、立体構造決定、および、分担機関と共同で活性測定、受容体の同定、行動解析に用いる。
④アゴニスト・アンタゴニストの開発
ESP1 の立体構造および受容体複合体モデルに基づき、ESP1―ESP1 受容体間相互作用を阻害する化合
物の探索をおこなった。高い塩濃度において ESP1 の受容体結合能が失われることをプルダウンアッセ
イ系にて明らかにした（図３）。さらに、正電荷をもち、より強く結合を阻害する低分子化合物を見出
すことに成功した。マウス個体における ESP1 活性阻害能を分担機関とともに検証し、アンタゴニスト
開発へと展開する。
【論文発表・特許】ESP1 の立体構造決定と受容体との相互作用解析についての論文が、投稿段階にあ
る。ESP1 がマウスの繁殖行動を促進する機能を有することに関する特許を出願した。
【達成度】項目 7 に詳細を記載するが、当初の目標を十分に達成していると判断する。
【成果の発信】ESP ファミリーと受容体の立体構造の知見は、国内外の学会において積極的に発信した。
今後、国内外の雑誌、新聞、講演会などを通じ、さらに広く成果を公表予定である。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
分担機関が記載
３．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構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

５件

５．各機関の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

９件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ESP1 の立体構造決定に成功し、ESP1 の受容体結合面を同定した。得られた結果に基づいて、ESP1 と
受容体との複合体モデルを構築した。これらは予定通り進捗しており、さらに、制御化合物の開発をサ
ポートする理論基盤となっている。無細胞発現系と昆虫細胞系を用いて、分担機関が同定した ESP1 受
容体蛋白質の発現・調製が進んでいる。得られた受容体蛋白質を用いて、プルダウンアッセイ系の構築
に成功した。また、ESP ファミリー分子の試料調製と構造解析も進捗している。ESP4 の立体構造を決
定し、活性を保持したメス特異的な ESP36 の調製に初めて成功した。さらに、複合体モデルより得られ
た知見と構築したプルダウンアッセイ系を用いて、結合を阻害する化合物を見出している。分担機関と
密接な連携をとり、マネジメントも問題なく行っている。ESP1 の立体構造と受容体認識について、論
文投稿段階に至っており、学会発表も活発に行っている。以上から、代表機関は、当初目標を十分に達
成していると判断する。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者は中核機関・分担機関が連携して両者の研究計画が円滑に進むようにとりまとめ、適切にマ
ネジメントを行った。中核機関は、蛋白質の大量調製を行い、分担機関でのアッセイに供している。分
担機関は、アッセイ結果のフィードバックを行い、中核機関が調製する蛋白質の生理的意義を確立して
いる。また、中核機関が提供する立体構造情報に基づいて、両機関にて、変異体の設計・調製を行い、
分担機関でのアッセイにより、構造活性相関を解析している。さらに、共同でアゴニスト・アンタゴニ
ストの開発にもあたっている。以上のように、両機関が連携し、相互の進捗を促進している。相互の試
料送付は、計２３回行っている。プロジェクト開始以来、課題内の班会議・打合せを１９回行い、情報
の共有と研究方針決定を行った。
９．他の課題との情報共有・連携
①生産 C：セルフリーサイエンス社と連携し、無細胞合成系による ESP1 受容体の発現を行っている。
②生産 D3：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄 教授、生産 D2：理化学研究所播磨研究所・
山下敦子先生と、昆虫細胞による ESP1 受容体の発現を検討中である。③生産 C：東京大学大学院農学
生命科学研究科・田之倉 優教授、ターゲットタンパク研究・食品環境分野：東京大学大学院農学生命
科学研究科・永田宏次准教授と、ESP1 の溶液条件の検討および高圧条件での蛋白質の巻き戻しで連携
している。④制御 C：東京大学大学院薬学系研究科・長野哲夫教授、生 物 機 能 制 御 化 合 物 ラ イ ブ ラ
リ ー 機 構・岡部隆義教授らと化合物の提供と設計で連携している。⑤解析 D2：名古屋大学構造生物学
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センター、甲斐荘正恒先生と打合わせを行い、SAIL アミノ酸の使用法について検討中である。本プロ
グラム外では、フェロモン効果に関して麻布大学の菊水健史教授と連携している。
１０．人材育成
代表研究者が機関に所属する大学院生およびポスドクについて指導を行っている。日々のディスカッシ
ョンおよび研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計画のもとで具体的な実験計画を自ら立案し、自
主的に進められるよう教育を行っている。代表機関に参加したポスドクと大学院生は、熊本大学人材育
成プログラムに参加し、企業研修、産学連携、産業移転等に関する教育を受けている。来年度以降にむ
けて複数の研究費への申請を行っているが、本プログラム終了後の進路は現時点で未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
分担機関および各所属先の知財部とともに、ESP1 の機能に関して取得した特許の導出先を、国内およ
び国外実験動物供給会社を主な対象に検討中である。プルダウンアッセイ系で得た結合を阻害する化合
物について、分担機関と共同で、c-Fos 誘導活性を指標に、ESP1 活性阻害能を有するか否かを検討する
予定である。効果が認められた場合、さらに個体レベルでの効果を検証し、最終的に知財化を行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ESP ファミリーは哺乳類で分子から行動まで解析されている唯一のフェロモンである。行動まで至る脳
神経回路の解明は、本能的社会行動を制御する神経系の理解につながるものであり、脳科学全般への波
及効果は大きい。また、産業応用としては、平成 21 年に出願した特許と、今後スクリーニングで見つ
かる新たな制御物質に対して特許を取得し、これらを産業界へ技術移転をおこない、大規模フィールド
テストへと展開できることが期待される。
１３．特記事項
ESP1 の同定に端を発した研究は、ターゲットタンパク研究期間中に、ESP ファミリー分子の同定、活
性を保持したリガンドの調製、リガンドの構造決定、受容体の同定、フェロモン機能の同定、活性を保
持した受容体の調製、アッセイ系の構築、阻害物質の取得と、社会的アウトプットの達成に向け大きな
進展を見た。また、Nature 誌への掲載やテレビ報道など、メディアへの紹介によって社会的にも大きな
インパクトを与えることが出来た。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

12,550

3,073

0

983

0

0

0

0

人件費（千円）

2,016

10,349

5,479

業務実施費（千円）

3,588

1,578

間接経費（千円）

5,446
23,600

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

3,308

人件費・謝金（千円）

1,015

2,107

旅費（千円）

1,184

6,060

7,295

その他（千円）

4,500

3,461

3,115

間接経費（千円）

1,938

18,460

19,500

15,000

13,500

合計（千円）

8,400

80,000

669

955
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分担機関の課題名

齧歯類ペプチド性フェロモン ESP ファミリーの機能解析

分担機関

国立大学法人

機関の代表研究者名

東原和成

東京大学

１．課題開始時における各機関の達成目標
齧歯類は、鼻腔下部にある鋤鼻器官でフェロモンを感知する。今ま
で、国内外の研究により、マウスの鋤鼻器官を活性化するフェロモン
候補物質として、尿由来の低分子有機化合物やペプチド性物質がいく
つか単離されていたが、いずれも自由に行動しているマウスの鋤鼻器
官で感知されるという実証はなかった。我々は、オス特異的な鋤鼻活
性物質を涙腺から単離・精製し、構造決定を行った。その結果、約 7 kDa
の 分 子 量 を も つ ペ プ チ ド 性 の 物 質 を 同 定 し 、 ESP1 (exocrine
gland-secreted peptide)と命名した(Nature 2005)。この蛋白質をコードしている遺伝子は、数十種類からな
る新規の多重遺伝子ファミリーのひとつであった。このペプチドファミリーを ESP ファミリーと呼ぶ。
涙腺から分泌された ESP ファミリーは、直接接触によって他個体の鋤鼻器官に伝搬され、個体間の認識
や様々な行動や内分泌を制御するフェロモンと考えられるが、なかでもオス特異的 ESP1 は、メスに作
用する性フェロモンと予測される。すなわち、鋤鼻器官に発現する受容体と ESP1 の結合を制御する物
質（アンタゴニスト・アゴニスト）を見つければ、ネズミの性行動や繁殖を制御できると考えられる。
そこで、本研究課題は、我々が世界に先駆けて発見し、新たな研究領域を開拓している、「齧歯類の外
分泌ペプチド ESP ファミリー」をターゲットタンパクとし、以下の４つのプロジェクトを柱とする。マ
ウスからラット、野生のドブネズミやクマネズミへと ESP ファミリーの解析を展開する。特にオス特異
的 ESP1 に着目し、受容体を同定し、メス脳への入力部位およびフェロモン活性を明らかにする。ESP
ファミリーの立体構造解析および受容体結合面の同定を行う。ESP受容体相互作用を制御するアゴニスト、アンタゴニストを開発して、
既知のフェロモン効果や行動への影響を検証する（右図）
。そして、
齧歯類の個体数を制御し、ネズミの大発生などを抑止する方法を開
発することを最終達成目標とする。代表機関では構造解析、分担機
関では機能解析をおこなう。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①齧歯類の ESP ファミリーの解析
ラットゲノム上に ESP ファミリー遺伝子を７個見出し、発現解析の結
果、ESP5, 7 の二つが涙に分泌されていることがわかった。野生マウス
ESP1 の発現解析をおこなったところ、９コロニーのうち８つのコロニー
の全てのオスの涙で ESP1 の発現がみられた。近交系では現在までに
BALB/c と DBA 系統のみしか ESP1 を分泌している系統はみつかってい
ないことを考慮すると、特に自然界の野生ネズミにおける ESP1 の重要性
を示唆している（右図）
。
②マウス ESP の受容体の同定および機能解析
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ESP1 を認識する鋤鼻受容体 V2Rp5 の同定に成功した。ESP1-V2Rp5
の相互作用に関しては、V2Rp5-DsRed トランスジェニックマウスで
応答測定をおこない、さらに V2Rp5 ノックアウトマウスで ESP1 の
シグナルが消失することによって確認した（右図）。
③マウス ESP1 と受容体との相互作用部位の解析
ESP1 内の V2Rp5 受容体活性部位を同定するために、ESP1 の部位
特異的変異体および欠損体を作製して鋤鼻刺激活性を検証した。
Glu67 が受容体との相互作用に関わるアミノ酸である可能性が強い
ことが示された。コンピュータモデリングで ESP1 と V2Rp5 の相互作用するアミノ酸候補を見出した。
④ESP1 刺激による脳活性化部位の同定とフェロモン効果の検証
ESP1 刺激を受けたメスマウスは、脳視床下部領域が活性化され、オスへの交尾
受け入れ行動（ロードシス：右図）が顕著に促進していることがわかった。ESP1
がマウスの性行動を制御するフェロモンであることがわかり、繁殖を制御するため
のターゲットとなることが実証された。(特許出願、Nature 誌発表)
⑤アゴニスト・アンタゴニストの開発
中核機関と共同して、ESP1 活性を阻害するアンタゴニスト
のスクリーニングを c-Fos 誘導活性を指標に継続して行って
いるが、まだ制御化合物の同定には至っていない。
以上、齧歯類のペプチド性フェロモン ESP ファミリーをタ
ーゲットタンパクとして、ネズミの性行動や繁殖を制御する
という、当初の目標のための構造的機能的研究基盤を確立し
つつある（右図）。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
代表機関が記載
（３）機能解析に関する進捗及び成果
【研究の進捗状況・成果】
①齧歯類の ESP ファミリーの解析
ラットゲノム上で ESP 相同遺伝子検索を行ったところ、ラット ESP 遺伝子は、７個と推測された。
マウスとラットの ESP は混在しているので、ESP の重複による多様化は、マウスとラットの種分化以前
におきたことが予想される。外分泌腺での RT-PCR 発現解析を行ったところ、７個のうち４個の発現が
眼窩外涙腺および顎下腺で確認できた。mRNA 由来の cDNA の構造を解析した結果、そのうち２個は
ATG が存在しない偽遺伝子として存在したが、残りの２つに関しては全長決定をすることができた。
これら二つのラット ESP5,7 の抗体を作製し、涙分泌の有無を解析したところ、メス特異的に分泌が確
認された。ラット ESP5,7 組み換えタンパク質をオスラットにさらし、鋤鼻活性を解析したところ、副
嗅球で c-Fos 発現誘導が見られた。ESP5, 7 に関しては、代表機関に送り、構造解析を進めている。
野生のマウス（遺伝研所持）の ESP1 の発現解析をおこなったところ、９コロニー中８コロニーのオ
スの涙で ESP1 の強い発現がみられた。近交系マウスで、ESP1 を分泌している系統は、BALB/c と DBA
のみであった。近交系では ESP1 を分泌している系統は非常に少ないが、野生マウスで多く発現してい
る結果は、自然界の野生ネズミにおける ESP1 の重要性を示唆している。
②マウス ESP の受容体の同定および機能解析
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個々の鋤鼻神経には、約 120 種類ある V2R が排他的に発現している。つまり、ESP1 によって発現誘
導される c-Fos 陽性細胞には、ある特定の V2R が発現していることが予想される。c-Fos とすべての V2R
との２重染色を行ったところ、ひとつの V2R（V2Rp5 と命名）と完全に重なり、V2Rp5 が ESP1 の受容
体と考えられた。V2Rp5 が ESP1 の受容体であることを実証するために、
蛍光タンパク質 DsRed と V2Rp5
を共発現するトランスジェニックマウスを作製した。DsRed で光っている細胞は、c-Fos タンパク質の
発現誘導が観察されたとともに、ESP1 刺激に対して特異的な細胞内カルシウムイオン上昇が観察され
た。また、V2Rp5 ノックアウトマウスを作製したところ、ESP1 に対する応答が完全に消失した。V2Rp5
が ESP1 の受容体であることが実証された。
次に、マウス ESP1 の受容体 V2Rp5 の培養細胞でのアッセイ系の確立を目指した。ESP1 受容体であ
る V2Rp5 の ESP1 応答を再構成するために、小胞体排出シグナルと膜移行シグナルを組み込んだ発現ベ
クターを構築して測定をおこなった。現在、検証中である。
その他、ESP1 以外の ESP の解析および受容体の同定の試みをおこなった。中核機関で精製したマウ
ス ESP1 および ESP4 を用いて、鋤鼻器官の c-Fos アッセイ系を用いて精製蛋白質の活性の確認をおこな
ったところ、ESP4 は V2Rp5 以外の受容体を発現する神経で認識されていることがわかった。現在、ESP4
の受容体を探索中である。
③マウス ESP1 と受容体との相互作用部位の解析
ESP1 内の V2Rp5 受容体活性部位を同定するために、ESP1 の部位特異的変異体および欠損体を作製
した。各々の変異体および欠損体の鋤鼻刺激活性を検証したところ、鋤鼻刺激活性に必要なドメインお
よびアミノ酸の候補を同定することができた。具体的には、分泌型 ESP1（Ala36-Gly99）の N 末端と C
末端の欠損体を作製し、c-Fos 誘導活性でフェロモン活性を解析したところ、ESP1 の活性最小単位は、
Gln52-Cys95 であることがわかった。ジスルフィド結合が活性に重要であることが判明した。中核機関
で解明した ESP1 の三次元立体構造をもとに、タンパク質表面に存在するチャージアミノ酸に着目し、
Arg56, Arg60, Glu67, Asp69, Lys70, Asp88, Arg92, Arg96 に部位特異的変異を導入して解析した。その結果、
Glu67 が受容体との相互作用に関わるアミノ酸である可能性が強いことが示された。この結果をうけて、
中核機関と共同して、ESP1 と V2Rp5 受容体の相互作用するアミノ酸の候補を、コンピュータモデリン
グと結合アッセイを組み合わせることによって見出した。
④ESP1 刺激による脳活性化部位の同定とフェロモン効果の検証
ESP1 信号は、鋤鼻神経から副嗅球を経て、高次脳神経系に入力され、最終的に行動あるいは生理的
変化へと変換される。ESP1 刺激によって c-Fos 発現誘導がおきる高次脳領域を解析したところ、視床下
部内側領域でメスにおいてのみ発火がみられた。次に、ESP1 の刺激がメスの交尾行動に与える影響を
解析した。その結果、ESP1 を提示していないメスに比べて、ESP1 を提示したメスでは「ロードシス」
という姿勢を示す頻度が約 5 倍高くなった。ロードシスは、交尾の際にオスをより受け入れやすくする
ため、反射的に背中を反らすようメスに本能的にそなわっている体勢である。実際に、オスがペニスを
挿入する割合も ESP1 を提示したメスで上昇するのが観察された。ESP1 を分泌するオスと分泌しないオ
スに対するメスの交尾行動を観察してみたところ、メスは ESP1 を分泌するオスに対して、よりロード
シスを行なった。これらの結果により、ESP1 がマウスのオスフェロモンとして機能していることが実
証された。哺乳類において初めてのペプチド性フェロモンである。
⑤アゴニスト・アンタゴニストの開発
中核機関と共同して、ESP1 活性を阻害するアンタゴニストのスクリーニングを、c-Fos 誘導活性を指
標に行った。また、中核機関で無細胞発現系による ESP1 受容体細胞外領域の大量発現に成功したので、
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これを用いて ESP1 とのプルダウンアッセイ系を構築して、結合阻害効果をもつ物質の探索を共同で行
った。現在、ESP1 と受容体の結合への阻害効果を、カルシウムイメージングアッセイ系で検証を進め
られる系を構築中である。
【論文発表・特許】ESP1 がメスの性行動を促進するフェロモンであることを明らかにし、マウスの繁
殖制御に使える知見ということで特許出願をおこなった。また、ESP1 の受容体の同定からフェロモン
効果までの成果は、Nature 誌に発表した。
【達成度】項目 7 に詳細を記載するが、分担する研究の当初目標を十分に達成していると判断する。
【成果の発信】別紙 1 に詳細を記載するが、ESP1 の受容体の同定からフェロモン効果までの成果は、
英語雑誌のみならず日本語雑誌にも知見を積極的に発信した。
３．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構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

９件

５．各機関の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１２件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ラットおよび野生マウスの ESP ファミリーの同定と発現解析は、予定通り進捗した。ESP1 の受容体の
同定に成功し、認識機構の解明は、変異体解析によって予定通り進捗した。フェロモン効果の検証も、
ESP1 がメスの性行動を促進することを明らかにし、ESP1 の受容体の同定からフェロモン効果までの成
果は、Nature 誌に発表した。現在、最終目標である ESP-受容体相互作用を制御するアゴニスト、アン
タゴニストの開発のためのアッセイ系の構築に取り組んでおり、学会発表も順調であることから、分担
する研究の当初目標を十分に達成していると判断する。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関では、毎週一回プログレスリポート発表でそれぞれが担当する研究について成果や進捗状況を
発表し、研究室全員で情報共有をし、討議する機会を設けている。また、必要に応じて、頻繁にミーテ
ィングを行って情報交換をするなど、分担機関代表者によってマネジメントが適切に行われている。
中核機関は、蛋白質の大量調製を行い、分担機関でのアッセイに供している。分担機関は、アッセイ結
果のフィードバックを行い、中核機関が調製する蛋白質の生理的意義を確立している。また、中核機関
が提供する立体構造情報に基づいて、両機関にて、変異体の設計・調製を行い、分担機関でのアッセイ
により、構造活性相関を解析している。このように、両機関が連携し、相互の進捗を促進している。相
互の試料送付は、計２３回行っている。プロジェクト開始以来、課題内の班会議・打合せを１９回行い、
情報の共有と研究方針決定を行った。
９．他の課題との情報共有・連携
代表記載分の他、本プログラム内では、課題とは別であるが、嗅覚受容体に関して東京大学濡木理教授
と共同研究をおこなっている。本プログラム外では、フェロモン受容体などの遺伝子改変マウスに関し
ては理化学研究所の吉原良浩博士と連携、フェロモン効果に関しては麻布大学の菊水健史教授と連携、
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遺伝子操作については OBI の小早川令子博士と連携している。
１０．人材育成
分担機関の東原は、分担機関の研究全体を統括するとともに、研究員、大学院生の指導を行っている。
毎週一回 2 名によるプログレスリポート発表と１名による関連文献の紹介（ジャーナルクラブ）を行い、
研究室全員で討議する機会を設けて、ロジック構築能力を育てている。また、頻繁にディスカッション
をして人材育成をはかっている。業務参加者の佐藤は、研究プロジェクトに従事するとともに、他の研
究員、大学院生の指導を担当した。佐藤は、本課題の研究遂行にあたって、タンパク質生化学の技術を
伸ばすとともに、遺伝子組換えマウスの作製技術を新たに習得し、さらにマウスの行動アッセイ系の実
験系にも携わった。そして、我が国において、分子、タンパク質、遺伝子、さらには個体レベルでの幅
広い研究を展開できる数少ないエクスパートに成長した。その結果、会社就職が難しい年齢だったのに
も関わらず、昨年エーザイ株式会社にポジションを得て、現在、英国支社において活躍している。
１１．終了までの具体的な見通し
ESP1 以外の ESP、およびラット ESP の生理的役割および機能を明らかにする。それによって、ESP1
だけでなく他の ESP をネズミの繁殖制御のターゲットにすることができるようになると期待される。
ESP1 受容体の in vitro 細胞系での機能発現アッセイ系を確立する。それによって、ESP1 活性を阻害
するアンタゴニストのスクリーニングが飛躍的に進み、繁殖制御物質が見つかることが期待される。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ESP ファミリーは哺乳類で分子から行動まで解析されている唯一のフェロモンである。行動まで至る脳
神経回路の解明は、本能的社会行動を制御する神経系の理解につながるものであり、脳科学全般への波
及効果は大きい。また、産業応用としては、平成 21 年に出願した特許と、今後スクリーニングで見つ
かる新たな制御物質に対して特許を取得し、これらを産業界へ技術移転をおこない、大規模フィールド
テストへと展開できることが期待される。
１３．特記事項
特になし
１４．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度
物品費（千円）

計

6,500

0

0

1,980

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

5,473

5,535

5,514

旅費（千円）

業務実施費（千円）

1,500

4,142

6,003

2,891

その他（千円）

間接経費（千円）

2,400

2,885

3,462

3,115

間接経費（千円）

1,615

13,477

10,400

12,500

15,000

13,500

合計（千円）

7,000

58,400

合計（千円）
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人件費・謝金（千円）

5,117
0
97
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Ｂ３（食品・環境等の産業利用）
代表／分担機関の課題名

多糖の輸送・分解に関わる細菌由来超分子の構造生物学とその食品・環境
分野への応用

代 表 ／ 分 担 機 関

京都大学

機関の代表研究者名

橋本

渉

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

M
M

G

M
M

G

M
G

制御

M

M

(AlgQ1,AlgQ2)

M

G

M
G

活性化

M

M
M
M
G

M

ATP

M

ADP

M M
M

algS

algM1 algM2

algQ1

G

M

M

ccpA

G

M

M

aly

G

G

G

algQ2

a1-IV

M

a1-IV'

G

M

a1-II'

a1-I
a1-II
a1-III

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要（本プログラムで決定した構造例を右図に示す。）
①細胞表層レセプター A1 株由来細胞表層レセプターとして機能す
るフラジェリンホモログの結晶構造を分解能 2.1Å で決定した。レセ
プターは、αドメインとβドメインから成る。断片化タンパク質を用
いた変異体解析により、レセプターのアルギン酸結合には、N 末端領
域（残基番号 20-40）或いは C 末端領域（353-363）が重要であること
が分かった。アルギン酸結合性を示す C 末端領域は、揺らぎの多いα
ヘリックスを構成する。ペプチドグリカン分解酵素（PGH）がレセプ
ターの細胞表層分泌に機能し、細胞表層タンパク質 SPH2681 がレセ
プターの細胞表層提示に関与することが示唆された。
②ABC インポーター DNA マイクロアレイにより、A1 株は ABC イ
ンポーター［AlgS （ATP 結合ドメイン）、AlgM1、AlgM2 （膜貫通
ドメイン）］のオペロン遺伝子をアルギン酸存在下で誘導発現するこ
とが分かった。オペロン遺伝子のクローニングにより大腸菌発現系を
構築し、可溶化した膜タンパク質から ABC インポーターを精製した。
N 末端配列とゲル濾過解析から、精製タンパク質は A1 株ネイティブ
体と同様の会合体（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS; 4 量体）を形成すること
を確認した。この会合体は、アルギン酸結合タンパク質（AlgQ1 或い
は AlgQ2）と複合体を形成し、ATP 加水分解活性を示した。複合体
（AlgQ2/AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の結晶は分解能 3.3Å の X 線回折
データを与え、現在その構造モデルを構築中である（AlgQ2 と新規 本プログラムで解析した構造
に AlgS の構造決定）。A1 株は、細胞表層に形成する体腔の直下に ABC インポーターを配置する。
③多糖分解酵素 アルギン酸リアーゼ vAL-1（ファミリーPL-14）と Atu3025（PL-15）、ラムノガラクツ
ロナンリアーゼ YesW と YesX（PL-11）、ペプチドグリカン分解酵素 PGH（GH-73）、及びラムノシダー
ゼ RhaB（GH-78）の結晶構造を、各ファミリータンパク質として最初に決定した。多糖分解酵素（リ
アーゼ 6 種類、ヒドロラーゼ 3 種類、イソメラーゼ/エピメラーゼ 1 種類、還元酵素 1 種類）とリガン
ド（基質や反応産物）との複合体構造を解析し、リガンドとの相互作用に重要なループやドメインの開
閉運動、並びに各酵素における反応機構（触媒残基と基質結合残基）を明らかにした。多糖リアーゼに
おける作用様式（エンド/エキソ型）に関わる構造要因を決定した。
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Ｂ３（食品・環境等の産業利用）
（２）構造解析に関する進捗及び成果
・研究の進捗状況と成果
①細胞表層レセプターの構造解析
N 末端 53 残基と C 末端 45 残基を欠失させたレセプター（∆N53C45:アルギン酸結合能なし）の結晶構
造を分解能 2.0Å で決定した。∆N53C45 の構造は、N 及び C 末端領域のαドメインと中央領域のβドメイ
ンから成る。両ドメインは、2 本の短いペプチド配列で繋がっている。Thr62-Thr167 と Asn283-Ala326
から成るαドメインは、2 本の逆平行に配置した長いαヘリックス（H1 と H2）、2 つのβヘアピン（S1-S2
と S3-S4）、及び C 末端の 1 本のαヘリックス（H5）から構成される。Ser173-Gly281 から成るβドメイ
ンは 2 枚の逆平行βシート（A と B）をもち、各シートは各々4 本のβ鎖（SA1-SA4 と SB1-SB4）から
構成される。長いαヘリックス（H3）がシート A とシート B との間に、短いαヘリックス（H4）が SB2
と SB1 との間に存在する。アルギン酸結合能を示す断片化レセプタータンパク質∆N20C20（N 末端 20 残
基と C 末端 20 残基を欠失）の結晶構造を分解能 2.1Å で決定し、アルギン酸と結合する C 末端領域（残
基番号 353-363）はαヘリックスを構成することを明らかにした。
②ABC インポーターの構造解析
ATP 加水分解活性を消失した ABC インポーター変異体［AlgM1（∆25）-AlgM2（His10）/AlgS（E160Q）
-AlgS（E160Q）］
（AlgM1 の N 末端 25 残基欠失、AlgM2 の C 末端に 10 残基の His タグ付加、AlgS の
Glu-160 を Gln に置換）に焦点を当て、その結晶化における界面活性剤と添加剤のスクリーニングを行
った。組換え大腸菌の細胞膜から、界面活性剤ドデシルマルトシド DDM で可溶化し、Cymal-6 で精製
した変異体 ABC インポーター会合体（7 mg/ml）を、アルギン酸結合タンパク質（3 mg/ml AlgQ2）、ア
ルギン酸三糖（2 mM）、ATP（4 mM）、MgCl2（4 mM）、Cymal-6（0.03%）、CHAPSO（16 mM）、及
び NDSB256（140 mM）の共存下で結晶化溶液［50 mM ADA-NaOH（pH 6.6）、134 mM Tricine-NaOH
（pH 8.4）、0.1 M NaCl、22% PEG4000］に供したところ、分解能 3.8 Å までの X 線回折データを与え
る結晶が得られた。本結晶は異方性を示さず、顕著に分解能の向上に寄与した。回折データをプロセス
した結果、本結晶は空間群 P212121 に属し、格子定数は a = 72.5 Å、b = 136.8 Å、c = 273.3 Å であった。
現在、セレノメチオニン誘導化 ABC インポーター変異体を調製し、その AlgQ2 との複合体結晶から得
られた分解能 3.3Å までの X 線回折データを用いて、異常分散法により位相を決定している。既に、複
合体における AlgQ2 の構造を決定し、新たに ATPase ドメイン（AlgS）の初期モデルを構築した。
アルギン酸は、マンヌロン（M）とグルロン酸（G）から成るヘテロ多糖である。A1 株のアルギン酸
取り込みにおけるヘテロ多糖の認識機構を明らかにするため、アルギン酸結合タンパク質（AlgQ1）と
不飽和マンヌロン酸三糖（dMMM）との複合体の構造を決定した。AlgQ1 と AlgQ2 における不飽和四
糖（dMMGM）との結合様式と比較すると、サブサイト 3 位において糖（M と G）の水酸基とタンパク
質との間に生じる水素結合ネットワークに相違が認められた。この結合様式の多様性が、アルギン酸結
合タンパク質にヘテロ糖 M と G との結合能を付与していることが明らかになった。
③多糖分解酵素の構造解析
多糖リアーゼ、グリコシダーゼ（ヒドロラーゼ）、糖質イソメラーゼ/エピメラーゼ、及び還元酵素の
X 線結晶構造解析を実施した。主要な成果について、以下に記す。
アルギン酸リアーゼ A1-II’, A1-III, vAL-1, Atu3025 多糖リアーゼは、一次構造に基づいて 22 のファミ
リー（PL-1~22）に分類される。A1-II’（PL-7）に関して、アルギン酸構成糖（M と G）の組成に依存し
ない広い基質特異性を示す構造要因を明らかにした。緑膿菌バイオフィルムを強力に分解する A1-III
（PL-5）に関して、低抗原性変異酵素の構造解析から、分子表面への極性基の露出度が抗原性に関与す
ることが示唆された。vAL-1 と Atu3025 の結晶構造を各々PL-14 と 15 タンパク質として初めて決定した。
ラムノガラクツロナンリアーゼ YesW と YesX 枯草菌由来 YesW と YesX の結晶構造を PL-11 タンパク
質として初めて決定した。YesW と YesX は、共に 8 枚羽根（A~H）のβプロペラを基本骨格とする。
カルシウムイオンが各羽根（D を除く）に存在する。βプロペラ構造は、他の多糖リアーゼファミリー
には見られない新規なフォールドであった。
ラムノシダーゼ RhaB ラムノシダーゼは、植物配糖体ナリンジンに作用し、ラムノースを遊離する。
この反応により柑橘類に含まれる苦味成分が除去されるため、本酵素は飲料分野で有用な酵素として期
待されている。Bacillus 属細菌 GL1 株由来 RhaB（GH-78）の結晶構造を分解能 1.9Å で決定した。RhaB
の高次構造は、ラムノシダーゼで初めての例である。
ペプチドグリカンヒドロラーゼ PGH 一次構造に基づいてファミリーGH-73 に分類されるタンパク質
は、殆ど全ての細菌に存在し、鞭毛ロッドアセンブリー、ペプチドグリカン分解や自己溶菌に機能する。
A1 株由来ペプチドグリカンヒドロラーゼ PGH の構造解析を進め、ファミリーGH-73 タンパク質として
最初の高次構造を分解能 1.7Å で決定した。PGH は、リゾチーム様フォールドであるα/β-ローブ構造
を基本骨格とし、両ローブの間には大きなクレフトをもつ。
アルドース/ケトースイソメラーゼ YihS 多反応を触媒する YihS とそのマンノースとの複合体の構造か
ら、本酵素の触媒反応機構を明らかにした。
・論文発表と特許件数：論文数（16）、特許件数（0）
・目標達成度：①細胞表層レセプター（95%）、②ABC インポーター（60%）、③多糖分解酵素（95%）。
・研究成果の発信：得られた成果を、学術論文や学会で発表すると共に、産学懇談会やキャンパス公開
などにより企業研究者や高校生を含む一般市民に広く発信した。
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Ｂ３（食品・環境等の産業利用）
（３）機能解析に関する進捗及び成果
・研究の進捗状況と成果
①細胞表層レセプターの機能解析
レセプターにおけるアルギン酸結合領域を明らかにするため、種々の断片化タンパク質を作製し、そ
のアルギン酸結合能を表面プラズモン共鳴法により解析した。全長レセプター（WT）とアルギン酸と
の相互作用に関して、濃度依存的な結合と解離が見られた。一方、N 末端 53 残基と C 末端 45 残基を欠
失した変異体（∆N53C45）はアルギン酸との相互作用を示さなかった。N 末端と C 末端を段階的に欠失
した変異体のアルギン酸結合性実験から、レセプターのアルギン酸結合にはαドメイン［N 末端領域（残
基番号 20-40）或いは C 末端領域（353-363）］が重要であることを明らかにした。
レセプターの細胞表層局在化（提示）機構に関して、レセプターと濃度依存的に結合する A1 株細胞
表層タンパク質 SPH2681 を見出した。SPH2681 は単量体でレセプターと相互作用するが、SPH2681 及
びそのオペロンを構成するタンパク質 SPH2682 がヘテロ二量体を形成するとペプチダーゼ活性を示す。
単量体 SPH2681 は、レセプターの細胞表層アンカーとして機能することが示唆された。
②ABC インポーターの機能解析
A1 株におけるアルギン酸の取り込みと分解に関わる遺伝子クラスターの発現機構を明らかにするた
め、アルギン酸有無における A1 株の遺伝子発現レベルを DNA マイクロアレイにより解析した。その
結果、遺伝子クラスターにコードされているエンド型アルギン酸リアーゼ（A1-I,II,III, 19.7 倍）、ATP 結
合タンパク質（AlgS, 14.2 倍）、膜貫通タンパク質（AlgM1, 12.3 倍; AlgM2, 10.8 倍）
、アルギン酸結合タ
ンパク質（AlgQ1, 19.7 倍; AlgQ2, 30.3 倍）、及びエキソ型アルギン酸リアーゼ（A1-IV, 23.3 倍）の各遺
伝子は、アルギン酸存在下で顕著に誘導発現していた（括弧内数値は発現上昇レベル）。
ABC インポーターを構成するサブユニット（AlgM1、AlgM2、及び AlgS）の各遺伝子が同程度誘導
発現していることから、これらの遺伝子はオペロン構造を形成することが示唆される。AlgM2 の C 末
端に His タグ配列が付加されるように、オペロン遺伝子を発現ベクターに組込み、大腸菌細胞膜に ABC
インポーター会合体（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）を発現させ、精製した。N 末端配列とゲル濾過解析か
ら、精製タンパク質は A1 株ネイティブ体と同様の会合体（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS; 4 量体）を形成す
ることを確認した。プロテオリポソームに再構成した会合体は AlgQ1 或いは AlgQ2、並びにアルギン酸
存在下で顕著な ATPase 活性を示すことから、ABC インポーターの機能的再構成が明らかになった。
体腔と ABC インポーターとの相関を明らかにするため、A1 株の細胞切片について抗 ABC インポー
ター抗体を用いた免疫電子顕微鏡解析を行った結果、体腔形成部位に ABC インポーターが発現してい
ることが分かった。従って、体腔に濃縮されたアルギン酸は、体腔直下に配置されたアルギン酸結合タ
ンパク質と ABC インポーターの作用により細胞内に輸送されることが示唆された。
ABC インポーターとペリプラズム局在性アルギン酸結合タンパク質との相互作用を表面プラズモン
共鳴法により解析した結果、ABC インポーターに対して AlgQ2 は濃度依存的に結合並びに解離するこ
とが分かった。また、ABC インポーターは、アルギン酸三糖の結合によりドメインが閉じた構造の結
合タンパク質 AlgQ2 を強く認識することが明らかになった。
③多糖リアーゼの機能解析
構造解析の結果に基づき、部位特異的変異解析を行い、各酵素の構造と機能との相関を明らかにした。
得られた知見は、触媒反応の向上や基質特異性の改変を可能とし、食品や環境分野へ応用可能な酵素の
分子設計に繋がる。主要な成果について、以下に記す。
アルギン酸リアーゼ A1-II’, vAL-1, Atu3025 A1-II’はリジッドなクレフトを覆う形で、フレキシブルな 2
つのループ L1（Pro133-Pro145）と L2（Ile193-Pro201）をもち、ループの動的開閉（1.7Å）により基質
の取り込みと反応産物の遊離を行う。vAL-1 は、糖との結合部位を pH 依存的に変化させることにより、
エンド型（pH 7）或いはエキソ型（pH 10）の作用様式を発現する。Atu3025 は、分子内の二つのドメイ
ンの動的開閉（10˚）により長鎖末端糖の結合を制御し、エキソ型活性を示す。
ラムノガラクツロンナンリアーゼ YesW と YesX エンド型 YesW に見られないエキソ型 YesX に特異な
活性クレフトを覆うループ構造に関して、その欠失変異により YesX をエンド型 YesW 様酵素に分子変
換することができた。このループ構造が、長鎖基質の活性中心への結合を制限している。
ラムノシダーゼ RhaB RhaB とラムノースとの複合体の結晶構造から、活性部位の同定と酸性残基によ
る触媒反応機構の提唱を行った。
ペプチドグリカンヒドロラーゼ PGH 比較構造解析により、リゾチームを含めペプチドグリカンに作用
する酵素は、α/β-ローブを基本骨格にもつことが分かった。活性部位では、プロトン供与残基 Glu は
構造的に保存されているが、求核性/塩基残基には多様性があることが示唆された。
不飽和グルクロニルヒドロラーゼ UGL 連鎖球菌 UGL の硫酸化基質に対する作用要因を明らかにし、
非硫酸化基質を好む Bacillus 属細菌 GL1 株由来 UGL を硫酸化基質にも作用する酵素に分子変換した。
構造類似性から機能不明 YihS がイソメラーゼ/エピメラーゼ
アルドース/ケトースイソメラーゼ YihS
であることを同定し、安価なグルコースからフルクトースとマンノースを生産できることを示した。
・論文発表と特許件数：論文数（21）、特許件数（0）
・目標達成度：①細胞表層レセプター（90%）、②ABC インポーター（90%）、③多糖分解酵素（90%）。
・研究成果の発信：得られた成果を、学術論文や学会で発表すると共に、産学懇談会やキャンパス公開
などにより企業研究者や高校生を含む一般市民に広く発信した。
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Ｂ３（食品・環境等の産業利用）
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

35 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

50 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

35 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
多糖の輸送と分解に関わる細菌由来超分子（①細胞表層レセプター、②ABC インポーター、③多糖
分解酵素）を分子生物学と構造生物学の観点から解析し、計画目標をほぼ達成した（90%）。①細胞表
層レセプター 鞭毛形成に関与しない細胞表層レセプター（フラジェリンホモログ）の結晶構造を決定
した。レセプターにおけるアルギン酸結合領域を特定し、レセプターの細胞表層提示機構を考察した。
②ABC インポーター ABC インポーター会合体（AlgM1-AlgM2/AlgS-AlgS）の発現・精製系を確立し
た。X 線回折データを与える会合体と結合タンパク質複合体の結晶が得られ、構造決定に繋がる確かな
基礎が作られた（最終目標である ABC インポーターの構造は、最終年度での決定を目指す）。体腔と
ABC インポーターの細胞表層における配置、並びに ABC インポーターと結合タンパク質との相互作用
様式を決定し、高分子多糖の取り込み機構を明らかにした。③多糖分解酵素 各酵素とリガンドとの複
合体の構造解析を進め、基質特異性、触媒反応や作用様式に関わる構造要因を決定した。構造と機能と
の相関を解析することにより、医薬、食品、環境分野に有用な至適化酵素の分子設計の礎を築いた。
８．課題内の情報共有・連携体制
本プロジェクトは単独機関（京都大学農学研究科 3 グループ：橋本、三上、村田）で推進しているが、
グループの密接な連携と円滑な運営を遂行するため、定期的に進捗報告会と技術検討会を開催し、プロ
ジェクト全体の進捗状況を確認するとともに個別に生じた課題の問題解決を図った。代表研究者が所属
する研究室は微生物学を専門とするが、構造生物学も実施できる環境にある。そのため、業務従事者は
各タンパク質を構造と機能の両面から解析している。また、代表研究者と分担研究者は個々に SPring-8
ビームタイム（一般課題）を獲得しているが、現場では共同でデータを収集し、本プログラムの推進に
努めている。そのため、本プログラムの研究成果に関わる論文は、3 名連名で発表している。
９．他の課題との情報共有・連携
ABC インポーターは膜複合体であるため難易度の高いターゲットタンパクであるが、技術的課題を
克服するため本プログラム主催のワーキンググループやシンポジウムに積極的に出席し、情報交換並び
に収集を行っている。また、本プログラム提供の SPring-8 ビームタイムや宇宙結晶化実験に積極的に参
加し、難易度の高いターゲットタンパクの構造決定に注力している。各酵素、タンパク質、ABC イン
ポーターの構造・機能相関を明らかにするため、各種化合物ライブラリーを使用する予定である。本研
究成果（発現、構造、機能、論文の情報など）は、情報プラットフォームに随時登録している。
本プログラム期間内に、2 回の招待講演を行った（日本応用糖質科学会と関西グライコサイエンスフ
ォーラム）。最近、日本バイオインダストリー協会セミナー（産学懇談会）において、本プログラム成
果を発表した。それらの講演会場には本プログラム以外の大学と企業研究者が多数出席されており、本
プログラム成果（特に、多糖分解酵素の構造と機能）に関する情報を提供した。一方、企業研究者から
糖質関連酵素の企業ニーズを把握することができた。また、論文発表に伴い、多糖分解酵素の分譲依頼
を多数受理し、世界中の大学と企業研究者に酵素を提供することにより、それらの用途拡大に努めた。
１０．人材育成
代表研究者と分担研究者が密接に連携し、人材育成に取り組んでいる。
本プログラムで雇用した博士研究員（合計 2 名）に対して、週に一度のミーティングを行い、各自の
課題が進展するように討論している。また、技術的支援と論文作成指導も行っている。当該博士研究員
は、研究成果を筆頭著者として J.Biol.Chem.や J.Mol.Biol.に発表し、その後、福井県立大学常勤助教と
日本学術振興会特別研究員（女性 RPD）に各々採用されている。また、本プログラム課題に従事した博
士研究員（京都大学支援）も多数の論文を発表し、現在、新潟大学常勤助教として勤務している。
大学院生と学部生に対しても、週に一度のミーティングと定期的な進捗セミナーを行い、各自の課題
の円滑な進展に努めている。また、SPring-8 でのデータ収集に従事させ、フィールドワークにも対応可
能な人材に育成している。本プログラム課題に従事した大学院生は千葉大学医学部博士研究員、日本学
術振興会特別研究員（DC1）、味の素（株）などに採用（内定）されている。
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１１．終了までの具体的な見通し
【終了までの見通し】①細胞表層レセプター 細胞表層レセプターとして機能するフラジェリンホモロ
グの構造・機能相関に関する成果を、細菌全般にわたるフラジェリンの機能と局在性、及び鞭毛の起源
と分子進化に関する新たな研究領域の創造に繋げる。つまり、フラジェリンが細胞表層での栄養認識レ
セプターから運動器官である鞭毛の構成成分に（その逆も含む）変換した可能性を追究する進化プロセ
ス研究に新たな視点を提供する。②ABC インポーター ABC インポーターと結合タンパク質との複合
体構造を解析し（進行中）、高分子物質輸送に関わる構造の全容を明らかにする。③多糖分解酵素 各
酵素の構造学的知見に基づく機能改変（至適化）酵素を分子設計し、多糖から成るバイオフィルムの除
去を基本とした細菌感染症に対する治療や腐食防御のエコシステム維持への応用、並びに新規食品多糖
の素材設計を図る。【共同研究の推進】これまでに、各種の有用な糖質関連酵素を以下に示す国内外の
企業や大学・研究機関に提供している。企業：生化学工業、米国 Bio Architecture Lab, Inc など；大学・
研究機関：千葉大学、米国 Dartmouth 大学、インド BARC Facilities、ポーランド Gdansk 大学、アルゼ
ンチン PROIMI-CONICET 国立研究所など多数。これらの研究者と意見交換を行い、当該糖質関連酵素
について、産業移転の可能性を模索している。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムで対象とした多糖分解酵素は、食品、環境、医薬分野で有用である。これらの構造と機
能に関する知見は、新規な食品多糖の分子設計、細菌由来の多糖性バイオフィルムの分解と除去、感染
症治療薬の開発などに繋がると期待される。特に、多糖分解酵素の作用様式（エンド/エキソ型）に関
わる構造要因の解明は、各種バイオマス（セルロースなど）から単糖を遊離するエキソ型酵素の分子設
計に関する基盤技術を提供できる。構造ゲノミクスの進展に伴い、機能不明タンパク質の構造が明らか
にされている。YihS のように、構造類似性から新たに機能を同定することが可能であるため、本プログ
ラムによる網羅的な構造解析はポスト構造ゲノミクスとして科学技術の発展に寄与する。
ABC インポーターは、バイオレメディエーションに適用可能である。現在のバイオレメディエーシ
ョンに関する研究は、基本的に特定の環境有害物質を分解する微生物を分離し、その分解能力や分解経
路に関わる酵素と遺伝子を解析することに主眼が置かれている。一方、A1 株の体腔と ABC インポータ
ーを同属のダイオキシン分解細菌に分子移植し、取り込み能を向上させた強力な分解菌を育種できる
（生研センタープロジェクト：代表、村田）。当該プロジェクトと本プログラムの成果を融合させて、
環境有害物質の取り込み機能を格段に改変した細菌を環境浄化へ適用することは、地球環境問題の低減
や持続可能社会の構築に寄与し、生物系産業や環境関連産業に多大な影響を及ぼすことが期待される。
１３．特記事項
①細胞表層レセプター 細菌フラジェリンは、分子内の Flagellin_IN モチーフの有無により 2 種類に大
別される。Flagellin_IN モチーフはフラジェリン以外の鞭毛タンパク質にも見られるため、鞭毛形成に
関わる構造要因として重要である。A1 株細胞表層レセプターの構造は、フラジェリンとしてはサルモ
ネラ菌（大阪大学・難波教授グループ）に次いで 2 例目となるが、Flagellin_IN モチーフを含むフラジ
ェリンとしては最初の例であり、Flagellin_IN モチーフの構造・機能相関を解明する端緒となる。②ABC
インポーター アルギン酸 ABC インポーターの結晶化は、高分子物質輸送系の最初の例であり、これ
まで低分子基質に限定されていた輸送体に加え、新たに高分子物質を取り込む分子機構の解明に繋が
る。高分子物質輸送に関わる細胞表層レセプターと ABC インポーターの構造・機能解析は、A1 株を含
めた細菌の特異な生存戦略と高分子物質輸送のシグナル伝達機構を理解する上で重要であり、「如何に
細菌が細胞外低分子化酵素に依存せず、高分子物質を直接取り込む能力を獲得したか」という進化を含
めた問題を解決する端緒となることが期待される。③多糖分解酵素 本研究グループが解析した多糖分
解酵素［リアーゼ A1-II’,A1-III,YesW（YesX）,vAL-1, Atu3025 及びヒドロラーゼ UGL,RhaB,PGH］の構
造は、各酵素が分類されるファミリー（PL-5,7,11,14,15 及び GH-88,78,73）において最初の例である。こ
れまでの研究と併せて、多糖リアーゼの網羅的な構造・機能解析は、一次構造に依らない高次構造によ
る酵素分類法を提唱し、基質認識と触媒反応に関わる構造共通性を明らかにした。これらの成果は、学
術的のみならず、実用可能な酵素の分子設計に繋がる。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

1,019

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

6,382

人件費（千円）

5,253

7,820

8,415

7,838

旅費（千円）

263

業務実施費（千円）

10,132

3,719

2,354

2,931

その他（千円）

490

間接経費（千円）

4,615

3,461

3,231

3,231

間接経費（千円）

2,446

合計（千円）

20,000

15,000

14,000

14,000

合計（千円）

10,600
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課

題

名

新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良

機

関

名

国立大学法人

代 表 研 究 者 名

三木

京都大学

邦夫

１．課題開始時における達成目標
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
AMP phosphorylase，ribose 1,5-bisphosphate (R15P) isomerase の機能解析を行い，本経路の生理的な役割
を解明すると共に，それらの発現，精製方法を検討し，構造解析に適する試料を調製する．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase，R15P isomerase について，結晶化・構造解析を行う．Rubisco については，野生型
と変異型酵素の構造解析を行い，酵素活性が変化した理由を明らかにする．そこから得られた情報を
元に，機能向上が見込まれる新たな変異体酵素を設計する．
3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析•改変
Tk-Rubisco の構造解析の結果に基づいて設計された，機能向上が見込まれる新たな変異体酵素の発現•
精製と機能評価を行う．また，構造解析に適する試料を調製する．

図 1:
本研究における
新規炭酸固定経路
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
本経路は細胞内で核酸の量的制御を担うことを

細胞内核酸の量的制御
への関与を証明（課題1）

示した．AMP phosphorylase の活性および多量体
形成に重要な領域を特定し，また多量体形成の
意義を明らかにした．部位特異的変異導入法に
より，R15P isomerase の活性残基を特定した．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase の N 末欠失体の構造解析に成
功した．R15P isomerase の基質非結合型，基質結
合型，生成物結合型の構造解析に成功し，機能
解析結果と併せて反応機構を解明した．Rubisco
の構造解析に成功し，得られた構造情報から，
さらに機能向上する第二•第三世代変異体の設
計を行うことができた．
3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析•改変

すべての酵素の構造解析に成功（課題2）
Rubisco活性
55%上昇（課題3）

図 2: 本研究の成果概要

構造解析チームによって得られた情報から，第二•第三世代変異体の創製•機能解析を行った結果，よ
り高活性の変異体を得ることに成功した．
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
(1) AMP phosphorylase: 本酵素は，全長では巨大複合体を形成してお

C末ドメイン
間の会合

り，構造解析が困難であったが，機能解析チームで創製した N 末欠失体
を用いることで，3.5 Å 分解能の構造解析に成功した．AMP phosphorylase
は，N 末ドメインと C 末ドメインの二つのドメインから構成されており，
同じ酵素ファミリーのタンパクと同様に，N 末ドメイン同士で二量体を
形成していた．本酵素ではさらに，C 末 10 残基がスワップすることで，

N末ドメイン
間の会合

C 末ドメイン同士でも二量体を形成していた．結晶構造中では，これら
2 つの 会合状態が 連続して生 じていた（図 3），このような AMP
phosphorylase 特有の会合状態が，本酵素の巨大複合体の形成に関与して
いると考えられる．

図 3: AMP phosphorylase
N 末欠失体の会合状態

(2) R15P isomerase: 野生型酵素単独，野生型酵素と反応生成物 RuBP 複合体，C133S 変異体と基質α-R15P
複合体の三種について結晶構造解析を行った（図 4）．C133S 変異体は，生成物結合型構造の情報を元に，
機能解析チームにより創製された，活性を失った変異体である．R15P isomerase は N 末ドメインと C 末
ドメインに分かれ，リガンドはドメイン間に存在する正に帯電したクレフトに結合していた．三つの結
晶構造のうち，酵素単独型および反応生成物結合型は基質結合部位が溶媒に露出した Open 構造をとっ
ていたが，基質結合型のみ Closed 構造をとっていた．

α4

以上の結果と，機能解析の項で示した部位特異的変異解析の結果は，本酵
素による異性化反応の機構を以下のように示唆している．R15P isomerase は

α2

基質結合に伴う Closed 型構造をとることで，活性中心付近が溶媒領域から
遮断され疎水性環境となる．その結果 Asp202 のプロトン化や Cys133 の脱

α1

R63

D202
R20

プロトン化が起こり，これらの残基の関与により R15P は cis-phosphoenolate
C133S

中間体を経由して開環異性化されると考えられる．
(3) Rubisco: Tk-Rubisco（T. kodakarensis 由来 Rubisco）の機能向上を目指し
て，野生型と変異体の構造比較を行い，酵素活性が変化した理由を検討した．

図 4: R15P isomerase
C133S 基質複合体

野生型 Tk-Rubisco および常温領域で優れた機能を示した SP4, SP6 変異体酵素（第一世代変異体：基質
結合部位をホウレンソウ由来酵素の配列に置換したもの）について結晶構造解析を行った（Nishitani Y et
al., J. Biol. Chem., 285, 39339-47, 2010）
．
野生型と変異型の構造を比較すると，変異を導入したヘリックス部位が移動しており（図 5 黄矢印）
，
かつ温度因子が上昇していることが分かった．これらのことから，変異型では変異導入部位およびそれ
に直結する活性ループの柔軟性が増大したと考えられ，これが Rubisco の活性に影響を与えると考えた．
さらに，活性が上昇した変異体では，①V330T 変異による水素結合の生成と②N333F 変異による水素結
合の喪失が必ず生じており, これに加えて③Q332G 変異による水素結合の喪失あるいは④D329I/N333F
二重 変異による 立体反

図 5: 野生型（WT: 緑）を SP6（赤）に
変異させた際のヘリックスの構造変化．
変異により図の下方向にヘリックスが移
動している（黄矢印）．本文中①～③に対
応する生成または喪失した水素結合は青
で示した．水素結合の相手（主鎖原子を
含む）も青色で示す．本文中④に対応す
る立体反発は赤矢印で示した．

発の 導入のどち らかが
起き ていること かが分
かった（図 5）．これらの
情報から，SP5 変異体の
機能向上を目指した（第
二世代変異体）．SP5 変異
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体は，元々①N333F 変異と③Q332G 変異を有するため，さらに②V330T 変異を導入すれば，上述の条
件を満たし（①②に加えて③）活性が上昇すると考えた．この知見を機能解析チームへと還元した．ま
た，第二世代変異体と相乗的に機能する新たな変異も設計した（第三世代変異体）．常温で機能する Type
I Rubisco（ホウレンソウなど）と耐熱性である Type III Rubisco の一次構造を比較し，Type 毎に保存さ
れておりかつ両者で異なるアミノ酸残基に着目した．このうち，今回明らかにした構造情報から，基質
結合部位に近い Thr289 や Met298 などを候補とした．この情報も機能解析チームへと還元した．
（３）機能解析に関する進捗及び成果
(1) 新規炭酸固定経路の発現解析・遺伝学的解析: T. kodakarensis を nucleoside 添加・非添加培地で培養
し，それぞれについて transcriptome 解析を行った．本経路に関わる三つの酵素の転写産物量はいずれも
上昇し，nucleoside/pentose 代謝への関与が示唆された．さらに adenosine が R15P isomerase および Rubisco
の転写・発現を上昇させることを見出した．
(2) 新規炭酸固定酵素の生理的役割の解明: AMP phosphorylase
遺伝子（deoA）破壊株，Rubisco 遺伝子（rbc）破壊株，および
これらの二重（deoA/rbc）破壊株を作製し，宿主と増殖特性を
比較した．培地に nucleoside を添加すると，宿主株にのみ細胞
収率の上昇が確認され（図 6），本経路が nucleoside・核酸の資
化および細胞内核酸の量的制御に関与することを示唆した．ま
た，二重破壊株の増殖特性が rbc 破壊株と同様であったことか

図 6: deoA, rbc 破壊株等の増殖曲線

ら，本経路の新たな代謝経路への関与も示唆された．
(3) AMP phosphorylase の機能解析: AMP phosphorylase は AMP により allosteric 制御を受け，本酵素が
AMP の過剰代謝を防ぐ調節弁の役割をすることを示した（図 7）．
また TMP 以外の NMP を基質として認識する可能性も示した．本酵
素の N 末 83 残基を削除することで，六量体を形成させることに成
功した（N 末欠失体）．この試料について大量精製し，結晶化へと供
した．構造解析の項で述べた N 末欠失体の構造情報から，C 末 10
残基を削除した変異体を作製した．この C 末欠失体は二量体と小さ
くなり，C 末 10 残基も巨大複合体の形成に関与していることを示し

図 7: AMP phosphorylase の
アロステリック効果

た．また，会合状態が小さい変異体は，全長タンパクと比較して耐
熱性が低下していることから，多量体形成は熱安定性に寄与することが示唆された．作製した変異体に
ついて酵素活性を調べると，N 末 83 残基をもつ C 末欠失体のみが活性を有していた．このことは，N
末 83 残基が多量体形成だけではなく，酵素活性にも必須であることを示している．
(4) R15P isomerase の機能解析: 構造解析の項目で述べた生成物結合型構造を元に，基質結合部位近傍に
存在する Cys133 と Asp202 に変異を導入した．作製した変異体はいずれも酵素活性を失っており，これ
らの残基が活性に必須であることを示した．六量体の会合面に存在した Arg227 に変異を導入すると，
作製した変異体は分子量が野生型の半分以下となり，酵素活性もなかった．このことは，Arg227 が高
次構造形成に関与し，かつ六量体構造は活性に重要であることを示している．また，本酵素が基質アノ
マーであるβ-R15P に対して活性を持たないことも示した．さらに，本酵素が AMP により活性化される
ことを示し，本代謝経路全体が AMP により制御されることを示唆した．
(5) 構造を基にした Tk-Rubisco 変異体の創製とその機能評価: 構造解析の項目で述べた高活性となる第
一世代変異体に共通の特徴を基に，SP5 変異体に対して様々な変異を導入した．そのうち，V330T 変異
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を導入した第二世代変異体（SP5-V330T）は，これまでに作製した変異
体の中で最も高い活性を示し，野生型酵素と比べて 73%高い kcat 値, 57%
高い kcat/Km 値を示した．vivo においても，この SP5-V330T 遺伝子を導
入した常温光合成細菌は野生型導入株より 55%高い比増殖速度を示し
た (図 8，Nishitani Y et al., J. Biol. Chem., 285, 39339-47, 2010)．
さらに，より高活性な第三世代変異体酵素の調製も行った．構造解析
の項で述べた Thr289 や Met298 などに変異を導入したところ，初期スク
リーニングの段階で，SP5-V330T 変異体と相乗的に作用する高活性の変
異体を得ることに成功した．

図 8: Rubisco 活性に依存
した R. palustris 増殖特性

３．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構

8件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

8件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

1件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
本経路が核酸の資化や量的制御に関わるという生理的役割を解明できた． AMP phosphorylase の多量
体形成のメカニズムを明らかにした．R15P isomerase について，これまでに知られているものとは異
なる糖異性化反応機構を提唱できた．構造解析に十分な試料を調製することができた．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase の N 末欠失体の構造決定に成功した．R15P isomerase の酵素単独型，基質結合型，
生成物結合型の結晶構造を決定し，反応機構モデルを構築できた．計四種の Tk-Rubisco の構造決定に
成功し，得られた構造情報から，より高活性の第二•第三世代変異体酵素を設計することに成功した．
3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析•改変
構造解析チームからの情報を元に変異体を作製し，より高活性である第二世代変異体酵素，さらには
第三世代変異体酵素を得ることに成功した．また，構造解析に十分な試料を調製することができた．
８．課題内の情報共有・連携体制
三木・跡見・今中の三グループは，これまでに 10 年以上にわたって共同研究を行っており，いくつ
もの論文発表を行っている．本プロジェクトにおいても，この関係を生かして研究者の密な打合せを頻
繁に行い，良好な情報共有を行っている．研究成果の項で述べた， AMP phosphorylase の構造情報に基
づく多量体形成ならびに酵素活性に必須な領域の特定, R15P isomerase の C133S 変異体と基質複合体の
構造解析や反応機構の解明，Tk-Rubisco の構造と活性上昇の関係性の発見とそれに基づく機能向上型酵
素の創製などは，この緊密な連携による成果である．
９．他の課題との情報共有・連携
本課題の代表研究者は，技術研究課題である「高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶
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構造解析技術の開発」の分担研究者であり，本課題に重要な放射光利用に関して技術研究課題との強い
連携関係にある．また，適宜，情報プラットフォームへの登録も行っている．
１０．人材育成
研究室スタッフおよびポスドク指導のもとで学生は研究を行い，実験操作の習得のみにとどまらず，
密な打合せを頻繁に行うことで，研究の進め方について適宜議論している．学会発表にも積極的に参加
し，他分野の研究者との交流を深めている．
１１．終了までの具体的な見通し
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
本経路は adenosine による発現増加が確認されているので，adenosine と AMP を結ぶ adenosine kinase
の探索を進める．また，AMP phosphorylase, R15P isomerase について，本経路に重要である核酸が酵素
活性に与える影響をより詳細に調べる．これまでに得られた成果をまとめ，学術論文として公表する．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase について，基質結合型酵素の調製ならびに構造解析を行い，反応機構に関する詳細
な知見を得る．Rubisco について，最も活性が上昇した第三世代変異体の構造解析を行い，機能向上の
メカニズムを明らかにする．これまでに得られた成果をまとめ，学術論文として公表する．
3. 新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析•改変
初期スクリーニングの段階で得られた第三世代変異体について，より詳細な活性測定を行う．得られ
た成果をまとめ，学術論文として公表する．また，知的財産権の取得も目指す．
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究で開発した第二世代変異体の常温光合成細菌への導入は，野生株の 80%に達する比増殖速度を
支持する．現在評価中の第三世代変異体の比増殖速度が 100%を超えれば，将来的には藻類•植物葉緑素
などへも Tk-Rubisco を導入することにより，炭酸固定能•増殖速度の向上した植物類を育種できる可能
性がある．その際の環境問題•食糧問題への貢献は，非常に大きいものであると考える．
R15P isomerase は，これまでに知られているものとは異なる糖異性化反応を触媒することが明らかに
なった．そこで，今回得られた構造を元に，酵素の基質特異性を改変すれば，一般的な糖異性化反応が
難しかった基質にもこの特異的な反応機構を応用できる可能性がある．
１３．特記事項
AMP phosphorylase は，その大きさから構造解析は困難であると予想されたが，結晶構造を決定する
ことに成功し，多量体形成のメカニズムを解明できた．R15P isomerase についても構造解析に成功し，
機能解析グループとの連携により，他の糖異性化酵素とは異なる反応機構を提唱できた．Rubisco につ
いては，当初の目標を超える第三世代変異体を得ることに成功している．
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

926,

4,123

265

931

0

0

0

0

人件費（千円）

5,604

8,489

8,660,

業務実施費（千円）

18,855

11,234

間接経費（千円）

7,615

合計（千円）

33,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

5,644

人件費・謝金（千円）

5,590

7,920

旅費（千円）

1,278

13,383

12,534

その他（千円）

7,154

6,692

6,415

間接経費（千円）

3,877

31,000

29,000

27,800

合計（千円）

16,800
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代表／分担機関の課題名

新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

三木

京都大学

邦夫

１．課題開始時における各機関の達成目標
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
AMP phosphorylase，ribose 1,5-bisphosphate (R15P) isomerase の機能解析を行い，本経路の生理的な役割
を解明すると共に，それらの発現，精製方法を検討し，構造解析に適する試料を調製する．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase，R15P isomerase など新規炭酸固定経路に関わる酵素を対象に，大量調製できたも
のについて結晶化・構造解析を行う．Rubisco については，野生型ならびに変異型酵素の構造解析を行
い，酵素活性が変化した理由を明らかにする．また，得られた知見を元に，機能向上が見込まれる新
たな変異体酵素を設計する．

図 1: 本研究における新規炭酸固定経路
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
本経路は細胞内で核酸の量的制御を担うことを

細胞内核酸の量的制御
への関与を証明（課題1）

示した．AMP phosphorylase の多量体形成機構を
明らかにし，その意義についても考察した．活
性に必要な領域を特定した．部位特異的変異導
入法により，R15P isomerase の活性残基を特定し
た．構造解析に適する試料を十分に調製した．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase の N 末欠失体の構造解析に成
功した．R15P isomerase の基質非結合型，基質結
合型，生成物結合型の三種の構造解析に成功し，
その特異的な反応機構を解明した．Rubisco につ
いて，野生型ならびに第一世代変異体の構造解
析に成功した．得られた構造情報から，変異体

WT
SP6

本経路に関わるすべての酵素の
構造解析に成功（課題2）

図 2: 本研究の成果概要

酵素の活性が上昇した理由を考察した．その知見を元に，より高活性な第二•第三世代変異体酵素の
設計を行い，分担機関へとフィードバックした．
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
(1) AMP phosphorylase: 本酵素は，全長では巨大複合体を形成してお

C末ドメイン
間の会合

り，構造解析が困難であったが，機能解析チームで作製した N 末欠失体
を用いることで，最高で 3.5 Å 分解能のフルデータを収集することに成
功した．分子置換法による位相決定を行い，構造の精密化をほぼ終了さ
せた．AMP phosphorylase は，N 末ドメインと C 末ドメインの二つのド
メインから構成されており（図 3），同じ酵素ファミリーのタンパクと同
様に，N 末ドメイン同士で二量体を形成していた．本酵素ではさらに，

N末ドメイン
間の会合

C 末ループが他の類似酵素よりも短いためにドメインスワップが起こ
り，C 末ドメイン同士でも二量体を形成していた．これは，これまでの
酵素ファミリーでは見られなかった，全く新しい会合様式である．結晶

図 3:AMP phosphorylase
N 末欠失体の会合状態

構造中では，これら 2 つの会合状態が連続して生じていた（図 3），このような AMP phosphorylase 特有
の会合様式が，本酵素の巨大複合体の形成に関与していると考えられる．
(2) R15P isomerase: 野生型酵素単独，野生型酵素と反応生成物 RuBP 複合体，C133S 変異体と基質α-R15P
複合体の三種について結晶構造解析を行った（図 4）．C133S 変異体は，生成物結合型構造の情報を元に
機能解析チームにより創製された，活性を持たない変異体である．この変異体を活用することで，基質
結合型構造を捉えることに成功した．R15P isomerase は六量体を形成し，それぞれのサブユニットは N
末ドメインと C 末ドメインに分かれる．ドメイン間には正に帯電したクレフトが存在し，負に帯電した
リン酸基を持つリガンドはここに結合していた．三つの結晶構造のうち，酵素単独型および反応生成物
結合型は基質結合部位が溶媒に露出した Open 構造をとっていたが，基質結合型のみ基質結合部位を覆
うように二つのドメインが動いた Closed 構造をとっていた．
以上の結果と，機能解析の項目で行った部位特異的変異解析の結果から，
R15P isomerase による異性化反応機構を以下のように提唱した．基質結合に

α4
α1

α2

伴う Closed 型構造をとることで，活性中心付近は溶媒領域から遮断され，
環境が疎水性となる．その結果，Asp202 のプロトン化や Cys133 の脱プロト

R63

D202
R20

ン化が起こり，これらの残基の関与により，R15P は cis-phosphoenolate 中間
体を経由して開環異性化反応が進行すると考えられる．
(3) Rubisco: Tk-Rubisco（T. kodakarensis 由来 Rubisco）の機能向上を目指し
て，野生型と様々な変異体の構造比較を行い，酵素活性が変化した理由を

C133S

図 4: R15P isomerase
C133S 基質複合体

検討した．野生型および常温領域で優れた機能を示した SP4, SP6 変異体酵素（第一世代変異体：基質
結合部位をホウレンソウ由来 Rubisco の配列に置換したもの）の三種について構造解析を行った．我々
が 以 前 解 析 し た ア ポ 型 構 造 で は 活 性 ル ー プ が 確 認 で き な か っ た が ， 阻 害 剤 2-carboxyarabinitol
1,5-bisphosphate (2-CABP)との複合体を調製することで，活性ループを捉えることに成功した．
野生型と変異型の構造を比較すると，変異を導入したヘリックス部位が移動しており（図 5 黄矢印）
，
かつ温度因子が上昇していることが分かった．このことは，変異型の変異導入部位ならびにそれに直結
する活性ループの柔軟性が増大したことを示しており，これが酵素活性に影響を与えると考えた．さら
に，活性が上昇した変異体では，①V330T 変異による水素結合の生成と②N333F 変異による水素結合の
喪失が必ず生じており, これに加えて③Q332G 変異による水素結合の喪失あるいは④D329I/N333F 二重
変異による立体反発の導入のどちらかが起きていることが分かった（図 5）．この情報を基に，SP5 変異
体をより高活性化するための変異設計を試みた．SP5 変異体には元々①N333F 変異と③Q332G 変異が導
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入されているため，さら

図 5: 野生型（WT: 緑）を SP6（赤）に
変異させた際のヘリックスの構造変化．
変異により図の下方向にヘリックスが移
動している（黄矢印）．本文中①～③に対
応する生成または喪失した水素結合は青
で示した．水素結合の相手（主鎖原子を
含む）も青色で示す．本文中④に対応す
る立体反発は赤矢印で示した．

に②V330T 変異を導入
することで，上述の活性
上昇の条件（①②に加え
て③）を満たすことにな
る．第二世代変異体とな
るこの SP5-V330T 変異

体の作製，機能評価を分担機関へと引き継いだ結果，この酵素は野生型と比べて kcat, kcat/Km, 光合成細
菌の比増殖活性などの活性が，5 割以上の上昇を示すことが分かった（Nishitani Y et al., J. Biol. Chem.,
285, 39339-47, 2010）．また，SP5-V330T 変異体と相乗的に活性を向上させる新たな変異も，構造を基に
設計した（第三世代変異体）．常温で機能する Type I Rubisco（ホウレンソウなど）と耐熱性である Type
III Rubisco の一次構造を比較して，Type 毎に保存されておりかつ両者で異なるアミノ酸残基を候補とし
た．このうち，今回明らかにした構造情報から，基質結合部位に近い Thr289 や Met298 などに着目した．
こちらについても変異体作製，機能評価を分担機関へと引き継いだ結果，第二世代変異体である
SP5-V330T 変異体と相乗的に作用する高活性変異体を得ることに成功した．
（３）機能解析に関する進捗及び成果
(1) 新規炭酸固定経路の発現解析・遺伝学的解析: T. kodakarensis を nucleoside 添加・非添加培地で培養
し，それぞれについて transcriptome 解析を行った．本経路に関わる三つの酵素の転写産物量はいずれも
上昇し，nucleoside/pentose 代謝への関与が示唆された．さらに adenosine が R15P isomerase および Rubisco
の転写・発現を上昇させることを見出した．
(2) AMP phosphorylase, Rubisco 遺伝子に関する遺伝学的解析と新規炭酸固定酵素の生理的役割の解明:
AMP phosphorylase 遺 伝 子 (deoA) 破 壊 株 ， Rubisco 遺 伝 子 (rbc) 破 壊 株 ， お よ び こ れ ら の 二 重
(deoA/rbc) 破壊株を作製し，宿主と増殖特性を比較した．培地
に nucleoside を添加すると，宿主株は細胞収率が大きく上昇し
たが，破壊株では同様の上昇は見られなかった（図 6）．この
結果は，本経路が nucleoside・核酸の資化および細胞内核酸の
量的制御に関与していることを示唆している．また，二重破
壊株の増殖特性が rbc 破壊株と同様であったことから，本経路
は新たな代謝経路にも関与していると考えられる．

図 6: deoA, rbc 破壊株等の増殖曲線

(3) AMP phosphorylase の機能解析: AMP phosphorylase は AMP による allosteric 制御を受け，本酵素が
AMP の過剰代謝を防ぐ調節弁の役割をすることを示した（図 7）．また TMP 以外の NMP を基質として
認識する可能性を示した．本酵素の N 末 83 残基を削除することで，
六量体を形成させることに成功した（N 末欠失体）．この試料につい
て大量精製し，結晶化へと供した．構造解析の項目で述べた N 末欠
失体の構造情報を元に，全長タンパクおよび N 末欠失体から C 末
10 残基を削除した変異体を作製した（C 末欠失体, N 末 C 末欠失体）．
これらの変異体は共に二量体と小さくなり，C 末 10 残基も巨大複合
体の形成に関与していることを示した．また，会合状態が小さい変

図 7: AMP phosphorylase の
アロステリック効果

異体は，全長タンパクと比較して耐熱性が低下していることも分かり，多量体形成は熱安定性に作用す
ることが示唆された．作製した変異体について酵素活性を調べると，N 末 83 残基を持たない変異体は
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すべて失活をしており，この N 末領域が多量体形成だけでなく，酵素活性にも重要であることを示した．
(4) R15P isomerase の機能解析: 構造解析の項目で述べた生成物結合型構造の情報を元に，基質結合部位
近傍に存在した Cys133 と Asp202 に変異を導入した．作製した変異体はいずれも酵素活性を失っており，
これらの残基が活性に必須であることを示した．また，六量体の会合面に存在した Arg227 に変異を導
入すると，作製した変異体は分子量が野生型の半分以下となり，酵素活性もなかった．このことは，
Arg227 が高次構造形成に関与し，かつ六量体構造は活性に重要であることを示している．本酵素は AMP
によって活性化されることを示し，AMP phosphorylase の AMP に対するアロステリック活性と併せて，
本経路が AMP により制御されることを示唆した．また基質のアノマーであるβ-R15P に対しては活性を
持たないことから，本酵素の上流にある AMP phosphorylase の反応生成物がα-R15P である可能性を示唆
した．
３．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構

8件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

1件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
本経路が核酸の資化や量的制御に関わるという生理的役割を解明できた． AMP phosphorylase の多量
体形成のメカニズムや意義を明らかにした．R15P isomerase の，これまでに知られていなかった糖異
性化反応を解明できた．また，構造解析に十分な試料を調製することもできた．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase の N 末欠失体の構造決定に成功した．R15P isomerase の酵素単独型，基質結合型，
生成物結合型の三種の結晶構造を決定し，基質結合部位等に関する知見を得ることができた．Rubisco
について，野生型と変異型の計四種の構造決定に成功した．酵素の活性向上の機構を明らかにし，そ
の情報を当初の目標であった第二世代変異体，さらには，より機能が向上した第三世代変異体の創製
に還元できた．
８．課題内の情報共有・連携体制
三木・跡見・今中の三グループは，これまでに 10 年以上にわたって共同研究を行っており，いくつ
もの成果を論文発表している．本プロジェクトにおいても，この関係を生かして研究者の密な打合せを
頻繁に行い，良好な情報共有を行っている．研究成果の項目で述べた，AMP phosphorylase の構造情報
に基づいた機能領域の特定，R15P isomerase の C133S 変異体と基質複合体の構造解析の成功，Tk-Rubisco
の構造と活性上昇の関係性の発見とそれに基づく機能向上型酵素の創製などは，この緊密な連携による
成果である．
９．他の課題との情報共有・連携
本課題の代表研究者は，技術研究課題である「高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶
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構造解析技術の開発」の分担研究者であり，本課題に重要な放射光利用に関して技術研究課題との強い
連携関係にある．また，適宜，情報プラットフォームへの登録も行っている．
１０．人材育成
研究室スタッフおよびポスドク指導のもとで学生は研究を行い，実験操作の習得のみにとどまらず，
密な打合せを頻繁に行うことで，研究の進め方について適宜議論している．また，学会発表等にも積極
的に参加し，他分野の研究者との交流を深めている．
１１．終了までの具体的な見通し
1. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の機能解析
本経路は adenosine による発現増加が確認されているので，adenosine と AMP を結ぶ adenosine kinase
の探索を進める．R15P isomerase の遺伝子破壊株を作製し，nucleoside/nucleotide 存在下での増殖特性
を明らかにする．また，AMP phosphorylase, R15P isomerase について，本経路に重要である核酸が酵素
活性に与える影響をより詳細に調べる．これまでに得られた成果をまとめ，学術論文として公表する．
2. 新規炭酸固定経路に関わる酵素の構造解析
AMP phosphorylase について，基質結合型酵素の調製ならびに構造解析を行い，反応機構に関する詳細
な知見を得る．Rubisco については，現在分担機関の方で第三世代変異体 Rubisco の創製に取り組んで
いるが，最も活性が上昇した変異体の構造解析を行い，機能向上のメカニズムを明らかにする．これ
までに得られた成果をまとめ，学術論文として公表する．
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
我々が扱っている Tk-Rubisco は，異種細胞内での機能発現が可能である．本研究で開発した第二世代
変異体の常温光合成細菌への導入は，野生株の 80%に達する比増殖速度を支持する．また現在，初期ス
クリーニングの段階で，第二世代変異体と相乗的な効果を期待できる第三世代変異体も複数得られてい
る．もしこの比増殖速度が 100%を超える変異体が得られれば，将来的には藻類•植物葉緑素などへも
Tk-Rubisco を導入することにより，炭酸固定能•増殖速度の向上した植物類を育種できる可能性がある．
その際の環境問題•食糧問題への貢献は，非常に大きいものであると考える．
R15P isomerase については，今回得られた構造情報を元に，酵素の基質特異性を改変すれば，一般的
な糖異性化反応が難しかった基質でも，この特異的な反応機構を応用できる可能性がある．
１３．特記事項
AMP phosphorylase は，その 40 量体を超える大きさから，構造解析は困難であると予想されたが，結
晶構造を決定することに成功し，多量体形成のメカニズムを解明できた．R15P isomerase については構
造解析に成功し，他の糖異性化酵素とは異なる反応機構を提唱できた．Rubisco については，計 4 種の
構造決定に成功した．酵素活性上昇の理由を解明でき，より高活性な変異体の創製に貢献した．
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

926,

4,123

265

931

0

0

0

0

人件費（千円）

5,604

8,489

8,660,

業務実施費（千円）

18,855

11,234

間接経費（千円）

7,615

合計（千円）

33,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

4,028

人件費・謝金（千円）

5,590

7,920

旅費（千円）

1,278

9,883

9,457

その他（千円）

7,154

5,642

5,492

間接経費（千円）

3,392

31,000

24,450

23,800

合計（千円）

14,700
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代表／分担機関の課題名

新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析・改変

代 表 ／ 分 担 機 関

学校法人立命館

機関の代表研究者名

今中 忠行

１．課題開始時における各機関の達成目標
新規炭酸固定経路を構成する酵素、特に今までに知られていなかった生物反応を触媒する AMP
phosphorylase および

ribose 1,5-bisphosphate isomerase の機能・構造解析を行い、この新しい炭酸

固定系の細胞内機能を解明する。さらにこの超好熱菌由来 Type III Rubisco は常温生物においても炭
酸固定機能を示すことが明らかになったので、その立体構造に基づいた変異導入による構造機能相
関の解明、高活性型 Rubisco の設計・創製を目指す。本研究の成果は環境分野、特に生物の炭酸固
定能力向上を目指した細胞工学・育種に大きく貢献することが期待される。
学校法人立命館では、新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析・改変に関わる研究開発
を実施する。Rubisco の変異体酵素の発現・精製と機能評価を進め、構造解析に適する試料を調製す
る。以上の研究を通して高活性型 Rubisco の設計・創製を目指す。
課題全体の研究方針と学校法人立命館における達成目標の概要を図 1 に示した。

図 1. 全体の研究方針と学校法人命館における達成目標
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本研究では，
超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis 由来 Type III Rubisco (Tk-Rubisco) について，
立体構造に基づいて設計された様々な変異体タンパク質をまず作製・精製し、それらの常温領域に
おける活性を in vitro で評価した。また、各変異体タンパク質の遺伝子を内在性の Rubisco が欠損し
た常温性光合成細菌 Rhodopseudomonas palustrisΔ3 株に導入し、炭酸固定を必要とする条件下で各
組換え株の比増殖速度を検討し、in vivo における機能評価も進めてきた。活性の向上が認められた
変異体酵素に対しては結晶化・立体構造解析に必要なタンパク質の大量調製および精製を行ってき
た。
まず Tk-Rubisco の α ヘリックス 6 領域、及びその N 末端側のループ 6 領域の配列の一部をホウレ
ンソウや紅藻由来 Rubisco のアミノ酸配列に置換することで、第一世代変異型酵素を作製した。こ
れらの中で、機能の向上が認められた変異体の構造を基盤として、α ヘリックス 6 に変異を導入し
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た第二世代変異体を作製・精製し、in vitro および in vivo における機能を評価した。さらに立体構造
解明 --> 機能向上設計 --> 変異体作製 --> 変異体機能評価のサイクルを繰り返すことで新たに設
計された第三世代変異体酵素（①N 末端領域の伸長、②α ヘリックス７領域、③α ヘリックス 6 と隣
接するループ領域、④α ヘリックス C 領域、⑤C 末端領域の伸長領域、⑥α ヘリックス F 中の T289、
⑦α ヘリックス 5 中の M298 にアミノ酸置換を導入した変異体酵素）の発現ベクターを作製し、変
異体タンパク質の大量調製を行った。

図 2.

学校法人立命館における分担研究の流れ

（２）構造解析に関する進捗及び成果
構造解析に関する研究は、本研究課題の代表機関主に京都大学の研究グループが担当しており、
分担機関である学校法人立命館では行われていない。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
超好熱始原菌 Thermococcus kodakaraensis 由来 Type III Rubisco (Tk-Rubisco) について，立体構造に
基づいて設計された様々な変異体タンパク質をまず作製・精製し、それらの常温領域における活性
を in vitro で評価した。また、各変異体タンパク質の遺伝子を内在性の Rubisco が欠損した常温性光
合成細菌 Rhodopseudomonas palustrisΔ3 株に導入し、炭酸固定を必要とする条件下で各組換え株の
比増殖速度を検討し、in vivo における機能評価も進めてきた。同条件下における本菌の比増殖速度
は Rubisco の活性の高さに依存していることは予め明らかにしている。活性の向上が認められた変
異体酵素に対しては結晶化・立体構造解析に必要なタンパク質の大量調製および精製を行い、立体
構造解明-->機能向上設計-->変異体作製-->変異体機能評価のサイクルを繰り返すことにより、高活
性 Rubisco の創出を目指してきた。
まず Tk-Rubisco の α ヘリックス 6 領域、及びその N 末端側のループ 6 領域の配列の一部をホウレ
ンソウや紅藻由来 Rubisco のアミノ酸配列に置換することで、第一世代変異型酵素を作製した
（SP1-SP7 変異体、及び GP1-GP2 変異体）。このうち Tk-Rubisco の 325 番目から 338 番目の 14 アミ
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ノ酸から構成されている α-helix6 をホウレンソウ由来酵素のアミノ酸に置換した変異体タンパク質
（SP6 変異体、配列は図 3 参照） は最も高い活性を持つことがわかった。さらに SP6 変異体の kcat
値は、野生型酵素と比べて 30%高い値を示した。また SP6 変異体酵素の遺伝子を R. palustrisΔ3 株
に導入したところ、野生型 Tk-Rubisco 遺伝子を導入した株と比較して比増殖速度が 31%増加し、機
能の向上が in vivo においても認められた。
第一世代変異体に共通な特徴を基に、α ヘリックス 6 のアミノ酸配列に着目して、京都大学・三
木グループの設計に基づいて種々の第二世代変異体酵素を作製・評価した。SP4 に基づいて作製し
た第二世代変異体タンパク質は SP4-T330V、SP4-QNR/GFD、SP4-Q332G、SP4-N333F、SP4-R335D、
SP5 に基づいて作製したものは SP5-G326E、SP5-K327R、SP5-W328D、SP5-D329I、SP5-V330T であ
る（図 3）。変異体のうち SP4-QNR/GFD、SP4-N333F、SP5-V330T に関して、25℃における酵素
活性の上昇が認められ、特に SP5-V330T タンパク
質の活性は in vitro で 71%、kcat/Km 値も 57%増加し
た。また SP5-V330T 遺伝子を導入した R. palustris
は野生型 Tk-Rubisco を導入した株と比較して 55%
高い比増殖速度を示し、in vivo での機能も大幅に向
上していた（図 4 左）。そこでこれら変異を組み合
わせた変異体である V330T/N333F 変異体を作製し
た。R. palustris に遺伝子を導入し、その生育に与え
る影響を比較したところ、V330T/N333F 変異体を
導入した R. palustris は、野生型 Tk-Rubisco を導入
した株と比較して比増殖速度が低下した（図 4 右）。
このことから V330T や N333F の変異以外に様々な
図 3．α ヘリックス 6 領域に着目した変異

変異が重要であることが判明した。

体のアミノ酸配列

図 4．SP5-V330T 変異体（左）、または V330T/N333F 変異体（右）を
導入した R. palustris の生育
○野生型 Tk-Rubisco 導入株、●SP5 変異体導入株、●目的の変異体導入株

SP5-V330T の活性上昇の度合いから α ヘリックス 6 領域、ループ 6 領域が最適化されたと判断し、
Tk-Rubisco の他の部位に注目した変異体が設計された。新たに設計された第三世代変異体酵素（①N
末端領域の伸長、②α ヘリックス７領域、③α ヘリックス 6 と隣接するループ領域、④活性残基 N111
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につながる α ヘリックス C 領域、⑤C 末端領域の伸長領域、⑥αヘリックス F 中の T289、⑦αヘリ
ックス 5 中の M298 にアミノ酸置換を導入した変異体酵素）に関して、構造解析や活性・特異性の
評価を進めるためにそれぞれの変異型酵素の発現ベクターを作製し、大腸菌内での大量発現と組換
え型酵素の精製を行った。導入した具体的な変異としては、①野生型 Tk-Rubisco の N 末端領域
M1-Y11（Tk-Rubisco）を M1-T23（ホウレンソウ）に置換、②α ヘリックス 7 領域を構成する P372-L382
（Tk-Rubisco）を V384-F394（ホウレンソウ）に置換、③α ヘリックス 6 と隣接するループ領域であ
る K343-L352（Tk-Rubisco）を E355-F364（ホウレンソウ）に置換、④α ヘリックス C 領域である
H94-A109（Tk-Rubisco）を D106-V121（ホウレンソウ）に置換、⑤C 末端領域の伸長領域である
G439-V444（Tk-Rubisco）を K463-V475（ホウレンソウ）に置換、⑥α ヘリックス F の C 末端にある
T289（Tk-Rubisco）を D302（ホウレンソウ）に置換、
⑦α ヘリックス 5 の N 末端にある M298（Tk-Rubisco）
をアスパラギン酸残基に置換した。いずれのタンパク質も可溶性タンパク質として得られた。これ
らの変異型酵素について予備的な活性測定を行ったところ、野生型酵素よりも高い活性をもつもの
あることがわかってきている。これらを中心に現在大量調製、精製、in vitro 機能解析、遺伝子の R.
palustris への導入を進めている。
これまでに高活性型 Rubisco の取得に成功しており、研究目標は達成されていると考えている。
現在はより高活性な Rubisco の取得を目指し、さらなる機能改変を行っている。また後述のように、
上記の成果に関し海外学術雑誌に発表を行った。

３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

6件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
研究成果の項で記載した通り、これまでに高活性型 Rubisco の取得に成功しており、研究目標は達
成されていると考えている。現在はより高活性な Rubisco の取得を目指し、さらなる機能改変および
特性解析を行っている。

８．課題内の情報共有・連携体制
本課題を遂行する各研究機関は、お互いの得意分野を担当し、最大の研究成果が出るようにしてい
る。また各研究機関同士で適宜話し合いの機会を持つなど、連絡を密に取り合っている。研究遂行に
必要な情報の交換は細かく行っており、材料の提供もスムーズに行われているため、研究は迅速に進
行している。

９．他の課題との情報共有・連携
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該当なし

１０．人材育成
本プログラムに関する研究は、機関の研究代表者である今中忠行の指導のもと、大学院生と共同で
行っている。昨年まで本プログラムに関する研究を行っていた大学院生は、本年度より企業に就職し
た。今年度は昨年度とは別の学生が、機関の代表研究者である今中忠行の指導のもと本プログラムに
関する研究を行っている。

１１．終了までの具体的な見通し
研究成果の項で記載した通り、これまでに高活性型 Rubisco の取得に成功しており、研究目標の達
成はしていると考えている。さらに現在解析中の第三世代変異体についても、野生型 Tk-Rubisco より
も高い活性をもつものあることがわかってきている。終了までに、高活性型酵素に必要な様々な条件
が明らかになる事が期待される。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
近年、化石燃料枯渇問題や CO2 排出問題に対し国際的な関心が高まってきている。これらの問題に
対し、代替エネルギーとして、かつカーボンニュートラルであるエネルギーとして、バイオ燃料が注
目されている。本研究で題材としている Rubisco は、炭酸固定経路の鍵酵素である。本研究で得られた
高活性型の Rubisco は、生物の炭酸固定能力向上を目指した細胞工学・育種に大きく貢献することが期
待される。本技術を用いて炭酸固定能力、及びその生育が向上した植物が創出できれば、バイオ燃料
の良い材料になることが予想され、前述のような地球規模の問題の解決に寄与する事が期待できる。

１３．特記事項
該当なし。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

0

旅費（千円）

0

業務実施費（千円）

4,000

3,500

3,077

その他（千円）

0

間接経費（千円）

1,200

1,050

923

合計（千円）

5,200

4,550

4,000
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２３年度

間接経費（千円）
合計（千円）

1,615

485
2,100

計
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課

題

名

キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化

機

関

名

学校法人京都学園

代 表 研 究 者 名

清水

昌

１．課題開始時における達成目標
近年、医薬、農業、化学工業分野などにおいて光学活性体（キラル化合物）の需要はますます高まっ
ている。このような社会的背景から、必要とされる様々な種類のキラル化合物を立体選択的に高効率で
生産する方法の技術開発が求められている。キラル化合物合成において微生物由来タンパク質酵素を利
用した合成手法は、高効率で環境に優しい最も有効な手段の一つである。本研究では、種々のキラル化
合物合成酵素を中心に構造機能相関を明らかにし、さらに高効率
で生産可能なキラル化合物合成反応系の開発を行う。具体的に
は、１） 炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）、２）βヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）、
３）カルボニル不斉還元酵素（アミノアルコール脱水素酵素、キ
ヌクリジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1 等）などをター
ゲットとする。これらの酵素がもつ基質特異性、立体選択性及び
触媒反応機構をタンパク質構造解析の手法によって構造生物学
的に理解する。タンパク質-基質複合体の立体構造情報を基にし
て、産業利用する際に高効率で働く改変酵素の創生を目指す。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）2 種類の炭素二重結合不斉水素添加酵素 CYE, TYE の補酵素及び阻害剤との複合体構造を決定し、
基質選択性と触媒効率が活性部位近傍に存在するループの開閉構造により規定されることを解明した
（図 1）。実際にこのループの改変により、(4R,6R)-アクチノ
ール合成系の基質(4S)-フォレノールに対して CYE が高い

図 1：CYE の開閉構造

触媒活性をもつようになることが示された。さらに、これ
まで不可能であった 3 位に置換基をもつ環状エノン化合物
の不斉水素添加反応を触媒する酵素改変体の取得にも成功
した。これにより幅広い種類の基質への応用展開の可能性
が開けた。２）L 体と L-allo 体への作用比率が異なる 3 種
類のスレオニンアルドラーゼと 1 種類の変異酵素の立体構造を決定した。この構造からスレオニンの β
位水酸基を立体選択的に認識して L 体と L-allo 体への作用比率を規定する構造基盤を明らかにし（図 2）、
L 体特異的な酵素の創生への基盤を築くことができた。３）
カルボニル還元酵素について、補酵素要求性の異なる 2 種類
のキヌクリジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1、共役
ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素の高活性
変異体の立体構造を決定し、各酵素の立体選択的な反応機
構、基質選択性・補酵素特異性を規定する構造基盤を明らか
図 2：LATA の立体選択性制御

にした（図 3）。これらの情報を基に設計した変異体の活性
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を評価し、高活性化体や工業生産に有益な NADH への補酵素要求性変換体を取得することに成功した。
こうした改変酵素を利用したキラルビルディングブロックの高効率合成系への展開が今後大いに期待
される。４）平成 22 年度より新たなターゲットとして加えた新規のキラル化合物合成有用酵素群の中
で、ケトパント酸還元酵素、分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ BaDO、HpaI/HpcH アルドラーゼの立体
構造を決定し、その触媒部位の構造を明らかにした。特に BaDO については基質選択性の拡大に有用な
構造情報を取得しており（図 4）、新たなパーキンソン病治療薬となる L-DOPS の高効率合成系への展
開が大いに期待される。

図 3：2 種類のキヌクリジノン還元酵素の基質認識機構

図 4：BaDO の基質結合モデル（左）と L-DOPS の立体障害（右）

（２）構造解析に関する進捗及び成果
7 種類のターゲット酵素群のうちパントイルラクトン脱水素酵素を除く 6 種類について、複数のター
ゲット酵素の立体構造を決定した。さらに、新規に加えた 5 種類の酵素群についてもケトパント酸還元
酵素、分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ、HpaI/HpcH アルドラーゼの立体構造を決定した。また、新規
ターゲット酵素群の AMKP 還元酵素に加え、平成 23 年度より企業との共同研究で開始した光学活性な
アミン化合物を合成する有用酵素についても構造決定が達成されつつある。
１）炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）
2 種類の酵素 CYE 及び TYE の構造比較により KIP と(4S)-フォレノールを CYE が区別して認識する
構造基盤として、活性部位近傍の Phe 残基と(4S)-フォレノールの 6 位のジメチル基が立体障害を生じ
ることを明らかにした（補足資料 図 1）。さらに、CYE に阻害剤 p-hydroxybenzaldehyde が結合した際に
“ふた”として機能するループ構造を見出した（図 1）。このループは基質の特異性を決定するフィルタ
ーの役割をもち KIP や(4S)-フォレノールに対しては立体障害を生じることを明らかにした。
２）β-ヒドロキシ-α -アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
L体及びL-allo体を異なる比率で触媒する複数の酵素の構造解析を進め、基質のβ位水酸基を認識する
2つのHis残基を見出した（図2）。His85は触媒残基と推定され、その配向を制限してβ位水酸基の不斉化
制御に関わる隣接残基も見出した（補足資料 図3）。His128がTyr残基に置換されたLATA変異体では、
His残基によるβ位水酸基の認識が失われることでL-allo体特異性が低下することが明らかとなった。
３）カルボニル還元酵素
2 種類のキヌクリジノン還元酵素について補酵素複合体の構造比較が可能となり、安価な NADH への
補酵素要求性変換に利用可能な構造情報を取得した。また、空間的に保存された疎水性領域が基質の立
体選択性制御に重要であるが、基質に対する親和性の増強機構が両酵素で全く異なることも明らかにし
た（図 3）。一方、キラルアルコール生産の触媒ライブラリー酵素として有用なカルボニル還元酵素 S1、
共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素 AADH 高活性化体、ケトパント酸還元酵素に
ついて、立体選択的な反応機構と基質選択性の構造基盤を明らかにし、高機能化のための酵素改変情報
を取得した。AADH 高活性化変異体については、
「情報プラットフォーム」領域との連携研究を推進し、
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触媒部位から離れた位置への変異による高活性化の構造基盤を解析した。基準振動解析の結果、空間的
に離れた変異部位と触媒部位が同調した運動を示すことが明らかとなり（補足資料 図 4）、酵素の高活
性化のための変異導入部位を探索する指標として基準振動解析が有効である可能性を示した。
４）新規ターゲット酵素群
分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ BaDO と N-スクシニル-L-イソロイシンとの結合モデルを解析し、
基質選択性の拡大のための構造基盤を明らかにした（図 4）。これにより、新たなパーキンソン病治療薬
としての期待が高い L-DOPS を生産可能な改変酵素の取得が大いに期待される。また、asHPAL につい
てはその触媒部位の構造を明らかにし、反応に必須な Mg2+の位置が同じファミリーの酵素と異なるこ
とを明らかにした。今後、基質や基質アナログとの共結晶構造や結合モデル解析により、asHPAL の立
体選択的な反応機構の詳細を解明できるものと期待される。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
構造解析により推定した各酵素の高機能化情報に基づき各種変異体の機能解析を行った。また、有用
な活性を示した酵素については物質生産系に適用してその評価を行った。
１）炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）
CYE の活性部位近傍の Phe250（補足資料 図 1）を Gly に置換して活性部位を広げることで、(4S)フォレノールに対する活性を 4 倍向上させた（補足資料 表 1）。さらに、
“ふた”として機能するループ
の改変により、KIP 及び(4S)-フォレノールに対する活性をそれぞれ 2 倍及び 16 倍向上させることに成
功した（補足資料 表 2）
。この CYE 改変体を用いることで効率的に(4R,6R) -アクチノールが合成されるこ
とも示した。さらに、CYE のループを削除した改変酵素や 3 位の置換基に対し立体障害を引き起こして
いると考えられる TYE の Trp 残基及び Thr 残基（補足資料 図 2）の変異体について活性評価を進め、3
位に置換基をもつ環状エノン化合物に対する活性をもつ変異酵素を得ることに成功した。
２）β-ヒドロキシ-α -アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
LATA において、L 体／L-allo 体の作用比率を制御することが明らかとなった His128（図 2）について、
他のアミノ酸残基への置換を行ったところ、H128Y 以外に H128F, H128L, H128M, H128S で L-allo 体特
異性が低下することが明らかとなった。特に、H128S での L-allo 体特異性の低下が著しく、L 体特異的
な酵素の創生への基盤を築くことができた。
３）カルボニル還元酵素
NADPH 利用型キヌクリジノン酵素 RrQR の NADH 要求性への改変により Y59D/R60I/S61N 変異酵素
RrQR-MT が得られた。この変異酵素に対して理論設計と進化分子工学の 2 種類の手法を用いた活性の
上昇を試み、活性が RrQR-MT の約 6.9 倍となった変異酵素を取得することができた。また、酵素の立
体構造安定化に寄与すると推定された N173I 変異を野生型 RrQR に導入した結果、野生型 RrQR の約 3.1
倍の活性を有した変異酵素を創出することができた。カルボニル還元酵素 S1 については、既知の NADH
要求性変換体の in silico 解析によって見出した H87R 変異により NADH 要求性変換体の酵素活性を 1.7
倍向上することに成功した（補足資料 図 5）。さらに、NADH との相互作用が強く、NAD+との相互作
用が弱い変異酵素の in silico スクリーニングから活性が約 1.9 倍上昇した変異酵素を得ることができた。
共役ポリケトン還元酵素については、補酵素 NADPH の結合に伴って大きく構造が変化する Thr 残基が
基質の共役カルボニル基を認識し、立体選択性の規定に重要であることを変異体解析により示した（補
足資料 図 6）。また、R30A 及び F126A 変異により触媒部位を広げることで酵素活性がそれぞれ約 1.7
倍及び約 1.5 倍上昇することが明らかとなった。
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３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

１３件

PDB 登録の有無にかかわらず構

１９件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

２３件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

７件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数６件）

７．当初計画に対する達成度
これまでに、キラル化合物合成有用ターゲット酵素とその高機能化酵素の立体構造解析に成功し、各
酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素特異性を規定する構造基盤を次々に明らかにした。
こうした構造情報に基づき、(4R,6R)-アクチノール合成系で利用可能な CYE 改変体など、多数の高機
能化酵素を取得している。また、新規ターゲット酵素についても複数酵素の構造決定に至っており、詳
細な構造情報の取得から基質選択性を拡大する酵素改変が進められている。さらに、動的な構造をシミ
ュレーションにより解析し、触媒部位から空間的に離れた部位も対象として高機能化情報を取得する試
みも成果が出つつある。以上のように最終目標の高効率で働く改変酵素の創生に向けて、その基盤とな
る重要な構造情報を取得し、それらを利用して多数の高機能化酵素を取得するに至っていることから、
課題全体としては順調に研究が進み、当初の計画以上の研究成果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者の統括のもと、京都学園・大阪府立大学・京都大学（機能解析グループ）による各酵素タ
ンパク質の安定供給、東京大学（構造解析グループ）での X 線結晶構造解析による触媒反応機構の解明
と酵素機能改変情報の提案、機能解析グループによる酵素改変体の機能性評価、といった連携体制によ
り研究を推進した。これにより、大部分のターゲット酵素の構造解析に成功し、多くの高機能化酵素を
取得してきた。研究を効率的・効果的に実施するために、研究実施者が数ヶ月ごとに集まり、進捗状況
の報告、問題点の解決、研究方針の決定を行った。また、メールベースでのディスカッションは日常的
に行われており、研究方針の細かな修正や得られた結果の共有がなされている。
９．他の課題との情報共有・連携
基質認識・触媒反応機構の高精度解析には高分解能 X 線回折データの取得が必須であり、そのために
「解析」領域と連携して放射光施設を利用し、多数のキラル化合物合成酵素の立体構造を高分解能で決
定した。また、
「情報プラットフォーム」領域の由良 敬教授との連携研究を推進し、従来にない酵素改
変アプローチとして触媒部位から離れた位置への変異導入による高活性化体の取得にも取り組んでき
た。情報共有については、「情報プラットフォーム」で公開できるよう各ターゲットタンパク質の構造
解析と機能改変の進捗の登録を随時行った。また、本課題で取り上げている酵素のほとんどは産業界と
の共同研究により見出された酵素であり、計画当初より企業との連携により推進している。
１０．人材育成
本研究費により４名の博士研究員と９名の研究補助員（大学院生を含む）が従事している。各機関の
研究代表者が研究の進捗を常に把握し、頻繁なディスカッションを通じて研究教育を行っている。本課
題で育成された人材は、大学・研究所の助教・研究員や企業の研究開発職として従事しており、今後、
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産業利用に資する酵素の高機能化研究分野をリードする人材にさらに成長してくれると期待している。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでの構造情報の利用により、既に多くの高機能化酵素の取得に成功している。本研究課題の終
了までに、4 置換型の環状エノン化合物を高効率に触媒する旧黄色酵素、L 体特異的なスレオニンアル
ドラーゼ、基質選択性を拡大した分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼなどの創出がさらに期待され、これ
らを利用したキラル生体触媒ライブラリーの構築と物質生産系の構築も期待される。また、「情報プラ
ットフォーム」領域との連携により、動的な構造に着目した新たな酵素改変アプローチによる高活性化
体の取得や複数酵素の比較解析による共通基盤を利用した高機能化技術の確立も期待される。
本課題で取り上げている酵素の多くは、その用途や遺伝子に関する基本特許がすでに各企業と所属の
大学間で共同出願されている。本プログラムで得られた成果を利用した知的財産権の獲得についても積
極的に行うことは言うまでもないが、現在までのところ基本特許の範囲内でカバーできるとの判断から
出願を行っていない。例えば、カルボニル還元酵素 S1 は医薬合成中間体の製造プロセスに利用されて
いるが、本プログラムで行われた基質・補酵素特異性の改変はプロセスの効率化や拡大につながること
が期待でき、実利用に向けた共同研究を進めている。また、キヌクリジノン還元酵素や旧黄色酵素等に
関しても、民間企業との共同研究を進めており、得られた成果を活かすことができるものと信じている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
前項でも述べたように、本プログラムで解析を行っている酵素はいずれも産業界との共同研究から見
出されたものであり、用途や遺伝子に関する基本特許はすでに出願済みである。本プログラムの成果で
ある補酵素特異性改変や基質特異性拡大等といった高機能化を行った変異体酵素については、民間企業
との継続的な共同研究により産業化に結びつける努力を行っている。また、産業応用の面だけでなく、
酵素の持つ特長のひとつである立体選択的反応の解析を様々なターゲットに対して行ってきたことは、
酵素触媒反応を理解する上でも学術的な重要な意味を持つと考える。
１３．特記事項
１）清水と片岡に『平成 20 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞開発部門」』が、清水に
「第 33 回井上春成賞」と「2009 年国際酵素工学賞」が、片岡に「酵素応用シンポジウム特別表彰」が
授与された。これらの受賞業績は、いずれも酵素の高い立体選択性を生かしたキラル化合物の産業生産
プロセスの開発実績を認められたものであり、本研究課題の重要性がうかがえる。また、田之倉に「平
成 20 年度日本農芸化学会賞」が授与された。この受賞業績は、産業利用に有用な酵素の構造機能相関
解析と高機能化酵素開発への実績が認められたものである。
２）日本農芸化学会 2011 年度大会で食環分野の成果発信の場としてシンポジウムを企画し、日本生物
工学会大会のワークショップ等での成果発信も予定されている。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

19,818

1,701

0

4,314

0

0

0

0

人件費（千円）

6,770

24,056

18,477

業務実施費（千円）

23,411

21,166

間接経費（千円）

15,001

合計（千円）

65,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

9,336

人件費・謝金（千円）

18,567

19,383

旅費（千円）

3,427

29,985

24,766

その他（千円）

2,361

14,077

14,538

14,537

間接経費（千円）

10,109

68,262

61,000

63,000

63,000

合計（千円）

43,800

295,800
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化

代 表 ／ 分 担 機 関

学校法人京都学園

機関の代表研究者名

清水

昌（H21〜）

１．課題開始時における各機関の達成目標
近年、医薬、農業、化学工業分野などにおいて光学活性体（キラル化合物）の需要はますます高まっ
ている。このような社会的背景から、必要とされる様々な種類のキラル化合物を立体選択的に高効率で
生産する方法の技術開発が求められている。キラル化合物合成において微生物由来タンパク質酵素を利
用した合成手法は、高効率で環境に優しい最も有効な手段の一つである。本研究では、種々のキラル化
合物合成酵素を中心に構造機能相関を明らかにし、さらに高効率
で生産可能なキラル化合物合成反応系の開発を行う。具体的に
は、１） 炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）、２）βヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
、３）
カルボニル不斉還元酵素（アミノアルコール脱水素酵素、キヌク
リジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1 等）などをターゲッ
トとする。これらの酵素がもつ基質特異性、立体選択性および触
媒反応機構をタンパク質構造解析の手法によって構造生物学的
に理解する。タンパク質-基質複合体の立体構造情報を基にして、
産 業 利 用 する 際 に 高 効率 で 働 く 改変 酵 素 の 創生 を 目 指 す。
京都学園では、東京大学で構造解析が行われる各種ターゲット酵素の立体構造情報を基に、各種改変
酵素を作成して触媒反応機構の解析を行うとともに、基質特異性拡大や補酵素特異性改変といった高機
能化を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）2 種類の旧黄色酵素の補酵素及び阻害剤との複合体構造情報を基に、基質選択性と触媒効率に重
要な構造基盤を見出すことに成功し、酵素機能の改変により本酵素を用いた(4R,6R)-アクチノール合成
系で基質となる KIP 及び (4S)-フォレノールに対し、触媒活性を高めることに成功した。２）カルボニ
ル還元酵素について、補酵素要求性の異なる 2 種類のキヌクリジノン還元酵素、アミノアルコール脱水
素酵素の高活性化変異体の立体構造情報を基に、各酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素
特異性を規定する構造基盤を明らかにした。さらに設計した変異体の活性を評価し、高活性化変異体や
工業生産に有益な NADH への補酵素要求性変換体を取得することに成功した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
東京大学・田之倉グループとの連携により、2 種類の旧黄色酵素、補酵素要求性の異なる 2 種類のキ
ヌクリジノン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素の高活性化変異体酵素について、それぞれの立体
構造を決定することに成功した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
構造解析により推定した各酵素の触媒反応、基質及び補酵素特異性、立体選択性に関わる残基に注目
し、各種変異体の機能解析を行った。
１）炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）
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旧黄色酵素は、炭素二重結合の不斉水素添加触媒として幅広い応用が期待されている。キラル化合物
(4R,6R)- ア ク チ ノ ー ル （ キ サ ン ト フ ィ ル 類 合 成 前 駆 体 ） 合 成 系 へ の 利 用 が 期 待 さ れ る Candida
macedoniensis 由来旧黄色酵素（CYE）および Torulopsis sp.由来旧黄色酵素（TYE）の２種の旧黄色酵素
について立体構造の決定に成功している。CYE と TYE は同じ旧黄色酵素ファミリーに属するが、基質
選択性に違いがあり、プロキラルな化合物ケトイソフォロン（KIP）には共通して作用できるのに対し、
その構造類縁体である(4S)-フォレノールには TYE のみが作用できることが分かっている。そこで、CYE
および TYE の立体構造から触媒部位の構造を明らかにし、KIP と(4S)-フォレノールを CYE が区別して
認識するための構造基盤の解明を行った。CYE および TYE の活性中心付近の構造比較を行った結果、
TYE の H190 残基が CYE では N194 残基になっており、このような残基の違いが基質に対する活性に影
響を与えていると考えられた。そこで、CYE の N194 を His に置換した N194H 変異体の活性を評価し
た結果、この変異だけでは(4S)-フォレノールに対する活性が上昇しないことが示された。TYE および
CYE、さらには他の旧黄色酵素ファミリータンパク質との構造比較を行った結果、TYE においてのみ、
H190 残基の空間配置が異なっていること（やや広くなっていること）が明らかとなった。この H190
残基の空間位置のずれにより、基質が活性部位に入り込
む際の配向にゆとりが生じて、KIP や(4S)-フォレノールの
ような 6 位にジメチル基をもつような基質に対しても十
分に反応できるものと推定された。さらに、基質が結合
した際に“ふた”として働くループ上の 2 残基に変異を導
入して活性部位を広げることで、KIP 及び(4S)-フォレノー
ルに対する活性をそれぞれ 2 倍及び 16 倍向上させること
に成功した（図 1）。この高活性化変異体は、高効率な
図 1：CYE の開閉構造

(4R,6R)-アクチノール合成系に利用可能である。

また、CYE あるいは TYE が３位に置換基（メチル基）をもつエノン化合物に対してほとんど活性を
示さないことから、基質選択性を拡大し４置換型エノン化合物にも作用する高機能型酵素を創出するこ
とを目的として、３位の置換基に対し立体障害を引き起こしていると考えられる TYE の Trp 残基およ
び Thr 残基を他のアミノ酸残基への置換体についての活性評価を進め、３位にメチル基のある環状エノ
ン化合物に対する活性が若干上昇した変異酵素を得ることに成功した。
２）カルボニル還元酵素
Rhodotorula rubra 由来の NADPH 利用型酵素（RrQR）と Agrobacterium tumefaciens 由来の NADH 利用
型酵素（AtQR）のそれぞれの補酵素複合体構造情報から補酵素結合部位の構造比較を行い、両酵素で
は、全く異なる機構を利用して基質に対する親和性
を獲得していることも明らかにした。NADPH 利用
型 RrQR では Ser, Gln などの親水性残基による基質
のカルボニル基との水素結合を利用する一方で、
NADH 利用型 AtQR では Glu 残基による基質の三級
アミンとの静電相互作用を利用していることが明
図 2：2 種類のキヌクリジノン還元酵素の基質認識機構

らかとなった（図 2）。

Rhodococcus erythropolis 由来の NADPH 依存性アミノアルコール脱水素酵素の野生型酵素遺伝子への
ランダム変異導入による活性向上を試みた結果、生成物阻害が回避された変異体（G73S, S214R）を得
ることに成功した。そこで、これらの変異点を構造情報から解析した結果、G73S は α ヘリックスの安
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定化への影響が示唆され、S214 への変異導入は高濃度基質に対する不活性化を解除する作用があるこ
とが明らかとなった。さらに、in silico 解析を行い、これらの変異点を中心とする更なる改変を行った。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件（PDB 登録は東大グループ側で行っている）

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１０件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

５件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数５件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
京都学園は、研究代表者の異動に伴い、本プログラム３年目から代表機関として研究に加わり、ター
ゲット酵素の機能解析と全体マネジメントを請け負ってきた。これまでに、キラル化合物合成有用ター
ゲット酵素とその高機能化酵素の立体構造解析に成功し、各酵素の立体選択的な反応機構、基質選択
性・補酵素特異性を規定する構造基盤を次々に明らかにした。こうした構造情報に基づき、(4R,6R)-ア
クチノール合成系で利用可能な(4S)-フォレノールに対して高い反応性を示す CYE 改変体やアミノアル
コール脱水素酵素の高活性化変異体など、多数の高機能化酵素を取得している。以上のように最終目標
の高効率で働く改変酵素の創生に向けて、その基盤となる重要な構造情報を取得し、それらを利用して
多数の高機能化酵素を取得するに至っていることから、課題全体としては順調に研究が進み、当機関で
も当初の計画以上の研究成果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者を中心として、機能解析を担当している京都学園・京都大学・大阪府立大学の３研究グル
ープは、地理的な近さもあることから常に一体となって研究を進めている。各研究グループ内での担当
研究者間の打ち合わせは日常的に行われているが、３研究機関間での情報共有についても頻繁に行って
いる。これにより、多くのターゲット酵素の機能解析や高機能化を効率的にこなすことが可能となって
いる。また、構造解析を担当している東京大学のグループとは数ヶ月ごとにミーティングを行い、進捗
状況の報告、問題点の解決、研究方針の決定を行っている。また、メールベースでのディスカッション
は常時行われており、研究方針の細かな修正や得られた結果の共有がなされている。
９．他の課題との情報共有・連携
従来にない酵素改変アプローチとして触媒部位から離れた位置への変異導入による高活性化体の取
得を進めるため、分他機関の東京大学・田之倉グループを通じて「情報プラットフォーム」領域の由良
敬教授との連携研究を推進している。情報共有については、「情報プラットフォーム」で公開できるよ
う各ターゲットタンパク質の構造解析と機能改変の進捗の登録を随時行った。また、本課題で取り上げ
ている酵素のほとんどは産業界との共同研究により見出された酵素であり、計画当初より企業との連携
により推進している。
１０．人材育成
本研究には 3 名の大学院生・学部生が従事してきた。機関代表者と業務参加者が研究の進捗を常に把
握し、頻繁なディスカッションを通じて研究教育を行っている。本課題を通して育成された人材は、企
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業の研究開発職として従事しており、今後、産業利用に資する酵素の高機能化研究分野をリードする人
材にさらに成長してくれると期待している。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでの構造情報の利用により、既に多くの高機能化酵素の取得に成功している。本研究課題の終
了までに、4 置換型の環状エノン化合物を高効率に触媒する旧黄色酵素などの創出が期待される。さら
に課題全体として、酵素タンパク質ファミリー毎に複数の酵素の比較解析を進め、基質・補酵素認識機
構や立体選択性制御機構の共通基盤を利用した高機能化技術の確立も目指す。これまでに得られた高機
能化酵素を利用したキラル生体触媒ライブラリーの構築と物質生産系の構築も期待される。
本課題で取り上げている酵素の多くは、本プログラム開始前に産業界との共同研究により見出された
酵素である。これらの酵素の用途や遺伝子に関する基本特許は、すでに各企業と所属の大学間で共同出
願されている。本プログラムで得られた成果を利用した知的財産権の獲得についても積極的に行うこと
は言うまでもないが、現在までのところ基本特許の範囲内でカバーできるとの判断から出願を行ってい
ない。例えば、キヌクリジノン還元酵素や旧黄色酵素等に関しては、民間企業との共同研究を進めてお
り、得られた成果を活かすことができるものと信じている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
前項でも述べたように、本プログラムで解析を行っている酵素はいずれも産業界との共同研究から見
出されたものであり、用途や遺伝子に関する基本特許はすでに出願済みである。本プログラムの成果で
ある補酵素特異性改変や基質特異性拡大等といった高機能化を行った変異体酵素については、民間企業
との継続的な共同研究により産業化に結びつける努力を行っている。また、産業応用の面だけでなく、
酵素の持つ特長のひとつである立体選択的反応の解析を様々なターゲットに対して行ってきたことは、
酵素触媒反応を理解する上でも学術的な重要な意味を持つと考える。
１３．特記事項
１）本研究では、キラル化合物合成酵素をひとつひとつの酵素として解析するだけでなく、複数の酵素
を同時に構造解析するところに強みがあり、新たな知見が次々と得られている。旧黄色酵素の高活性化
を可能にした構造情報、キヌクリジノン還元酵素の基質結合能の増強機構等がその例として挙げられ
る。
２）清水に「2009 年国際酵素工学賞」が授与された。受賞業績は、いずれも酵素の高い立体選択性を生
かしたキラル化合物の産業生産プロセスの開発実績を認められたものであり、本研究課題の重要性がう
かがえる。
３）日本農芸化学会 2011 年度大会で食環分野の成果発信の場としてシンポジウムを企画し、日本生物
工学会大会のワークショップでの成果発信も予定されている。
１４．研究費一覧
１９年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

4,064

試作品費（千円）

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

旅費（千円）

406

業務実施費（千円）

3,846

3,629

その他（千円）

88

間接経費（千円）

1,154

2,307

間接経費（千円）

1,108

4,569

5,000

10,000

合計（千円）

4,800

19,800

合計（千円）

0

２０年度

0
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２３年度
物品費（千円）

計

3,198
0
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物合成酵素の高機能化と解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学

機関の代表研究者名

田之倉

優

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

改変や精密化･基質特異性の拡大・安定性の向上といった酵素の高機能化情報の取得を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）2 種類の炭素二重結合不斉水素添加酵素 CYE, TYE
の補酵素及び阻害剤との複合体構造を決定し、基質選択性

図 1：CYE の開閉構造

と触媒効率に重要な構造基盤を見出すことに成功した。こ
の中で特に顕著な成果は、基質選択性と触媒効率が活性部
位近傍に存在するループ領域の開閉構造により規定され
ることを解明したことである（図 1）。実際にこのループ
領域の改変情報を提案することにより、(4R,6R)-アクチノ
ール合成系の基質(4S)-フォレノールに対して CYE が高い触媒活性をもつようになることが示された。
さらに、これまで不可能であった 3 位に置換基をもつ環状エノン化合物の不斉水素添加反応を触媒する
酵素改変体の取得にも成功した。２）L 体と L-allo 体への作
用比率が異なる 3 種類のスレオニンアルドラーゼと 1 種類の
変異酵素の立体構造を決定した。この構造からスレオニンの
β 位水酸基を認識して L 体と L-allo 体への作用比率を規定す
る構造基盤を明らかにし（図 2）、実際に L 体に対する作用
比率が高まる酵素改変情報を取得した。３）カルボニル還元
図 2：LATA の立体選択性制御

酵素について、補酵素要求性の異なる 2 種類のキヌクリジノ
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ン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素の高活
性変異体の立体構造を決定した。この構造から各酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素特
異性を規定する構造基盤を明らかし（図 3）、高活性化体や工業生産に有益な NADH への補酵素要求性
変換体のための酵素改変情報を取得した。４）平成 22 年度より新たなターゲットとして加えた新規の

キラル化合物合成有用酵素群の中で、ケトパント酸還元酵素、分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ BaDO、
HpaI/HpcH アルドラーゼの立体構造を決定し、その触媒部位の構造を明らかにした。特に BaDO につい
ては新たなパーキンソン病治療薬としての期待が高い L-DOPS に対しても反応可能な基質選択性拡大
のための構造情報を取得した（図 4）。

図 3：2 種類のキヌクリジノン還元酵素の基質認識機構

図 4：BaDO の基質結合モデル（左）と L-DOPS の立体障害（右）

（２）構造解析に関する進捗及び成果
7 種類のターゲット酵素群のうちパントイルラクトン脱水素酵素を除く 6 種類について、複数のター
ゲット酵素の立体構造を X 線結晶構造解析により決定し、立体選択的な触媒反応機構や高機能化に有用
な構造情報を解析することに成功した。さらに、新規に加えた 5 種類の酵素群についても、そのうちの
3 種類の酵素群（ケトパント酸還元酵素、分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ、HpaI/HpcH アルドラーゼ）
の立体構造を X 線結晶構造解析により決定し、基質選択性の拡大に資する構造情報の取得に成功した。
また、新規ターゲット酵素群の AMKP 還元酵素に加え、平成 23 年度より企業との共同研究で開始した
光学活性なアミン化合物を合成する有用酵素についても構造決定が達成されつつある。
１）炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）
本酵素は、炭素二重結合の不斉水素添加触媒として、幅広い応用が期待されている。2 種類の酵素 CYE
及び TYE と補酵素 FMN との複合体構造を決定し、KIP と(4S)-フォレノールを CYE が区別して認識す
る構造基盤として、活性部位近傍の Phe 残基と(4S)-フォレノールの 6 位のジメチル基が立体障害を生
じることを明らかにした。さらに、CYE と阻害剤 p-hydroxybenzaldehyde との複合体構造から、活性部
位に基質が結合した際に“ふた”として機能するループ構造を見出した（図 1）。このループは触媒反応
において基質の認識に重要であるが、(4R,6R)-アクチノール合成系の基質である KIP や(4S)-フォレノー
ルに対して立体障害を生じることを明らかにした。また、TYE では 3 位の置換基に対し立体障害を引き
起こしている Trp 残基及び Thr 残基を推定した。こうした構造情報に基づき、KIP や(4S)-フォレノール、
3 位に置換基をもつ環状エノン化合物に対して反応性を高める酵素改変情報を取得した。
２）β-ヒドロキシ-α -アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
本酵素は、2つの不斉炭素を認識してβ-ヒドロキシ-α-アミノ酸とグリシン・アルデヒドとの可逆的変
換反応を触媒する酵素であり、β-ヒドロキシ-α-アミノ酸の合成触媒として有用な酵素である。L体及び
L-allo体を異なる比率で触媒する複数の酵素（LTA-E，LTA-P，LATA及びLATA変異体）について、補酵
素PLP及びグリシンとの複合体構造を決定した。この立体構造から基質のβ位水酸基を認識する2つのHis
残基を見出した（図2）。一方のHis85は触媒残基と推定され、その配向を制限してβ位水酸基の不斉化制
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御に関わる隣接残基も見出した。LATA変異体ではもう一方のHis128がTyr残基に置換されており、His
残基による基質のβ位水酸基の認識が失われることでL-allo体特異性が低下することを示した。
３）カルボニル還元酵素
カルボニル還元酵素の 1 つであるキヌクリジノン還元酵素は、3-キヌクリジノンを不斉還元して喘息
治療薬やアルツハイマー病治療薬の原料の(R)-3-キヌクリジノールを生産できる有用酵素である。
NADPH または NADH の一方を補酵素とする 2 種類のキヌクリジノン還元酵素と補酵素の複合体構造を
決定した。これにより補酵素結合様式の比較が可能となり、安価な NADH への補酵素要求性変換に利
用可能な構造情報を取得した。また、空間的に保存された疎水性領域が基質の立体選択性制御に重要で
あるが、基質に対する親和性の増強機構が両酵素で全く異なることも明らかにした（図 3）。
一方、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素、ケトパン
ト酸還元酵素は、キラルアルコール生産の触媒ライブラリー酵素として有用である。カルボニル還元酵
素 S1 及び共役ポリケトン還元酵素の補酵素複合体構造とアミノアルコール脱水素酵素の高活性化変異
体の構造を決定し、各酵素の立体選択的な反応機構と基質選択性の構造基盤を明らかにした。また、各
酵素の高活性化のための酵素改変情報を取得し、カルボニル還元酵素 S1 については NADH に対する補
酵素要求性を向上させるための酵素改変情報も取得した。
アミノアルコール脱水素酵素の高活性化変異体については、
「情報プラットフォーム」領域の由良 敬
教授との連携研究を推進し、触媒部位から離れた位置への変異による高活性化の構造基盤を解析した。
基準振動解析の結果、空間的に離れた変異部位と触媒部位が同調した運動を示すことを明らかにした。
この変異部位における S214R 変異により酵素の kcat/Km が 4 倍程度上昇することがわかっており、酵素
の触媒活性を上昇させるために、基準振動解析を指標として触媒部位と同調する部位に対して変異を導
入することが有効であることを示した。
４）新規ターゲット酵素群
有用な生理活性を示す新たなアミノ酸類の生産プロセスではたらく分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナー
ゼ BaDO と HpaI/HpcH アルドラーゼ asHPAL の立体構造を決定した。BaDO と基質 N-スクシニル-L-イ
ソロイイシンとの結合モデルを解析した（図 4 左）。さらに、基質のイソロイシン部分の結合ポケット
を広げて立体障害を取り除くことにより、新たなパーキンソン病治療薬としての期待が高い L-DOPS
を生産可能な改変酵素の取得が大いに期待される（図 4 右）。一方、asHPAL についてはその触媒部位の
構造を明らかにし、反応に必須な Mg2+の位置が同じファミリーの酵素と異なることを明らかにした。
今後、基質や基質アナログとの共結晶構造や結合モデル解析により、asHPAL の立体選択的な反応機構
の詳細を解明できるものと期待される。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
各酵素の触媒反応、基質及び補酵素特異性、立体選択性の構造基盤から酵素改変情報取得し、機能解
析グループに提供した。それにより種々の高機能化酵素の取得に結びついた。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

１３件

PDB 登録の有無にかかわらず構

１９件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

９件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）
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６．各機関における成果を活用した共同研究数
（プログラム内外含む）

２件
（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
これまでに、キラル化合物合成有用ターゲット酵素とその高機能化酵素の立体構造解析に成功し、各
酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素特異性を規定する構造基盤を次々に明らかにした。
こうした構造に基づく酵素改変情報の提供により、旧黄色酵素の利用が期待される(4R,6R)-アクチノー
ル（キサントフィル類合成前駆体）合成系で利用可能な(4S)-フォレノールに対して高い反応性を示す
CYE 改変体やカルボニル還元酵素 S1 の高活性な NADH 要求性変換体など、多数の高機能化酵素の取得
に結びついた。また、平成 22 年度から加えた新規ターゲット酵素のケトパント酸還元酵素、分岐鎖ア
ミノ酸ジオキシゲナーゼ、HpaI/HpcH アルドラーゼについても構造決定に至っており、詳細な構造情報
に基づいて L-DOPA などの有用キラル化合物を合成する新規の酵素取得のための改変実験が進んでい
る。さらに、動的な構造をシミュレーションにより解析し、触媒部位から空間的に離れた部位も対象と
して高機能化情報を取得する試みも成果が出つつある。以上のように最終目標の高効率で働く改変酵素
の創生に向けて、その基盤となる重要な構造情報を取得し、それらを利用して多数の高機能化酵素を取
得するに至っていることから、課題全体として順調に研究が進み、当機関では当初の計画以上の研究成
果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関の東京大学では代表研究者の統括のもと、各ターゲット酵素の担当研究者・研究補助者が X
線結晶構造解析による触媒反応機構の解明と酵素機能改変情報の機能解析グループへの提案を推進し
ている。研究者間のミーティングは少なくとも週 1 回のペースでおこなわれ、ディスカッションは頻繁
に随時されている。これにより、大部分のターゲット酵素の構造解析に成功し、多くの高機能化酵素を
取得するための酵素改変情報を提案してきた。各機関が連携する研究を効率的・効果的に実施するため
に、各機関の研究実施者が数ヶ月ごとに集まり、進捗状況の報告、問題点の解決、研究方針の決定を行
った。また、メールベースでのディスカッションは非常に頻繁におこなわれており、研究方針の細かな
修正や得られた結果の共有がなされている。
９．他の課題との情報共有・連携
基質認識・触媒反応機構の高精度解析には高分解能 X 線回折データの取得が必須であり、そのために
「解析」領域と連携して放射光施設を利用し、多数のキラル化合物合成酵素の立体構造を高分解能で決
定した。また、
「情報プラットフォーム」領域の由良 敬教授との連携研究を推進し、従来にない酵素改
変アプローチとして触媒部位から離れた位置への変異導入による高活性化体の取得にも取り組んでき
た。情報共有については、「情報プラットフォーム」で公開できるよう各ターゲットタンパク質の構造
解析と機能改変の進捗の登録を随時行った。また、本課題で取り上げている酵素のほとんどは産業界と
の共同研究により見出された酵素であり、計画当初より企業との連携により推進している。
１０．人材育成
本研究費により３名の博士研究員と８名の研究補助員（大学院生）が従事している。研究代表者と分
担者が研究の進捗を常に把握し、頻繁なディスカッションを通じて研究教育をおこなっている。本課題
を通して育成された人材は、大学・研究所の助教・研究員や企業の研究開発職として、立体構造解析と
タンパク質工学を専門とした研究開発に従事しており、今後、産業利用に資する酵素の高機能化研究分
野をリードする人材にさらに成長してくれると期待している。
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１１．終了までの具体的な見通し
これまでに得られた構造情報の利用により、既に多くの高機能化酵素の取得に成功している。本研究
課題の終了までに、4 置換型の環状エノン化合物を高効率に触媒する旧黄色酵素、L 体特異的なスレオ
ニンアルドラーゼ、産業規模で利用可能なキヌクリジノン還元酵素の高活性化体、基質選択性を拡大し
た分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ BaDO などの創出が期待される。また、「情報プラットフォーム」
領域との連携研究を進めることで、動的な構造に着目した新たな酵素改変アプローチを提案し、有用酵
素の触媒活性を向上させるための基盤技術の創出が期待される。さらに、酵素タンパク質ファミリー毎
に複数の酵素の比較解析を進め、基質・補酵素認識機構や立体選択性制御機構の共通基盤を利用した高
機能化技術の確立も目指す。これまでに得られた高機能化酵素を利用したキラル生体触媒ライブラリー
の構築と物質生産系の構築も期待されるところである。
本課題で取り上げている酵素のほとんどは産業界との共同研究により見出された酵素であり、本プロ
グラムで得られた成果を利用した知的財産権の獲得についても積極的に行うことは言うまでもないが、
現在までのところ基本特許の範囲内でカバーできるとの判断から出願を行っていない。今後、高機能化
酵素を用いた物質生産系を共同研究先の企業に移転し、化学工業、農業分野、そして特に医薬品産業を
中心に有用物質を供給することで、成果の社会還元を達成したいと考えている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
前項でも述べたように、本プログラムで解析を行っている酵素はいずれも産業界との共同研究から見
出されたものであり、用途や遺伝子に関する基本特許はすでに出願済みである。本プログラムの成果で
ある補酵素特異性改変や基質特異性拡大等といった高機能化を行った変異体酵素については、民間企業
との継続的な共同研究により産業化に結びつける努力を行っている。また、産業応用の面だけでなく、
酵素の持つ特長のひとつである立体選択的反応の解析を様々なターゲットに対して行ってきたことは、
酵素触媒反応を理解する上でも学術的な重要な意味を持つと考える。
１３．特記事項
１）本研究では、キラル化合物合成酵素をひとつひとつの酵素として解析するだけでなく、複数の酵素
を同時に構造解析するところに強みがあり、新たな知見が次々と得られている。旧黄色酵素の高活性化
を可能にした構造情報、スレオニンアルドラーゼの不斉化制御を規定する構造基盤、キヌクリジノン還
元酵素の基質結合能の増強機構等がその例として挙げられる。
２）機関代表者の田之倉に「平成 20 年度日本農芸化学会賞」が授与された。この受賞業績は、産業利
用に有用な酵素の構造機能相関解析と高機能化酵素開発への実績が認められたものである。
３）日本農芸化学会 2011 年度大会で食環分野の成果発信の場としてシンポジウムを企画し、日本生物
工学会大会のワークショップでの成果発信も予定されている。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

9,670

0

0

250

0

0

0

0

人件費（千円）

6,435

14,438

10,613

業務実施費（千円）

8,510

8,639

間接経費（千円）

7,385

合計（千円）

32,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

4,322

人件費・謝金（千円）

8,336

9,684

旅費（千円）

1,536

11,695

12,374

その他（千円）

1,498

6,923

6,692

6,692

間接経費（千円）

4,708

32,400

30,000

29,000

29,000

合計（千円）

20,400

140,400
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物合成酵素の高機能化のための触媒機構の解析

代 表 ／ 分 担 機 関

公立大学法人大阪府立大学

機関の代表研究者名

片岡道彦（H22〜）

１．課題開始時における各機関の達成目標
近年、医薬、農業、化学工業分野などにおいて光学活性体（キラル化合物）の需要はますます高まっ
ている。このような社会的背景から、必要とされる様々な種類のキラル化合物を立体選択的に高効率で
生産する方法の技術開発が求められている。キラル化合物合成において微生物由来タンパク質酵素を利
用した合成手法は、高効率で環境に優しい最も有効な手段の一つである。本研究では、種々のキラル化
合物合成酵素を中心に構造機能相関を明らかにし、さらに高効率
で生産可能なキラル化合物合成反応系の開発を行う。具体的に
は、１） 炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）、２）βヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
、３）
カルボニル不斉還元酵素（アミノアルコール脱水素酵素、キヌク
リジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1 等）などをターゲッ
トとする。これらの酵素がもつ基質特異性、立体選択性および触
媒反応機構をタンパク質構造解析の手法によって構造生物学的
に理解する。タンパク質-基質複合体の立体構造情報を基にして、
産 業 利 用 する 際 に 高 効率 で 働 く 改変 酵 素 の 創生 を 目 指 す。
大阪府立大学では、東京大学で構造解析が行われる各種ターゲット酵素の立体構造情報を基に、各種
改変酵素を作成して触媒反応機構の解析を行うとともに、基質特異性拡大や補酵素特異性改変といった
高機能化を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）L 体と L-allo 体への作用比率が異なる 3 種類のスレオニンアルドラーゼと 1 種類の変異酵素の立
体構造情報を基に、スレオニンの β 位水酸基を立体選択的に認識して L 体と L-allo 体への作用比率を規
定する構造基盤の一部を明らかにした。２）カルボニル還元酵素について、補酵素要求性の異なる 2 種
類のキヌクリジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素の高活性化変異体の
立体構造情報を基に、各酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素特異性を規定する構造基盤
を明らかにした。さらに設計した変異体の活性を評価し、高活性化変異体や工業生産に有益な NADH
への補酵素要求性変換体を取得することに成功した。また、昨年度よりターゲットに加えたケトパント
酸還元酵素の構造を決定した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
東京大学・田之倉グループとの連携により、L 体と L-allo 体への作用比率が異なる 3 種類のスレオニ
ンアルドラーゼと 1 種類の変異体酵素、補酵素要求性の異なる 2 種類のキヌクリジノン還元酵素、カル
ボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素の高活性化変異体酵素、
ケトパント酸還元酵素について、それぞれの立体構造を決定することに成功した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
構造解析により推定した各酵素の触媒反応、基質及び補酵素特異性、立体選択性に関わる残基に注目
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し、各種変異体の機能解析を行った。
１）β-ヒドロキシ-α -アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
β-ヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素群（スレオニンアルドラーゼ）は、β-ヒドロキシ-α-アミノ酸をグリ
シンと対応するアルデヒドに可逆的に開裂する。L 体及び L-allo 体を異なる比率で触媒する複数の酵素
の構造解析を進め、E. coli 由来スレオニンアルドラーゼ（LTA-E）、Pseudomonas sp.由来スレオニンアル
ドラーゼ（LTA-P）、L-allo 体に特異的に作用する Aeromonas jandaei 由来スレオニンアルドラーゼ
（LATA）、ランダム変異により得られた L 体にも作用することができる LATA 変異体(H128Y)の 4 種の
酵素に関して、補酵素及びグリシンとの複合体構造を決定した。これらの立体構造から基質の β 位水酸
基を認識する 2 つの His 残基(H85, H128)を見出した。一方の H85 は触媒残基と推定され、その配向を制
限して β 位水酸基の不斉化制御（L 体と L-allo 体の選択性決
定）に関わる残基も見いだされているが、LATA 変異体では
もう一方の H128 が Tyr 残基に置換されており、基質の β 位
水酸基と結合できない位置に配向することで、L-allo 体特異
性が低下することが明らかとなった（図 1）。さらに、LATA
において、L 体／L-allo 体の作用比率を制御することが明ら
かとなった H128 について、他のアミノ酸残基への置換を行

図 1：LATA の立体選択性制御

ったところ、H128Y 以外に H128F, H128L, H128M, H128S で
L-allo 体特異性が低下することが明らかとなった。特に、H128S での L-allo 体特異性の低下が著しく、
L 体特異的な酵素の創生への基盤を築くことができた。
２）カルボニル還元酵素
Rhodotorula rubra 由来の NADPH 利 用型酵素（ RrQR）の NADH 要求性への改変によって、
Y59D/R60I/S61N 変異酵素 RrQR-MT が得られていたが、野生型 RrQR と比較して大幅な活性の減少が見
られ、野生型 RrQR の約 3.7%となっていた。この活性を引き上げるために、理論設計と進化分子工学の
2 種類の手法を用いて活性の上昇した NADH 依存性変異酵素の取得を試みた。まず、構造情報に基づき、
NADH 要求性変異酵素 RrQR-MT のアデノシンのリボース環とリン酸基に対する認識を強化することを
目的に作製した変異酵素３種（G39R、D59E、N61Q）において、わずかながら活性が上昇したものの、
いずれも RrQR-MT の約 1.4 倍にとどまっていた。そこで、RrQR-MT に対して error-prone PCR によるラ
ンダム変異を導入した約 3000 種の変異酵素をスクリーニングした結果、活性の上昇した 2 種の変異酵
素を取得できた。変異酵素 No.1 は変異点 N173I で RrQR-MT の約 4.5 倍の活性を、変異酵素 No.2 は変
異点 A99V/Q135L で RrQR-MT の約 1.3 倍の活性を有していた。さらに、上記の 2 種類の手法で得られ
た変異酵素の変異点のかけあわせを行った結果、活性が RrQR-MT の約 6.9 倍となった変異酵素を取得
することができた。また、酵素の立体構造安定化に寄与すると推定された N173I 変異を野生型 RrQR に
導入した結果、野生型 RrQR の約 3.1 倍の活性を有した変異酵素を創出することができた。
カルボニル還元酵素 S1 については、その立体構造に基づいて既知の NADH 要求性変換体の in silico
解析を行い、NADH 近傍で全く NADH 認識に関わらない His 残基を見出し、この残基を Arg 残基に置
換することにより、NADH 要求性変換体の酵素活性を 1.7 倍向上することに成功した。この S1 変異体
の活性をさらに高めるために、NADH との相互作用が強く、NAD+との相互作用が弱い変異酵素の in
silico スクリーニングを行った結果、活性が約 1.9 倍上昇した変異酵素を得ることができた。
Candida parapsilosis 由来の共役ポリケトン還元酵素 CPR-C1 について、構造解析情報から得られた基
質結合部位周辺のアミノ酸残基の解析を行ったところ、触媒部位の基質入口付近に位置しているかさ高

710

Ｂ５－Ｃ（食品・環境等の産業利用）
い残基（F28, R30, F126, F296）について、それぞれ Ala 残基に置換して触媒部位を広げることで活性に
及ぼす影響を検討した。その結果、R30A および F126A 変異体において、酵素活性がそれぞれ約 1.7 倍
および約 1.5 倍上昇することが明らかとなった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件（PDB 登録は東大グループ側で行っている）

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

５件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

５件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数５件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
大阪府立大学は、本プログラム４年目より分担機関として加わり、ターゲット酵素の機能解析を担当
している。立体構造解析に成功したキラル化合物合成有用ターゲット酵素の立体選択的な反応機構、基
質選択性・補酵素特異性を規定する構造基盤情報に基づき、スレオニンアルドラーゼの β 位水酸基の不
斉化制御改変体やキヌクリジノン還元酵素の高活性な NADH 要求性変換体など、多数の高機能化酵素
を取得している。また、新規ターゲット酵素のケトパント酸還元酵素についても構造決定に至っている。
以上のように最終目標の高効率で働く改変酵素の創生に向けて、その基盤となる重要な構造情報を取得
し、それらを利用して多数の高機能化酵素を取得するに至っていることから、課題全体としては順調に
研究が進み、当機関でも当初の計画以上の研究成果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者の統括のもと、機能解析を担当している京都学園・京都大学・大阪府立大学の３研究グル
ープは、地理的な近さもあることから常に一体となって研究を進めてきた。各研究グループ内での担当
研究者間の打ち合わせは日常的に行われているが、３研究機関間での情報共有についても頻繁に行って
いる。これにより、多くのターゲット酵素の機能解析や高機能化を効率的にこなすことが可能となって
いる。また、構造解析を担当している東京大学のグループとは数ヶ月ごとにミーティングを行い、進捗
状況の報告、問題点の解決、研究方針の決定を行っている。また、メールベースでのディスカッション
は常時行われており、研究方針の細かな修正や得られた結果の共有がなされている。
９．他の課題との情報共有・連携
従来にない酵素改変アプローチとして触媒部位から離れた位置への変異導入による高活性化体の取
得を進めるため、分他機関の東京大学・田之倉グループを通じて「情報プラットフォーム」領域の由良
敬教授との連携研究を推進している。情報共有については、「情報プラットフォーム」で公開できるよ
う各ターゲットタンパク質の構造解析と機能改変の進捗の登録を随時行った。また、本課題で取り上げ
ている酵素のほとんどは産業界との共同研究により見出された酵素であり、計画当初より企業との連携
により推進している。
１０．人材育成
本研究費により１名の博士研究員を雇用し、３名の学部生が研究に従事している。機関代表者が研究
の進捗を常に把握し、頻繁なディスカッションを通じて研究教育を行っている。本課題を通して育成さ
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れた人材は、さらに大学院での研究を希望しており、より専門的な教育を受けることで、将来産業利用
に資する酵素の高機能化研究分野をリードする人材にさらに成長してくれると期待している。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでの構造情報の利用により、既に多くの高機能化酵素の取得に成功している。本研究課題の終
了までに、L 体特異的なスレオニンアルドラーゼ、キヌクリジノン還元酵素の高活性化体、補酵素特異
性を改変したケトパント酸還元酵素などの創出が期待される。また、「情報プラットフォーム」領域と
の連携により、動的な構造に着目した新たな酵素改変アプローチを提案し、有用酵素の触媒活性を向上
させるための基盤技術の創出が期待される。さらに、課題全体として酵素タンパク質ファミリー毎に複
数の酵素の比較解析を進め、基質・補酵素認識機構や立体選択性制御機構の共通基盤を利用した高機能
化技術の確立も目指す。これまでに得られた高機能化酵素を利用したキラル生体触媒ライブラリーの構
築と物質生産系の構築も期待される。
本課題で取り上げている酵素の多くは、本プログラム開始前に産業界との共同研究により見出された
酵素である。これらの酵素の用途や遺伝子に関する基本特許は、すでに各企業と所属の大学間で共同出
願されている。本プログラムで得られた成果を利用した知的財産権の獲得についても積極的に行うこと
は言うまでもないが、現在までのところ基本特許の範囲内でカバーできるとの判断から出願を行ってい
ない。例えば、カルボニル還元酵素 S1 は医薬合成中間体の製造プロセスに利用されているが、本プロ
グラムで行われた基質・補酵素特異性の改変はプロセスの効率化や拡大につながることが期待でき、実
利用に向けた共同研究を進めている。また、キヌクリジノン還元酵素等に関しても、民間企業との共同
研究を進めており、得られた成果を活かすことができるものと信じている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
前項でも述べたように、本プログラムで解析を行っている酵素はいずれも産業界との共同研究から見
出されたものであり、用途や遺伝子に関する基本特許はすでに出願済みである。本プログラムの成果で
ある補酵素特異性改変や基質特異性拡大等といった高機能化を行った変異体酵素については、民間企業
との継続的な共同研究により産業化に結びつける努力を行っている。また、産業応用の面だけでなく、
酵素の持つ特長のひとつである立体選択的反応の解析を様々なターゲットに対して行ってきたことは、
酵素触媒反応を理解する上でも学術的な重要な意味を持つと考える。
１３．特記事項
１）本研究では、キラル化合物合成酵素をひとつひとつの酵素として解析するだけでなく、複数の酵素
を同時に構造解析するところに強みがあり、新たな知見が次々と得られている。旧黄色酵素の高活性化
を可能にした構造情報、スレオニンアルドラーゼの不斉化制御を規定する構造基盤、キヌクリジノン還
元酵素の基質結合能の増強機構等がその例として挙げられる。
２）片岡には京都大学在籍時、
『平成 20 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞開発部門」』
および「酵素応用シンポジウム特別表彰」が授与された。この受賞業績は、いずれも酵素の高い立体選
択性を生かしたキラル化合物の産業生産プロセスの開発実績を認められたものであり、本研究課題の重
要性がうかがえる。
３）日本農芸化学会 2011 年度大会で食環分野の成果発信の場としてシンポジウムを企画し、日本生物
工学会大会のワークショップでの成果発信も予定されている。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度
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２３年度

計
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設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

1,068

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

5,875

人件費（千円）

4,226

旅費（千円）

441

業務実施費（千円）

5,389

その他（千円）

385

間接経費（千円）

2,885

間接経費（千円）

2,331

5,216

合計（千円）

12,500

合計（千円）

10,100

22,600
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物合成酵素の触媒機構の解析と高機能化

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人京都大学

機関の代表研究者名

小川

順（H22〜）〔清水 昌（H19〜20）、片岡道彦（H21）〕

１．課題開始時における各機関の達成目標
近年、医薬、農業、化学工業分野などにおいて光学活性体（キラル化合物）の需要はますます高まっ
ている。このような社会的背景から、必要とされる様々な種類のキラル化合物を立体選択的に高効率で
生産する方法の技術開発が求められている。キラル化合物合成において微生物由来タンパク質酵素を利
用した合成手法は、高効率で環境に優しい最も有効な手段の一つである。本研究では、種々のキラル化
合物合成酵素を中心に構造機能相関を明らかにし、さらに高効率
で生産可能なキラル化合物合成反応系の開発を行う。具体的に
は、１） 炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）、２）βヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
、３）
カルボニル不斉還元酵素（アミノアルコール脱水素酵素、キヌク
リジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1 等）などをターゲッ
トとする。これらの酵素がもつ基質特異性、立体選択性および触
媒反応機構をタンパク質構造解析の手法によって構造生物学的
に理解する。タンパク質-基質複合体の立体構造情報を基にして、
産 業 利 用 する 際 に 高 効率 で 働 く 改変 酵 素 の 創生 を 目 指 す。
京都大学では、東京大学で構造解析が行われる各種ターゲット酵素の立体構造情報を基に、各種改変
酵素を作成して触媒反応機構の解析を行うとともに、基質特異性拡大や補酵素特異性改変といった高機
能化を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）2 種類の旧黄色酵素の補酵素及び阻害剤との複合体構造を決定し、基質選択性と触媒効率に重要
な構造基盤を見出すことに成功した。この構造情報に基づいた改変により、本酵素を用いた(4R,6R)-ア
クチノール合成系で基質となる KIP 及び (4S)-フォレノールに対し、触媒活性を高めることに成功した。
２）L 体と L-allo 体への作用比率が異なる 3 種類のスレオニンアルドラーゼと 1 種類の変異酵素の立体
構造を決定し、スレオニンの β 位水酸基を立体選択的に認識して L 体と L-allo 体への作用比率を規定す
る構造基盤の一部を明らかにした。３）カルボニル還元酵素について、補酵素要求性の異なる 2 種類の
キヌクリジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水
素酵素の高活性化変異体の立体構造を決定し、各酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素特
異性を規定する構造基盤を明らかにした。これらの情報を基に設計した変異体の活性を評価し、高活性
化変異体や工業生産に有益な NADH への補酵素要求性変換体を取得することに成功した。また、昨年
度よりターゲットに加えた新規酵素の中で、HpaI/HpcH アルドラーゼ BaDO、分岐鎖アミノ酸ジオキシ
ゲナーゼの構造を決定した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
東京大学・田之倉グループとの連携により、2 種類の旧黄色酵素、L 体と L-allo 体への作用比率が異
なる 3 種類のスレオニンアルドラーゼと 1 種類の変異体酵素、補酵素要求性の異なる 2 種類のキヌクリ
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ジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素の
高活性化変異体酵素、HpaI/HpcH アルドラーゼ asHPAL、分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ BaDO につ
いて、それぞれの立体構造を決定することに成功した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
構造解析により推定した各酵素の触媒反応、基質及び補酵素特異性、立体選択性に関わる残基に注目
し、各種変異体の機能解析を行った。
１）炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）
旧黄色酵素は、炭素二重結合の不斉水素添加触媒として幅広い応用が期待されている。キラル化合物
(4R,6R)- ア ク チ ノ ー ル （ キ サ ン ト フ ィ ル 類 合 成 前 駆 体 ） 合 成 系 へ の 利 用 が 期 待 さ れ る Candida
macedoniensis 由来旧黄色酵素（CYE）および Torulopsis sp.由来旧黄色酵素（TYE）の２種の旧黄色酵素
について立体構造の決定に成功している。CYE と TYE は同じ旧黄色酵素ファミリーに属するが、基質
選択性に違いがあり、プロキラルな化合物ケトイソフォロン（KIP）には共通して作用できるのに対し、
その構造類縁体である(4S)-フォレノールには TYE のみが作用できることが分かっている。そこで、CYE
および TYE の立体構造から触媒部位の構造を明らかにし、KIP と(4S)-フォレノールを CYE が区別して
認識するための構造基盤の解明を行った。TYE の F246 残基は対応する CYE の F250 残基と比較して基
質結合部位の空間を広げるような位置に配置しており、これにより(4S)-フォレノールに対する基質選択
性を獲得していると考えられた（図 1）。すなわち、CYE が
TYE に比べて(4S)-フォレノールに対する活性が低いのは、
CYE の F250 残基の空間配置が立体障害となっているためと
考えられた。そこで、CYE の F250 残基をより小さな残基に
置き換えて基質選択性の変化を検討した結果、
CYE の F250A
および F250G 変異体において、(4S)-フォレノールに対する
活性が約 4 倍に高めることができ、KIP および(4S)-フォレ
ノールに対する基質選択性の構造基盤の一部を明らかにす

図 1：CYE（左）と TYE（右）の触媒部位の構造

ることができた。
２）β-ヒドロキシ-α -アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
スレオニンアルドラーゼは、β-ヒドロキシ-α-アミノ酸をグリシンと対応するアルデヒドに可逆的に開
裂する。L 体及び L-allo 体を異なる比率で触媒する複数の酵素の構造解析を進め、E. coli 由来スレオニ
ンアルドラーゼ（LTA-E）、Pseudomonas sp.由来のスレオニンアドラーゼ（LTA-P）、L-allo 体に特異的に
作用する Aeromonas jandaei 由来スレオニンアルドラーゼ（LATA）及び L 体にも作用することができる
LATA 変異体の補酵素及びグリシンとの複合体構造を決定できた。これらの立体構造からスレオニンの
β 位水酸基を認識する His 残基を同定した。この His 残基が L-threo 体
と L-allo 体の認識を規定すると考えられたが、LTA-E の His83 残基に
直接変異を加えた場合、大幅な活性低下が認められたことから、この
His 残基は β 位の水酸基を認識する触媒残基であることが明らかとな
った。さらに詳しい解析を行ったところ、スレオニンの β 位の水酸基
を認識している His 残基の構造上すぐ近くに Phe 残基が存在し、この
残基が His 残基の配向を制限し、L-threo 体と L-allo 体に対する作用比
率（β 位の立体認識）を規定していることが予想された（図 2）。そこ
で、実際に LTA-E の Phe87 残基の Ala への置換により L-threo 体と L-allo
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体に対する作用比率が変化することが明らかとなった。
３）カルボニル還元酵素
Rhodotorula rubra 由来の NADPH 利用型酵素（RrQR）と Agrobacterium tumefaciens 由来の NADH 利用
型酵素（AtQR）について、NADPH 利用型酵素 RrQR の構造に基づき、NADPH の 2’リン酸基を欠如し
た場合に、その空間を充填してアデノシンのリボース環の認識を可能にする変異体を複数作製し、酵素
活性を評価した。これにより NADH 要求性変異酵素を取得することに成功し、これを元にさらに活性
の高い NADH 要求性変異酵素の設計と活性評価を進めた。
カルボニル還元酵素 S1 については、その立体構造に基づいて既知の NADH 要求性変換体の in silico
解析を行い、NADH 近傍で全く NADH 認識に
関わらない His67 残基を見出した。この残基を
Arg 残基に置換することにより、NADH 要求
性変換体の酵素活性を 1.7 倍向上することに
成功した（図 3）。また、基質結合部位の変異
解析により、Ser 残基及び Asn 残基が基質
COBE のクロル基を認識し基質選択性の決定

図 3：NADH 認識強化による S1 の高活性化

に関与していることを明らかにした。
Candida parapsilosis 由来の２種の共役ポリケトン還元酵素 CPR-C1 および CPR-C2 は、ケトパントイ
ルラクトン等の共役カルボニル基をもつ基質（共役ポリケトン類）に対して広く作用する。そこで、こ
の基質特異性を規定している機構を解明するためにＸ線結晶構造解析を行った結果、CPR-C2 は補酵素
NADPH を含まないアポ酵素としての構造が明らかとなり、CPR-C1 は NADPH との複合体としての構
造を決定することができた。CPR-C2 のアポ酵素の構造とその変異体解析の結果、Thr 残基の側鎖水酸
基が基質の共役カルボニル基の認識に重要であると推定できた。さらに、CPR-C1 と NADPH との複合
体構造から、酵素の活性中心への NADPH の結合に伴って、Thr 残基と Lys 残基が NADPH のリン酸基
を認識するために大きな構造変化を引き起こし、基質結合ポケットを生じることが推定された。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件（PDB 登録は東大グループ側で行っている）

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

２０件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

５件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数５件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
これまでに、キラル化合物合成有用ターゲット酵素とその高機能化酵素の立体構造解析に成功し、各
酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素特異性を規定する構造基盤を次々に明らかにした。
こうした構造情報に基づき、(4R,6R)-アクチノール合成系で利用可能な(4S)-フォレノールに対して高い
反応性を示す CYE 改変体やカルボニル還元酵素 S1 の高活性な NADH 要求性変換体など、多数の高機
能化酵素を取得している。また、新規ターゲット酵素の分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ BaDO、
HpaI/HpcH アルドラーゼ asHPAL についても構造決定に至っており、詳細な構造情報の取得から L-DOPA
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などの有用キラル化合物を合成する改変酵素の取得に着手している。以上のように最終目標の高効率で
働く改変酵素の創生に向けて、その基盤となる重要な構造情報を取得し、それらを利用して多数の高機
能化酵素を取得するに至っていることから、課題全体としては順調に研究が進み、当機関でも当初の計
画以上の研究成果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表研究者の統括のもと、機能解析を担当している京都学園・京都大学・大阪府立大学の３研究グル
ープは、地理的な近さもあることから常に一体となって研究を進めてきた。各研究グループ内での担当
研究者間の打ち合わせは日常的に行われているが、３研究機関間での情報共有についても頻繁に行って
いる。これにより、多くのターゲット酵素の機能解析や高機能化を効率的にこなすことが可能となって
いる。また、構造解析を担当している東京大学のグループとは数ヶ月ごとにミーティングを行い、進捗
状況の報告、問題点の解決、研究方針の決定を行っている。また、メールベースでのディスカッション
は常時行われており、研究方針の細かな修正や得られた結果の共有がなされている。
９．他の課題との情報共有・連携
従来にない酵素改変アプローチとして触媒部位から離れた位置への変異導入による高活性化体の取
得を進めるため、分他機関の東京大学・田之倉グループを通じて「情報プラットフォーム」領域の由良
敬教授との連携研究を推進している。情報共有については、「情報プラットフォーム」で公開できるよ
う各ターゲットタンパク質の構造解析と機能改変の進捗の登録を随時行った。また、本課題で取り上げ
ている酵素のほとんどは産業界との共同研究により見出された酵素であり、計画当初より企業との連携
により推進している。
１０．人材育成
本研究費により１名の博士研究員、１名の研究補助員を雇用し、8 名の大学院生が研究に従事してき
た。機関代表者と業務参加者が研究の進捗を常に把握し、頻繁なディスカッションを通じて研究教育を
行っている。本課題を通して育成された人材は、他大学の研究員や企業の研究開発職として従事してお
り、今後、産業利用に資する酵素の高機能化研究分野をリードする人材にさらに成長してくれると期待
している。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでの構造情報の利用により、既に多くの高機能化酵素の取得に成功している。本研究課題の終
了までに、基質選択性を拡大した分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼなどの創出が期待される。さらに、
課題全体として酵素タンパク質ファミリー毎に複数の酵素の比較解析を進め、基質・補酵素認識機構や
立体選択性制御機構の共通基盤を利用した高機能化技術の確立も目指す。これまでに得られた高機能化
酵素を利用したキラル生体触媒ライブラリーの構築と物質生産系の構築も期待される。
本課題で取り上げている酵素の多くは、本プログラム開始前に産業界との共同研究により見出された
酵素である。これらの酵素の用途や遺伝子に関する基本特許は、すでに各企業と所属の大学間で共同出
願されている。本プログラムで得られた成果を利用した知的財産権の獲得についても積極的に行うこと
は言うまでもないが、現在までのところ基本特許の範囲内でカバーできるとの判断から出願を行ってい
ない。例えば、カルボニル還元酵素 S1 は医薬合成中間体の製造プロセスに利用されているが、本プロ
グラムで行われた基質・補酵素特異性の改変はプロセスの効率化や拡大につながることが期待でき、実
利用に向けた共同研究を進めている。また、分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼや HpaI/HpcH アルドラー
ゼ等に関しても、民間企業との共同研究を進めており、得られた成果を活かすことができるものと信じ
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ている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
前項でも述べたように、本プログラムで解析を行っている酵素はいずれも産業界との共同研究から見
出されたものであり、用途や遺伝子に関する基本特許はすでに出願済みである。本プログラムの成果で
ある補酵素特異性改変や基質特異性拡大等といった高機能化を行った変異体酵素については、民間企業
との継続的な共同研究により産業化に結びつける努力を行っている。また、産業応用の面だけでなく、
酵素の持つ特長のひとつである立体選択的反応の解析を様々なターゲットに対して行ってきたことは、
酵素触媒反応を理解する上でも学術的な重要な意味を持つと考える。
１３．特記事項
１）本研究では、キラル化合物合成酵素をひとつひとつの酵素として解析するだけでなく、複数の酵素
を同時に構造解析するところに強みがあり、新たな知見が次々と得られている。旧黄色酵素の高活性化
を可能にした構造情報、スレオニンアルドラーゼの不斉化制御を規定する構造基盤、キヌクリジノン還
元酵素の基質結合能の増強機構等がその例として挙げられる。
２）清水と片岡に『平成 20 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞開発部門」』が、清水に
「第 33 回井上春成賞」が、片岡に「酵素応用シンポジウム特別表彰」が授与された。これらの受賞業
績は、いずれも酵素の高い立体選択性を生かしたキラル化合物の産業生産プロセスの開発実績を認めら
れたものであり、本研究課題の重要性がうかがえる。
３）日本蛋白質科学会大会等のシンポジウムでの成果発信を行っている。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

10,147

1,701

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,356

人件費（千円）

1,650

9,618

7,864

5,473

旅費（千円）

1,044

業務実施費（千円）

13,587

12,527

14,444

3,374

その他（千円）

間接経費（千円）

7,616

7,154

6,692

2,653

間接経費（千円）

1,962

26,077

合計（千円）

33,000

31,000

29,000

11,500

合計（千円）

8,500

113,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の構
造・機能解析

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
島本

功

１．課題開始時における達成目標
安定した食糧生産や植物バイオマス等を活用
した循環型経済社会システムの構築の実現に
は、様々な環境に適応した植物の開発技術が必
要不可欠である。そこで、本研究課題では、開
花・生長を制御する光応答制御タンパク質と植
物免疫反応の中枢を司るキータンパク質の構
造・機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達
の分子基盤を解明する。さらに、これら植物タ
ンパク質の構造的分子基盤情報をもとに、開
花・生長を制御するシステムや効率的に防御反
応を誘導するシステムを考案する。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
開花を促進するフロリゲン複合体 Hd3a-GF14-OsFD1 の発見と
その立体構造（図１）及び機能解析（図２）、活性酸素を生成
する OsRbohB の構造解析と OsRac1 との相互作用（図３）、OsRac1
を含む植物免疫複合体 Defensome の発見（図４）など、植物耐
病性反応の中枢
を司るキータン
パク質と生長・開
花を制御する光
応答制御タンパ
ク質の構造・機能
解析に成功し、植
物環境応答の情
報伝達の分子基
盤を解明した。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
NMR による相互作用解析および構造解析について、PHY、GI、Hd1、Hd3a、FD などの開花制御因子や RACK1
や Sti1 などの耐病性因子の構造ドメインの大量発現系および精製系を確立し、NMR スペクトルを測定
し、良好な結果が得られたタンパク質の構造解析を行った。また、OsRac1 との相互作用ドメインである
OsRbohB の N 末端領域の立体構造を 2.4Å分解能で明らかにした。
具体的には、フロリゲンと相互作用する GF14 や開花制御に係わる bZIP 型転写因子 OsFD1 について、
本プロジェクトで開発した pCold-GST システムにてタンパク質試料を調製し、生化学実験・NMR・恒温
滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。その結果、Hd3a と OsFD1 は、GF14 が存在するときに初めて
３者が複合体を形成できることが明らかとなった。GF14 の立体構造を決定したところ、GF14 が２量体
を形成し、14-3-3 に保存されたリン酸化ペプチド結合ポケットを持つことがわかった。このことから
GF14 のリン酸化ペプチド結合ポケットにはリン酸化された転写因子等が結合し、機能的なフロリゲン複
合体が形成される可能性が考えられた。実際、OsFD1 は C 末端側に 14-3-3 タンパク質による認識配列を
もち、この認識配列を変異させると GF14 と相互作用できなくなった。一方、GF14 のリン酸化ペプチド
認識部位を点変異によって機能欠失させると OsFD1 との相互作用が失われることがわかった。実際にリ
ン酸化型 OsFD1 が GF14 と直接相互作用することから、両者の相互作用は OsFD1 のリン酸化を介してい
ることが示された。また、Hd3a と GF14 は、GF14 のリン酸化ペプチド結合部位を介さず、新規な様式に
より相互作用していることが明らかになった。これらの解析結果から、Hd3a-GF14-OsFD1 の３者の複合
体の結合様式が推定され、GF14 がフロリゲンの受容体として機能していると考えられた。
OsRac1 と OsRbohB の相互作用をタンパク質構造学的に解析するため、OsRac1 の相互作用ドメインで
ある OsRbohB の N 末端領域の立体構造を 2.4Å分解能で明らかにした。OsrbohB はスワップする形でホ
モ二量体を形成していた。さらにこの二量体化はシロイヌナズナの AtRbohH, AtRbohJ でも起こってい
ることが判明し、二量体化が植物の Rboh に普遍的である可能性が示唆された。また OsRbohB の N 末端
領域の２つの予想 EF-hand motif（EF1 と EF2）のうち、EF1 のみカルシウムが結合していることが明ら
かとなった。CD スペクトルおよび X 線小角散乱により OsRbohB はカルシウム依存的に構造変化を起こす
ことが明らかになった。OsRbohB の立体構造から予測された OsRac1 との結合ドメインのアミノ酸配列に
変異をいれ、OsRac1 との相互作用を in vitro で解析し、両タンパク質の相互作用に関与するアミノ酸
の候補を同定した。OsRbohB の活性化機構として N 末側の細胞内ドメインと C 末側の FAD/NADPH ドメイ
ンの分子内相互作用の可能性が考えられた。そこで N 末端側の全長及び EF ハンド領域の相互作用を調
べた結果、両者とも C 末端側と結合したが、全長のほうが強い結合がみられた。この相互作用はカルシ
ウム非依存的であった。またシロイヌナズナの AtRbohH, AtRbohJ でも同様の相互作用が観察された。
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次に C 末端側の相互作用領域を調べたところ NADPH ドメインで結合していることがわかった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
光応答制御タンパク質および耐病性タンパク質複合体の機能解析について、開花制御因子(Hd3a、FD、
GF14b,c,e,f、OsKANADI、Bip116b)や耐病性因子(RbohB、CCR)のタンパク質間相互作用を酵母 Two Hybrid
や in vitro 系で解析した。また、RbohB の構造解析によって得られた情報をもとに、Rac との相互作用
に必要な部位に変異をいれ、変異タンパク質を用いて in vitro で Rac との相互作用を解析した。
具体的には、Hd3a による開花制御機構を解析するため、酵母 Two Hybrid 法により Hd3a と相互作用す
る因子を探索し、14-3-3 タンパク質 GF14b や bZIP 型転写因子 OsFD1 を含む合計 4 種類の相互作用因子
を同定した。さらに、それぞれのタンパク質間相互作用を酵母 Two Hybrid 法およびプルダウン法、免
疫沈降法を用いて解析した。さらに、一過的発現系を用いて、開花制御因子(Hd3a、14-3-3 タンパク質、
FD1)の植物細胞内での相互作用を解析した。また、それらのタンパク質間相互作用の変化が下流の開花
実行遺伝子の発現にどのような影響を与えるかを解析した。
BiFC 法による細胞内相互作用解析により Hd3a-GF14b 複合体は通常は核から排出されて細胞質に存在
していることが分かった。さらに詳細な解析から、OsFD1 が発現していると、Hd3a-GF14b 複合体が細胞
質から核へ移動することが明らかとなった。Hd3a-GF14-OsFD1 の三者が１つの複合体を形成しているこ
とは、BiFC-FRET/FLIM 法によっても確認された。また、イネ培養細胞を用いたトランジェントアッセイ
において、Hd3a と OsFD1 の両者が OsMADS15 の発現上昇に必須であり、それには、14-3-3 タンパク質と
の相互作用が必須であることが変異体解析から強く示唆された。
OsRac1 が含まれる植物免疫複合体(Defensome)の解析をゲルろ過クロマトグラフィーを用いて行った。
その結果、GTP 型 OsRac1 は高分子（200-300kDa）の画分に含まれ、GDP 型 OsRac1 は低分子(30-60kDa)
の画分に含まれていることがわかった。また、OsRac1 複合体の構成因子として同定されている HSP90、
HSP70、Sti1 は高分子の画分に含まれていることから、OsRac1 が GTP 型のときに、それらと複合体を形
成していると考えられる。また、OsRac1 は通常状態では GDP 型として低分子の画分に存在するが、キチ
ンエリシター処理後、数分で GTP 型となり、高分子の画分に移動することが明らかとなり、OsRac1 の活
性化と複合体形成が一致していることがわかった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

７件

PDB 登録の有無にかかわらず構

16 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

48 件

５．課題全体の特許出願件数

1 件（うち国外 1 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

4件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
本研究課題は３年間であり平成２１年度で終了する予定であったが、研究の進捗や今後の展望を考慮し
て 、 さ ら に ２ 年 間 の 期 間 延 長 が 認 め ら れ た 。 フ ロ リ ゲ ン の 受 容 体 と し て 14-3-3 を 同 定 し 、
Hd3a-14-3-3-OsFD1 の３者からなる複合体の構造を決定できたこと、さらにその複合体形成の細胞内機
能における重要性を明らかにできたことは、開始時には謎であったフロリゲンの分子機能を理解する上
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で極めて重要な進展である。また、植物免疫複合体（Defensome）の発見、複合体構成要素の同定、エ
リシター処理による動態変化の発見、NADPH オキシダーゼの OsRac1 相互作用領域の構造の解明など、
非常に大きな進展があり、成果は当初の予定を大幅に上回っている。現時点での達成度は約 80％である。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関および代表分担研究者間での研究連携は緊密であり、情報共有も頻繁に行われ、代表研究者主
導のもとで組織的に研究活動を行っている。分担機関（大阪大学、東京大学）との連携は、分担機関へ
のサンプルや発現系の供与と分担機関からの立体構造情報の提供、これに基づく代表機関での機能解析
などを行っている。情報共有の手段としては、全体班会議、全体打ち合わせ、個別打ち合わせを実施し、
必要に応じて（月２回程度）電子メールにて情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
化合物ライブラリーを担当する長野グループと共同で、フロリゲン複合体の形成や活性を調節しうる
化合物のスクリーニングを検討し、フロリゲン受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリーニ
ング可能であるとの予備調査結果を得ている。現在、大規模スクリーニングに用いるために、レポータ
ー遺伝子を導入したイネ細胞株樹立に着手している。生産Ｄ１「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」（代表：高木淳一

大阪大学）より大腸菌発現系タ

グの供与を受け、本課題で開発した発現システムに組み込み蛋白質発現に用いるなど、大腸菌発現系に
関して連携・情報共有を行っている。本課題で開発された pCold-GST システムなどの蛋白質発現システ
ムは、本プログラム他課題の多数の研究者に配布し、有効に使われている。さらに本プログラム以外で
は、国内だけでなく世界中の研究者から配布要請があり、現在までに 8 カ国 60 カ所以上の研究施設へ
配布した。また pCold-GST システムについては生物系試薬メーカーより販売を予定している。
１０．人材育成
大学院生、ポスドクの研究教育は、実施担当者（助教）による日常的な研究の打ち合わせや個々の実験
の具体的な技術指導、並びに、業務主任者（教授、准教授）による綿密な研究指導や議論によって行な
われている。また、研究成果を学会などで発表する機会を積極的に与えている。過去に雇用されたポス
ドク５人の現状は、民間企業の研究員（１人）、大学で助教に採用（２人）、カナダにおいて研究員（１
人）、中国に帰国（１人）である。雇用継続中のポスドク（２人）のプログラム終了後の進路は未定で
あるが、本プログラムで習得した知識や技術を生かした研究職に就けるよう、積極的な指導を行う。
１１．終了までの具体的な見通し
アンチフロリゲン RCN とその相互作用因子に関して、酵母およびイネ培養細胞での詳細な相互作用解
析、イネ培養細胞での機能解析、イネ植物体での RCN の機能および発現解析を大筋で完了する。フロリ
ゲン複合体活性制御化合物のライブラリースクリーニングは、現在得られている細胞株を用いて小規模
スクリーニングを開始し、さらに大規模なスクリーニングの最適化に向けた条件検討を行なう。
植物免疫複合体については、Defensome 中の２種の異なるエリシター受容体（OsCERK1、Pit）の相
互排他的な存在様式の詳細、OsCERK1 による OsGEF7 のリン酸化制御とそれによる OsRac1 活性化の関
係が明らかになると予想される。NADPH オキシダーゼ（RbohB）の OsRac1 結合部位の構造解析は既に
実施し、特徴的な二量体構造をとっていることを明らかにし、Rac1 結合部位などを同定した。RbohB
のＮ末端領域とＣ末端領域の分子内相互作用を構造科学的に明らかにするため C 末端領域の結晶化を
行っている。天然状態では非常に凝集しやすいので変異体を作成し単量体で存在するコンストラクト
の取得に成功している。本プロジェクトを終えるまでに構造解析を終える予定である。
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１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後もフロリゲン活性調節化合物の精力的なスクリーニングを引き続き精力的に行
う。フロリゲンが植物特異的なホルモンであること、及び、すべての高等植物に共通して保存されてい
ると考えられることから、このような化合物の農作物への適用範囲は極めて広いと期待できる。作物の
収穫までの期間の短縮や、逆に、開花を遅らせることによるバイオマスの増大化にもつながると期待で
きる。OsRac1 の機能解析から、少なくともイネの植物免疫応答において中心的役割を果たしているこ
とが明らかになった。OsRac1 の相互作用、機能解析と結晶構造解析の進展から、さらに効果的な OsRac1
遺伝子機能改変が可能となり、耐病性がより強化されたイネの作出が期待できる。
本課題で開発した大腸菌を用いた高発現試料調製技術 pCold-GST システムが生物系試薬メーカーから
国内およびアジア向けに販売される予定であり、他の大腸菌高発現システムについても同様な技術移転
が期待できる。さらにこれらの高発現系を用いた蛋白質生産技術は産業応用という観点からも極めて大
きなインパクトを与えると考えている。
１３．特記事項
プロジェクトの前段階として我々は 70 年以上謎であったフロリゲンの分子実体が Hd3a タンパク質で
あること(Tamaki et al., Science 2007)を報告した。この成果を基に、本プロジェクトの中心課題の
一つである、Hd3a と GF14 と OsFD1 の３者の複合体の構造と機能に関する論文が、今年６月に Nature
に受理された。また植物免疫において重要な機能を担う OsRac1 と NADPH オキシダーゼである OsRboh と
の相互作用による活性酸素発生の制御機構を解明し(Wong et al., Plant Cell 2007)、OsRboh の部分構
造を明らかにした（Oda et al., JBC 2010）。動物も含め NADPH オキシダーゼ本体の立体構造の一部が
明らかになったのは世界で初めてである。さらに、OsRac1 複合体を発見し（Thao et al., Plant Cell
2007）、細胞膜貫通型免疫受容体の輸送経路(Chen et al., Cell Host Microbe 2010)、OsRac1 の活性化
における受容体 Pi の関与（Kawano et al., Cell Host Microbe.2010）を明らかにした。
フロリゲンの発見とその後の解析結果並びにその応用の可能性については、2010 年 6 月 17 日掲載、
読売新聞夕刊で「花咲かホルモンで農業革命」として紹介された。また、植物免疫複合体の発見が日本
経済新聞社が行った 2008 年度第一期 4 半期の技術トレンド調査で総合 4 位に選ばれるとともに、2008
年度の農林水産研究成果 10 大トピックスに選定された。細胞膜貫通型免疫レセプターの細胞内輸送に
関する発見(Chen ら、Cell Host Microbe, 2010)は日本経済新聞 平成 22 年 3 月 18 日（朝）、産経新
聞 平成 22 年 3 月 18 日（朝）、日刊工業新聞 平成 22 年 3 月 18 日（朝）、化学工業日報 平成 22 年
3 月 18 日（朝）に掲載された。また、受容体 Pit による OsRac1 の活性化機構（河野ら、Cell Host
2010)）については、日経産業新聞

Microbe,

平成 22 年 5 月 20 日（朝）
、日刊工業新聞 平成 22 年 5 月 20 日

（朝）、奈良新聞 平成 22 年 5 月 20 日（朝）、科学新聞 平成 22 年 6 月 11 日（朝）に掲載された。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

3,618

3,050

0

450

0

0

0

0

人件費（千円）

14,424

23,433

29,358

22,354

旅費（千円）

業務実施費（千円）

24,265

12,748

11,411

17,964

その他（千円）

1,167

間接経費（千円）

12,692

11,769

12,230

12,230

間接経費（千円）

8,722

57,643

合計（千円）

55,000

51,000

53,000

53,000

合計（千円）

37,800

249,800

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）

7,592

人件費・謝金（千円）

20,017

計
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の
構造・機能解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

機関の代表研究者名

島本

功

１．課題開始時における各機関の達成目標
耐病性誘導因子である活性酸素シグナルを制御する
Rac と NADPH オキシダーゼのタンパク質構造を明らか
にし、Rac と NADPH オキシダーゼの相互作用の分子機
構を解明する。さらに、両タンパク質の相互作用およ
び活性化におけるカルシウムの役割についても解析
する。構造解析によって得られた情報をもとに、Rac
による NADPH オキシダーゼの活性化モデルを提唱し、
それを植物細胞の実験系を用いて検証する。また耐病
性タンパク質で Rac と相互作用することを明らかに
しているリグニン形成制御因子 CCR についても NADPH
オキシダーゼと同様な解析を行い、その活性化のメカ
ニズムを明らかにする。これら耐病性因子に加え、こ
れまで機能解析をすすめてきた GI, Hd1, Hd3a, FD,
PHY, HY5 などの光応答制御因子についても構造解析
を行い、その光シグナル伝達の分子機構を解明する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
開花を促進するフロリゲン複合体 Hd3a-GF14-OsFD1 の発見とその立体構造解析、フロリゲン Hd3a と
そのパラログ RFT1 による開花制御機構の解明、活性酸素を生成する OsRbohB と Rac との相互作用、Rac
を含む植物免疫複合体 defensome の発見など、植物耐病性反応の中枢を司るキータンパク質と生長・開
花を制御する光応答制御タンパク質の構造・機能解析に成功し、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を
解明した。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
注）平成２２年度以降は、担当責任者であった児嶋長次郎准教授の大阪大学転出に伴い、大阪大学を分
担研究機関として構造解析が継続されている。以下はそれ以前の成果である。
NMR による相互作用解析および構造解析について、PHY、GI、Hd1、Hd3a、FD などの開花制御因
子や RACK1 や Sti1 などの耐病性因子の構造ドメインの大量発現系および精製系を確立し、NMR スペ
クトルを測定した。また、良好な結果が得られたタンパク質の構造解析を行った。
具体的には、フロリゲンと相互作用する GF14 や開花制御に係わる bZIP 型転写因子 OsFD1 につい
て、本プロジェクトで開発した pCold-GST システムにてタンパク質試料を調製した。調製したタンパ
ク質を用いて生化学実験・NMR・恒温滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。その結果、Hd3a は
GF14 と直接相互作用できるが OsFD1 とは直接相互作用することができず、GF14 が存在するときに
初めて３者が複合体を形成できることが明らかとなった。GF14 の立体構造を決定したところ、GF14
が２量体を形成し、14-3-3 に保存されたリン酸化ペプチド結合ポケットを持つことがわかった。このこ
とから GF14 のリン酸化ペプチド結合ポケットにはリン酸化された転写因子等が結合し、機能的なフロ
リゲン複合体が形成される可能性が考えられた。実際、OsFD1 は C 末端側に 14-3-3 タンパク質による
認識配列をもち、この認識配列を欠失させるもしくはリン酸化を受けるセリンをアラニンに置換すると
GF14 と相互作用できなくなった。一方、GF14 のリン酸化ペプチド認識部位を点変異によって機能欠
失させると OsFD1 との相互作用が失われることがわかった。実際にリン酸化型 OsFD1 が GF14 と直
接相互作用することから、両者の相互作用は OsFD1 のリン酸化を介していることが示された。また、
Hd3a と GF14 は、GF14 のリン酸化ペプチド結合部位を介さず、新規な様式により相互作用している
ことが明らかになった。これらの解析結果から、Hd3a-GF14-OsFD1 の３者の複合体の結合様式が推定
され、GF14 がフロリゲンの受容体として機能していると考えられた。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
光応答制御タンパク質および耐病性タンパク質複合体の機能解析について、開花制御因子(Hd3a、FD、
GF14b,c,e,f、OsKANADI、Bip116b)や耐病性因子(RbohB、CCR)のタンパク質間相互作用を酵母 Two
Hybrid や in vitro 系で解析した。また、RbohB の構造解析によって得られた情報をもとに、Rac との

725

Ｂ６－Ａ（食品・環境等の産業利用）
相互作用に必要な部位に変異をいれ、変異タンパク質を用いて in vitro で Rac との相互作用を解析した。
具体的には、Hd3a による開花制御機構を解析するため、酵母 Two Hybrid 法により Hd3a と相互作用す
る因子を探索し、14-3-3 タンパク質 GF14b や bZIP 型転写因子 OsFD1 を含む合計 4 種類の相互作用因子
を同定した。さらに、それぞれのタンパク質間相互作用を酵母 Two Hybrid 法およびプルダウン法、免
疫沈降法を用いて解析した。その結果、フロリゲンである Hd3a、14-3-3 タンパク質、bZIP 型転写因子
OsFD1 の 3 者が複合体を形成していることが強く示唆された。
さらに、一過的発現系を用いて、開花制御因子(Hd3a、14-3-3 タンパク質、FD1)の植物細胞内での相
互作用を解析した。また、それらのタンパク質間相互作用の変化が下流の開花実行遺伝子の発現にどの
ような影響を与えるかを解析した。
具体的には、14-3-3 タンパク質の生化学的な解析の結果から、Hd3a の受容体と考えられたことから、
フロリゲンの受容から開花の情報伝達に至るメカニズムを明らかにするために、Hd3a、14-3-3 タンパ
ク質のひとつ GF14b 及び OsFD1 からなる複合体の細胞内局在を詳細なバイオイメージングにより明
らかにした。BiFC 法によって Hd3a-GF14b 複合体の細胞内局在を可視化したところ、この複合体は通
常は核から排出されて細胞質に存在していることが分かった。しかし興味深いことに、OsFD1 が発現
していると、Hd3a-GF14b 複合体が細胞質から核へ移動することが明らかとなった。すなわち Hd3a
は細胞質で GF14b に受容された後、核へ移動し、核内で Hd3a-GF14b-OsFD1 複合体を形成して、

OsMADS15 を始めとする開花実行遺伝子の発現を活性化すると考えられる。Hd3a-GF14-OsFD1 の三者
が１つの複合体を形成していることは、BiFC-FRET/FLIM 法によって確認された。また、イネ培養細胞を
用いたトランジェントアッセイにおいて、Hd3a もしくは OsFD1 を単独で導入した場合は OsMADS15
プロモーターをほとんど活性化できないが、両者を同時に導入すると OsMADS15 の発現を大きく上昇
できることを明らかにした。14-3-3 タンパク質との相互作用を失わせた Hd3a 及び OsFD1 ではこれら
の転写活性化能が失われたことから、Hd3a-GF14b-OsFD1 複合体によって OsMADS15 が発現される
ことが強く示唆された。
イネ低分子量 G タンパク質 OsRac1 が含まれる植物免疫複合体(Defensome)の解析をゲルろ過クロマ
トグラフィーを用いて行った。その結果、GTP 型 OsRac1 は高分子（200-300kDa）の画分に含まれ、
GDP 型 OsRac1 は低分子(30-60kDa)の画分に含まれていることがわかった。また、OsRac1 複合体の
構成因子として同定されている HSP90、HSP70、Sti1 は高分子の画分に含まれていることから、
OsRac1
が GTP 型のときに、それらと複合体を形成していると考えられる。また、キチンエリシター処理後の
OsRac1 の動態を解析したところ、OsRac1 は通常状態では GDP 型として低分子の画分に存在するが、
エリシター処理後、数分で GTP 型となり、高分子の画分に移動することが明らかとなり、OsRac1 の
活性化と複合体形成が一致していることがわかった。
３．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

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１９件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）
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７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題は３年間であり平成２１年度で終了する予定であったが、研究の進捗や今後の展望を考慮し
て、さらに２年間の期間延長が認められた。プロジェクト開始時の目標は、開花生長制御及び植物免疫
反応のキータンパク質の構造機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明することであ
った。フロリゲンの受容体として 14-3-3 を同定し、Hd3a-14-3-3-OsFD1 の３者からなる複合体の構造を
決定できたこと、さらにその複合体形成の細胞内機能における重要性を明らかにできたことは、開始時
には謎であったフロリゲンの分子機能を理解する上で極めて重要な進展である。また、植物免疫複合体
（Defensome）の発見、複合体構成要素の同定、エリシター処理による動態変化の発見など、非常に大
きな進展があった。これらの成果は当初の予定を大幅に上回っている。現時点での達成度は約 80％であ
る。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関および代表分担研究者間での研究連携は緊密であり、情報共有も頻繁に行われ、代表研究
者主導のもとで組織的に研究活動を行っている。分担機関（大阪大学、東京大学）との連携は、分担
機関へのサンプルや発現系の供与と分担機関からの立体構造情報の提供、これに基づく代表機関での
機能解析などを行っている。情報共有の手段としては、全体班会議、全体打ち合わせ、個別打ち合わ
せを実施し、必要に応じて（月２回程度）電子メールにて情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
化合物ライブラリーを担当する長野グループと共同で、フロリゲン複合体の形成や活性を調節しうる
化合物のスクリーニングを検討し、フロリゲン受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリー
ニング可能であるとの予備調査結果を得ている。現在、大規模スクリーニングに用いるために、レポ
ーター遺伝子を導入したイネ細胞株樹立に着手している。
１０．人材育成
大学院生、ポスドクの研究教育は、実施担当者による個々の実験の具体的な技術指導、並びに、業務
主任者による綿密な研究指導や議論によって行なわれている。また、得られた研究成果を積極的に学会
などで発表する機会を与えている。過去に雇用されたポスドク３人の現状は、カナダにおいて研究員（１
人）、中国に帰国（一人）、代表機関で助教に採用（一人）である。現在雇用継続中のポスドクのプログ
ラム終了後の進路は未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
アンチフロリゲン RCN とその相互作用因子に関して、酵母およびイネ培養細胞での詳細な相互作用解
析、イネ培養細胞での機能解析、イネ植物体での RCN の機能および発現解析を大筋で完了する。フロリ
ゲン複合体活性を制御する化合物のライブラリースクリーニングについては、現在得られている細胞株
を用いて小規模スクリーニングを開始する。この結果を基に、さらに大規模なスクリーニングの最適化
に向けた条件検討が行われる。植物免疫複合体については、Defensome 中の２種の異なるエリシター受
容体（OsCERK1、Pit）の相互排他的な存在様式の詳細、OsCERK1 による OsGEF7 のリン酸化制御とそれに
よる OsRac1 活性化の関係が明らかになると予想される。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後もフロリゲン活性調節化合物の精力的なスクリーニングを引き続き精力的に行
う。フロリゲンが植物特異的なホルモンであること、及び、すべての高等植物に共通して保存されてい
ると考えられることから、このような化合物の農作物への適用範囲は極めて広いと期待できる。フロリ
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ゲン活性増強化合物の外部投与により花成促進させることで作物の収穫までの期間の短縮や、逆に、フ
ロリゲン活性抑制化合物により開花を遅らせることによるバイオマスの増大化につながると期待でき
る。
OsRac1 の機能解析から、少なくともイネの植物免疫応答において中心的役割を果たしていることが
明らかになった。OsRac1 の相互作用、機能解析と結晶構造解析の進展から、さらに効果的な OsRac1 遺
伝子機能改変が可能となり、耐病性がより強化されたイネの作出が期待できる。
１３．特記事項
プロジェクトの前段階として我々は 70 年以上謎であったフロリゲンの分子実体が Hd3a タンパク質で
あること(Tamaki et al., Science 2007)を報告した。この成果を基にイネのフロリゲンが Hd3a とその
パラログ RFT1 の２つであることを発見し(Komiya et al., Development 2008)、日長によりフロリゲン
の使い分けがあることを示した(Komiya et al., Development 2009)。さらにフロリゲン遺伝子の発現
制御因子 Hd1 が光受容体によって機能転換すること(Ishikawa et al., MGG 2011)、Hd1 の自然変異と機
能に関連性があることを明らかにした (Takahashi et al., PNAS 2009)。本プロジェクトの中心課題の
一つである、Hd3a と GF14 と OsFD1 の３者の複合体の構造と機能に関する論文が、今年６月に NATURE
に受理された。
また植物免疫において重要な機能を担う OsRac1 と Osrboh との相互作用による活性酸素発生の制御機
構を解明し(Wong et al., Plant Cell 2007)、OsRac1 抵抗性誘導に必須な巨大な植物免疫複合体を発見
した（Thao et al., Plant Cell 2007）
。さらに、植物免疫複合体に含まれる新規な植物免疫因子 RACK1
を同定し、その機能を解明した(Nakashima et al. Plant Cell 2008)。さらに、Hop/Sti1-Hsp90 シャペ
ロン複合体が PAMP 受容体の輸送に関わっていること (Chen et al., Cell Host Microbe 2010)、OsRac1
の活性化に受容体 Pit が関与していること（Kawano et al., Cell Host Microbe.2010）を明らかにし
た。
フロリゲンの発見が 2007 年の科学 10 大ニュース（朝日新聞社）に選ばれた。また、Hd1 の自然変異
と機能との関連性を解析した論文(Takahashi et al., PNAS 2009)は、多くの新聞等で取り上げられた。
また、植物免疫複合体の発見が、日本経済新聞社が行った 2008 年度第一期 4 半期の技術トレンド調査
で総合 4 位に選ばれるとともに、2008 年度の農林水産研究成果 10 大トピックスに選定された。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,106

0

0

0

物品費（千円）

3,623

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

10,991

人件費（千円）

10,670

17,862

23,768

13,025

旅費（千円）

207

業務実施費（千円）

15,431

8,292

10,847

7,744

その他（千円）

563

間接経費（千円）

8,462

7,846

10,385

6,231

間接経費（千円）

4,615

37,539

合計（千円）

36,670

34,000

45,000

27,000

合計（千円）

20,000

162,670

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

植物環境応答タンパク質群の X 線結晶構造解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

清水敏之

東京大学

１．課題開始時における各機関の達成目標
安定した食糧生産や植物バイオマス等を活用した循環型経済社会システムの構築の実現には、様々な環
境に適応した植物の開発技術が必要不可欠である。そこで、本研究課題では、開花・生長を制御する光
応答制御タンパク質と植物免疫反応の中枢を司
るキータンパク質の構造・機能解析を行い、植
物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明する。
さらに、これら植物タンパク質の構造的分子基
盤情報をもとに、開花・生長を制御するシステ
ムや効率的に防御反応を誘導するシステムを考
案する。このため、国立大学法人奈良先端科学
技術大学院大学、国立大学法人大阪大学、国立
大学法人東京大学が共同で業務を行う。
国立大学法人東京大学では、植物環境応答タン
パク質群の X 線結晶構造解析に関わる研究開発
を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
植物耐病性反応の中枢を司るキータンパク質である NADPH オ
キシダーゼ(RbohB)の Rac 結合領域の立体構造解析に成功し、
スワップした二量体構造をとっていることが判明した。
さらには Rac 結合領域の同定やカルシウムイオンの有無による
構造変化を明らかにし、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を
構築した。また Rboh は N 末端領域と C 末端領域で分子内相互
作用している可能性を示した。一方リグニン生合成に関わる
CCR はまだ結晶が得られていない。
（図１）OsRbohB 制御機構モデル
（２）構造解析に関する進捗及び成果
（１）OsRbohB の制御領域の構造解明
OsRac1 と OsRbohB の相互作用をタンパク質構造学的に解析するため、OsRac1 の相互作用ドメインで
ある OsRbohB の N 末端領域の立体構造を 2.4Å分解能で明らかにした。OsRbohB はスワップする形
でホモ二量体を形成していた(下図、左)。また OsRbohB は N 末端領域に２つの EF-hand motif（EF1
と EF2）をもつと予想されていたが、カルシウムが結合しているのは EF1 のみであることが明らかと
なった。さらにアミノ酸配列からは予想できない EF-hand 様モチーフを 2 つ有していることが判明し
た。CD スペクトルおよび X 線小角散乱により OsRbohB はカルシウム依存的に構造変化を起こすこと
が明らかになった。OsRac1 との相互作用界面の同定のため、OsRbohB の立体構造から予測された
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OsRac1 との結合ドメインのアミノ酸配列に変異をいれ、OsRac1 との相互作用を in vitro で解析し、
両タンパク質の相互作用に関与するアミノ酸の候補を同定した（下図、右）。さらに東京理科大学の朽
津教授との共同研究によりこの二量体化はシロイヌナズナの AtRbohH, AtRbohJ でも起こっているこ
とが判明した。このためこの二量体化は植物の Rboh に普遍的である可能性が高い。

（２）RbohB の N 末端領域と C 末端領域の相互作用の検討・結晶化
OsRbohB の活性化機構として N 末側の細胞内ドメインと C 末側の FAD/NADPH ドメインの分子内相互
作用の可能性がある。OsRbohB の N 末端側の細胞内ドメインは構造解析に成功した EF ハンドドメイン
以外には特に予測されるドメインは存在しない。しかし、EF ハンドの N 末側に~130 残基程度の領域が
存在するためこの領域が相互作用に関係する可能性がある。そこで N 末端側の全長及び EF ハンド領域
を発現させるコンストラクトを作成し実際に相互作用するかどうか検討した。その結果、両者とも C 末
端側と結合したが、全長のほうが強い結合がみられた。この相互作用はカルシウム非依存的であった。
またこの機構が普遍的であるかどうかみるためシロイヌナズナの Rboh でもみたところ AtRbohH,
AtRbohJ でも相互作用が観察された。
次に C 末端側のどこで結合するかみるため NADPH ドメイン、FAD
ドメインとの結合を見たところ NADPH ドメインで結合していることがわかった。

図

分子内相互作用解析

（３）CCR の小角散乱・結晶化・構造解析
リグニンの生合成に関わる CCR は結晶解析に十分な量（10mg 以上）の純度の高い精製タンパク質を
得ることには成功しているものの結晶は得られていない。CCR の小角散乱データを NADPH 存在下お
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よび非存在下で取得した。その結果ギニエプロットによる慣性半径はそれぞれ 21.6, 21.7Åと見積もら
れそれほど分子の大きさに違いは見られなかった。見積もられる分子量は 39KDa 程度で、小角散乱の
結果でも溶液中においても単量体で存在することがわかった。一方クラツキープロットによると
NADPH 存在下では通常の球状タンパク質のようなパターンであったのに対し、NADPH 非存在下では
フォールディングが緩んでいることが示唆された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
OsRac1 が形成する複合体の解析を行ない、OsRac1 が OsRboh、RAR1 や HSP90 を含む多くの植物
免疫因子とともに巨大な植物免疫複合体（Defensome）を形成していること、さらにその複合体形成が
OsRac1 に依存した抵抗性誘導に必須であることを明らかにている。さらに、新規な植物免疫因子とし
て、Defensome に存在する RACK1 を同定した。このような RbohB を含め植物免疫に関わる
Defensome の機能解析は島本グループが精力的に行っている。
３．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構

2件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

19 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

1件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
植物免疫反応のキータンパク質の構造・機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明す
る。植物免疫キータンパク質 NADPH オキシダーゼ（OsRbohB）の立体構造を決定し、OsRac1 との
相互作用様式を解明した。これらの成果は当初予定を上回っている。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関および代表・分担研究者間での研究連携は緊密で、情報共有も頻繁に行われ、代表研究者主導
の下、組織的に研究活動を行っている。分担機関（東京大学）との連携は、分担機関へのサンプルや発
現系の供与と分担機関からの立体構造情報の提供、これに基づく代表機関での機能解析などを行ってい
る。情報共有の手段としては、全体班会議、個別打合せを実施し、必要に応じ電子メールにて情報交換
を行っている
９．他の課題との情報共有・連携
化合物ライブラリを担当する長野グループと共同でフロリゲンおよびその受容体に関する化合物利用
を検討し、受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリーニング可能であるとの調査結果を得て
おり、今後、得られた立体構造を用いてコンピュータスクリーニングを開始している。
１０．人材育成
本プロジェクト遂行にあたり博士研究員を 1 人及び研究補助員を１人雇用した。実際の研究指導は研究
代表者が行った。博士研究員に関しては実験手法等については十分訓練されていたので、研究の進め方
などについて十分討議を重ねながら本プロジェクトを遂行していった。研究補助員も一人で十分実験が
できるよう訓練した。研究補助員は民間会社の研究補助員として働き、もう一人は別プロジェクトの博

731

Ｂ６－Ｂ（食品・環境等の産業利用）
士研究員として採用されている。
１１．終了までの具体的な見通し
植物の自然免疫に関わるタンパク質の中で重要な地位を占める NADPH オキシダーゼ（RbohB）の
OsRac1 結合部位の構造解析は既に実施し、特徴的な二量体構造をとっていることを明らかにし、Rac1
結合部位などを同定した。RbohB のＮ末端領域とＣ末端領域の分子内相互作用を構造科学的に明らかに
するため C 末端領域の結晶化を行っている。天然状態では非常に凝集しやすいので変異体を作成し単量
体で存在するコンストラクトの取得に成功している。本プロジェクトを終えるまでに構造解析を終える
予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムによって植物の自然免疫におけるキータンパク質である NADPH オキシダーゼの部分構造
が明らかになった。動物も含め NADPH オキシダーゼ本体の立体構造の一部が明らかになったのは世界
で初めてである。
１３．特記事項
特になし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,512

3,050

0

450

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

3754

5,571

5,590

0

旅費（千円）

35

業務実施費（千円）

8,834

4,456

564

5704

その他（千円）

150

間接経費（千円）

4,230

3,923

1,846

1846

間接経費（千円）

1,038

12,883

合計（千円）

18,330

17,000

8,000

8,000

合計（千円）

4,500

55,830

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

732

２３年度
物品費（千円）

計

3,277

Ｂ６－Ｃ（食品・環境等の産業利用）

成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質
の構造・機能解析」（NMR による相互作用解析および構造解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

奈良先端科学技術大学院大学（平成１９〜２１年度）大阪大学（平成２２
〜２３年度）
（代表機関、奈良先端科学技術大学院大学）

機関の代表研究者名

児嶋長次郎

１．課題開始時における各機関の達成目標
安定した食料生
産や植物バイオマ
ス等を活用した循
環型経済社会シス
テムの構築の実現
には、病害を含む
環境ストレスに抵
抗性を示す植物の
開発技術が必要不
可欠である。そこで、本研究課題では、植物耐病性反応の中枢を司るキータンパク質と生長·開花を制
御する光応答制御タンパク質の構造·機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明する。
さらに、これら植物タンパク質の構造的分子基盤情報をもとに、効率的に防御反応を誘導するシステム
や生長·開花を制御するシステムを考案する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
生長開花制御蛋白質については、花成ホルモンであるフロリゲンの
構造機能研究を行い、島本グループと共同でフロリゲン受容体を発見
した（Taoka et al., Nature 2011, 図１）。児嶋グループがフロリゲ

bZIP
(Modelled OsFD1)
DNA

ン（Hd3a）、フロリゲン受容体（GF14）、転写因子（OsFD1）からなら
なる開花を促進するフロリゲン活性化複合体（FAC）の立体構造解析
及び in vitro での機能解析を行い、島本グループが in vivo での機

Florigen
(Hd3a)

能解析を担当した。植物耐病性蛋白質については、耐病性応答を活性
化するキー蛋白質 OsRac1 の構造解析に成功した。また清水グループ
と共同で活性酸素を生成する OsRbohB の構造解析に成功し（Oda et

14-3-3
(GF14)

図１．FAC-DNA 複合体のモデル構造

al., JBC 2010）、島本グループと共同で OsRac1 と OsRbohB の直接的な
相互作用を明らかにした（Wong et al., Plant Cell 2007）。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①開花生長制御タンパク質
フロリゲン Hd3a と相互作用する 14-3-3 蛋白質 GF14 や開花制御に係わる bZIP 型転写因子 OsFD1 につ
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いて、本プロジェクトで開発した pCold-GST システム（Hayashi and Kojima, PEP 2008; JBNMR 2010）
にてタンパク質試料を調製し、生化学実験・NMR・恒温滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。その
結果、Hd3a と OsFD1 は、GF14 が存在するときに初めて３者が複合体を形成できることを明らかにした。
GF14 の結晶構造を決定したところ、GF14 が２量体を形成し、14-3-3 に保存されたリン酸化ペプチド
結合ポケットを持つことがわかった。このことから GF14 のリン酸化ペプチド結合ポケットにはリン酸
化された転写因子等が結合し、機能的なフロリゲン複合体が形成される可能性が考えられた。実際、
OsFD1 は C 末端側に 14-3-3 タンパク質による認識配列をもち、この認識配列を変異させると GF14 と相
互作用できなくなった。一方、GF14 のリン酸化ペプチド認識部位を点変異によって機能欠失させると
OsFD1 との相互作用が失われることがわかった。実際にリン酸化型 OsFD1 が GF14 と直接相互作用するこ
とから、両者の相互作用は OsFD1 のリン酸化を介していることが示された。また、Hd3a と GF14 は、GF14
のリン酸化ペプチド結合部位を介さず、新規な様式により相互作用していることが明らかになった。こ
れらの解析結果から、Hd3a-GF14-OsFD1 の３者の複合体の結合様式が推定され、GF14 がフロリゲンの受
容体として機能していると考えられた。
Hd3a タンパク質、OsFD1 の C 末端ペプチド、GF14 タンパク質の三者からなる複合体の結晶化に成功し、
その構造解析を行った。その結果、OsFD1 の C 末端のリン酸化セリン残基を認識して GF14 が結合し、さ
らに GF14 の別の領域と Hd3a が結合してヘテロ６量体を形成することが明らかになった（図２）。構造
解析から予測された相互作用に重要なアミノ酸残基について、変異導入タンパク質を用いた NMR 解析や

in vitro pulldown assay により詳細に検討し、その重要性を確認し
た。また、Hd3a を含む３者複合体が花芽形成遺伝子のシス配列に結合

フロリゲン

しうることを EMSA 法により確認した（Taoka et al., Nature 2011）。
フロリゲン複合体の構造情報をもとに、NMR などを用いて転写活性

転写因子

を制御する変異体や化合物のデザインやスクリーニングを行い、転写
活性を負に制御するフロリゲン変異体を発見した。さらにフロリゲン
と逆の活性を持つアンチフロリゲン蛋白質 RCN の結晶構造解析に成功
し、これについても NMR を用いた相互作用解析を行った。

14-3-3

図２．フロリゲン活性化複合体の構造

②植物耐病性タンパク質
OsRac1 と OsRbohB の相互作用をタンパク質構造学的に解析するため、
OsRac1 の GDP 結合型および GTP 結合型の立体構造を決定した（図３）。
この OsRac1 の立体構造決定は本課題で最も難航したものの１つであ
り、OsRac1 に変異を複数導入し発現領域を最適化することで初めて結
晶構造が得られた。さらに清水グループと共同で OsRac1 の相互作用ド
メインである OsRbohB の N 末端領域の結晶構造を決定した（Oda et al.,

JBC 2010）。OsRbohB の N 末端領域には２つの EF-hand motif（EF1 と EF2）

図３．活性型 OsRac1 の構造

が見いだされるが、カルシウムが結合するのは EF1 のみであった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①開花生長制御タンパク質
島本グループによる酵母 Two Hybrid 解析から、イネのフロリゲン Hd3a タンパク質の相互作用因子が
複数同定された。そこで児嶋グループでは pCold-GST システムにてほぼ全ての相互作用因子の精製蛋白
質試料を調製し、in vitro pulldown assay・NMR・恒温滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。そ
の結果、14-3-3 蛋白質 GF14 のみが直接相互作用すること、その他の因子が直接相互作用しないこと、
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他の因子は GF14 が存在するときに初めて Hd3a と相互作用して３者複合体を形成することを明らかにし
た。島本グループによるイネ培養細胞を用いた BiFC 法による相互作用解析やイネ茎頂組織を用いた免
疫沈降実験から、これらの相互作用が in vivo で見られることが確認されている。さらに児嶋グループ
では、NMR による相互作用解析や Hd3a-GF14-OsFD1 三者複合体の結晶構造解析から相互作用に重要なア
ミノ酸残基を推定し、in vitro pulldown assay および NMR 実験により in vitro での相互作用に重要な
アミノ酸を決定した。これらのアミノ酸は、島本グループによるイネ培養細胞を用いた transient assay
による花芽形成遺伝子の発現量解析、及び形質転換イネにおける花成促進効果の観察によって in vivo
での相互作用や開花制御に重要であることが確認されている。最後に児嶋グループでは
Hd3a-GF14-OsFD1 の三者からなるフロリゲン活性化複合体（FAC）が花芽形成遺伝子のシス配列に特異的
に結合すること、Hd3a は GF14 が無いとシス配列に結合しないことなどを EMSA 法により明らかにした
（Taoka et al., Nature 2011、図１）。
②植物耐病性タンパク質
島本グループと共同で、植物免疫複合体（Defensome）において耐病性誘導の分子スイッチとして機
能する低分子量 G タンパク質 OsRac1 が耐病性反応時の活性酸素生成を司る NADPH oxidase（OsRbohB）
と直接結合して活性を制御していることを明らかにした（Wong et al., Plant Cell 2007）。清水グル
ープと共同で、OsRac1 と直接相互作用する OsRbohB のカルシウム結合ドメインの立体構造を決定した。
OsRbohB はドメインスワップする形でホモ二量体を形成していたが、ゲルろ過などから会合は弱いこと
が明らかになった。構造解析から得られた情報を基に様々な変異を導入し、それら変異体と OsRac1 と
の相互作用を in vitro pulldown assay および NMR 滴定実験で解析した。その結果、R273 と Y277 が OsRac1
との相互作用に重要であることを示した（Oda et al., JBC 2010）。
３．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構

１４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１５件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

３件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題は３年間であり平成２１年度で終了する予定であったが、研究の進捗や今後の展望を考慮
して、さらに２年間の期間延長が認められた。プロジェクト開始時の目標は、開花生長制御及び植物免
疫反応のキータンパク質の構造機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明することで
あった。開花生長制御に関しては、島本グループと共同でフロリゲンの受容体として GF14 を同定し、
Hd3a-GF14-OsFD1 の３者からなる複合体の構造を決定し、さらにその複合体形成の細胞内機能における
重要性を明らかにした（Taoka et al., Nature 2011）。さらに単体（Hd3a および GF14）や２者複合体
（Hd3a-GF14 および GF14-OsFD1）、抑制型フロリゲンなどの構造決定にも成功している。これらの成果
は開始時には謎であったフロリゲンの分子機能を理解する上で極めて重要な進展であり、当初の予定を
大幅に上回っている。植物耐病性では、キータンパク質である OsRac1 の立体構造を決定し、島本グル
ープと共同で OsRbohB との直接的な相互作用を明らかにした（Wong et al., Plant Cell 2007）。また
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島本グループおよび清水グループと共同で OsRbohB の立体構造を決定し、OsRac1 との相互作用様式を解
明した（Oda et al., JBC 2010）。現時点で構造機能解析の達成度は、ほぼ１００％である。
８．課題内の情報共有・連携体制
島本グループ（代表機関）や清水グループ（分担機関）との研究連携は緊密であり、情報共有も頻繁
に行われ、代表研究者主導のもとで組織的に研究活動を行っている。島本グループや清水グループとの
連携は、サンプルや発現系の授受と立体構造情報などの情報共有、児嶋グループでの in vitro 機能解
析、これらに基づく島本グループでの in vivo 機能解析などを行っている。情報共有の手段としては、
全体班会議、全体打ち合わせ、個別打ち合わせを実施し、必要に応じて（月２回程度）電子メールにて
情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
解析Ｄ１「固体 NMR 膜蛋白質複合体構造解析技術」（代表：藤原敏道

大阪大学）

解析Ｄ１にて蛋

白質の発現系を開発している児嶋グループが大腸菌の蛋白質高発現系システム pCold-GST の開発を行っ
た。本課題で構造解析を行った蛋白質群の発現に用いるなど、解析Ｄ１グループと大腸菌発現系に関し
て連携・情報共有を行っている。
生産Ｄ１「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」
（代表：高木淳一

大阪大学） 高木グループで開発された大腸菌の蛋白質高発現を可能にする酸性蛋

白質タグの供与を受け、児嶋グループが開発した発現システムに組み込み蛋白質発現に用いるなど、大
腸菌発現系に関して連携・情報共有を行っている。
制御Ｃ１「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」（代表：長野哲雄

東京大

学） 化合物ライブラリーを担当する長野グループと共同で、フロリゲン複合体の形成や活性を調節し
うる化合物のスクリーニングを検討し、フロリゲン受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリ
ーニング可能であるとの調査結果を得ている。本格的なスクリーニングのために、島本グループが大規
模スクリーニングに用いるためのレポーター遺伝子を導入した細胞株の樹立を目指している。
児嶋グループによって開発された pCold-GST システムなどの蛋白質高発現システムは、本プログラム
他課題の多数の研究者に配布され、有効に使われている。さらに本プログラム以外では、国内だけでな
く世界中の研究者から配布要請があり、現在までに 8 カ国 60 カ所以上の研究施設へ配布した。また
pCold-GST システムについては生物系試薬メーカーより販売を予定している。
１０．人材育成
本課題は助教、博士研究員、技術員、博士後期課程大学院生によって実施され、研究教育は主に日常
的な研究打ち合わせの他に、研究室セミナー、雑誌抄録発表会、輪読会などを通じて実施している。ま
た日常的な実験技術は、助教、ポスドク、技術員らが日々指導している。さらに関西地区や全国の研究
者を集めた合宿形式の研修会や研究会を開催するなど、様々な形で積極的な人材育成に取り組んでき
た。本課題で中心的な役割を果たした博士研究員（林こころさん）は企業研究者（富士フィルム）とし
て活躍している。他の博士研究員（古板恭子さん）は本プログラム終了後も児嶋グループでの雇用を予
定している。技術員や博士後期課程大学院生など他のメンバーに対しても、本プログラム終了後に、習
得した知識や技術を生かした職に就けるよう、積極的な指導を行う。
１１．終了までの具体的な見通し
終了まではフロリゲン活性化複合体の立体構造情報に基づいた花成制御化合物のデザインに注力す
る。また長野グループの化合物ライブラリを用いたスクリーニングについては、現在得られている細胞
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株を用い、島本グループと共同で小規模スクリーニングを開始する。児嶋グループでヒット化合物に関
する NMR 滴定実験を行い、島本グループで大規模スクリーニングの最適化に向けた条件検討を行なう。
開花制御については、島本グループが同定するアンチフロリゲン RCN の相互作用因子に関して in

vitro pulldown assay および NMR 実験による相互作用解析を行い、フロリゲン Hd3a との違いを明確に
することで開花制御機構を解明する。植物耐病性については、OsRac1 の OsRbohB 結合部位を NMR 滴定実
験により決定し、OsRbohB と結合しない OsRac1 変異体を見いだす。
技術移転としては、フロリゲン活性化複合体の結晶構造などの開花制御化合物をデザインするための
基盤技術、および、児嶋グループで開発した pCold-GST システムなどの大腸菌高発現システムを取り上
げ、専用ホームページや技術情報交換会などで積極的な情報提供を行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムで得られたフロリゲン活性化複合体の立体構造情報は開花調節化合物のデザインやス
クリーニングに有用である。フロリゲンが植物特異的なホルモンであること、及び、すべての高等植物
に共通して保存されていると考えられることから、フロリゲン活性調節化合物の農作物への適用範囲は
極めて広いと期待できる。作物の収穫までの期間の短縮や、逆に、開花を遅らせることによるバイオマ
スの増大化にもつながると期待できる。また植物耐病性応答においては OsRac1 の相互作用、機能解析
と結晶構造解析の進展から、さらに効果的な OsRac1 遺伝子機能改変が可能となり、耐病性がより強化
されたイネの作出が期待できる。
本課題で開発した大腸菌を用いた高発現試料調製技術 pCold-GST システムが生物系試薬メーカーから
国内およびアジア向けに販売される予定であり、他の大腸菌高発現システムについても同様な技術移転
が期待できる。さらにこれらの高発現系を用いた蛋白質生産技術は産業応用という観点からも極めて大
きなインパクトを与えると考えている。
１３．特記事項
フロリゲンの分子実体は７０年以上謎であったが、２００７年に島本らと海外の研究グループが
FT/Hd3a がその分子実体であることを明らかにした。しかし、既知のドメイン構造が見いだされない低
分子の球状タンパク質であるフロリゲンによる花成制御の分子機構は謎であった。本研究課題の進展に
より、イネのフロリゲン Hd3a が 14-3-3 を受容体として核内で bZIP 型転写因子 OsFD1 と相互作用して
転写活性化複合体を形成し花芽形成遺伝子を活性化するという分子機構を明らかにした点は極めて意
義深い（Taoka et al., Nature 2011）。また植物免疫において重要な機能を担う OsRac1 と NADPH オキ
シダーゼである OsRboh との相互作用による活性酸素発生の制御機構を解明し(Wong et al., Plant Cell
2007)、OsRboh の部分構造を明らかにした（Oda et al., JBC 2010）。動物も含め NADPH オキシダーゼ本
体の立体構造の一部が明らかになったのは世界で初めてである。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

9,329

旅費（千円）

58

業務実施費（千円）

0

0

0

4,517

その他（千円）

454

間接経費（千円）

0

0

0

4,154

間接経費（千円）

3,069

7,223

合計（千円）

0

0

0

18,000

合計（千円）

13,300

31,300
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２３年度

計

692
9,026

生産Ｃ１

代表機関のマネジメント

成果報告票（技術開発研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

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

機

関

名

独立行政法人理化学研究所

代 表 研 究 者 名

横山 茂之

１．課題開始時における達成目標
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。
２．平成２３年５月末時点における課題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、ヒト由来の膜タンパク質（特に GPCR 等の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
ットに選んで、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新たに開発・高度化し、
第二に、それぞれのターゲットに適した方法を探索するスクリーニングシステムを構築した。これらの
新規で有用な技術を活用して、他領域との連携を進めるとともに、多くの個別課題との連携を、主に高
難度試料作製・結晶化に関する共同研究の形で進めた。平成２３年度の補助金化にともない、開発した
技術基盤を活用し、創薬支援プラットフォームとして、インシリコ創薬への貢献を果たしている。
確立した技術：●無細胞タンパク質合成法による膜タンパク質の生産技術。●構造・機能解析に適し
た膜タンパク質試料作製のための性状評価技術。●新規の脂質メソフェーズ法による膜タンパク質の結
晶化技術。●無細胞タンパク質合成法による高分子複合体の生産技術。●培養細胞等による膜タンパク
質／高分子量複合体の生産技術。●非天然型アミノ酸の部位特異的導入の利用技術。●タンパク質の系
統的巻き戻し技術。●新しい結晶化要素技術とそのシステム化。●構造・機能解析に適したタンパク質
生産・結晶化法の合理的スクリーニング技術。●マイクロビームの利用に向けた微小結晶操作技術。
達成した目標：●数十種類の GPCR 等のヒト多回膜貫通型タンパク質の高品質試料の生産。●高成功
率での高難度膜タンパク質の生産・結晶化、構造・機能解析。●200 kDa 級のヒト長鎖タンパク質の生
産。●十数サブユニット高分子量ヘテロ複合体（〜700 kDa 級）の生産。●高分子量ヘテロ複合体（〜
500 kDa 級）の生産・結晶化、構造解析。●高分子量タンパク質・核酸複合体の生産・結晶化、構造解
析。●ヌクレオソーム複合体の生産・結晶化と構造・機能解析。●天然型修飾（アセチル化、糖鎖等）
を均一に含むタンパク質の生産、「エピヌクレオソーム」への応用。●個別ターゲットタンパク研究に
貢献。●生産・解析・制御の他の技術開発課題との連携を推進。●制御化合物と標的タンパク質との複
合体の生産・結晶化と構造解析の加速、インシリコ創薬への貢献。●GPCR 等の機能性抗体の取得、抗
体医薬開発への貢献。●高難度タンパク質の生産・結晶化の技術移転、製品化の推進。
（２）技術開発の進捗及び成果
I. タンパク質合成法
本研究開発の国際的にも類を見ない特徴は、第一に、タンパク質合成系として、無細胞系と生細胞系
を、それぞれの特徴を活かして組み合わせること、第二に、拡張遺伝暗号技術を活用して、タンパク質
の部位特異的に、非天然型アミノ酸および天然型翻訳後修飾アミノ酸を組み込むことである。
１．無細胞系および細胞系のタンパク質合成技術（横山茂之、遠藤弥重太、上田卓也、田之倉優他）
無細胞タンパク質合成系は、世界をリードする本研究での高度化の成果として、合成量、品質、費用
対効果、利便性のいずれをとっても、構造解析試料を生産する方法として非常に優れていることを実証
した。無細胞系は、大腸菌、小麦胚芽、ヒト培養細胞、昆虫（ショウジョウバエ）培養細胞等から作製
しており、ヒト・昆虫の無細胞系で転写・翻訳共役系を構築するなど、利便性を高め、いずれも実用レ
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ベルである。特に、高難度のタンパク質に威力を発揮し、大腸菌生細胞系等を凌駕する。膜タンパク質
では、脂質二重膜やミセル等への組み込みに、質的・量的に優れる。高分子量ヘテロ複合体でも、均一
性が高く、結晶性のよい複合体試料が得られている（実例は II.に後述）。さらに、タンパク質の翻訳後
修飾については、糖鎖、リン酸化など、細胞系より均一な試料が得られるという優位性がある（アセチ
ルリジン等の応用例は後述）。ヒト無細胞系は、長鎖タンパク質（200 kDa 級）や巨大複合体の合成に優
れる。また、高度な安定同位体標識試料、細胞毒性を有するタンパク質などの生産にも適する。微量の
機能解析には、再構成タンパク質合成系である PURE システムが有用である。
細胞系では、ヒト由来の膜タンパク質、高分子量タンパク質等の発現のための哺乳類細胞系として、
ヒト HEK293EBNA 浮遊細胞株を用いるトランジェント発現によって、2 mL スケールの発現スクリーニ
ングからリットル・スケールでの大量発現までを迅速に行えるシステムを確立した。通常は、この系で
目的タンパク質の調製に必要な条件等を十分に確立した後に、バキュロウイルスと昆虫細胞の系を用い
て、さらなる合成量アップを行う。また、分裂酵母の新規発現ベクターシステムを開発し、形質転換体
のスクリーニングを効率化した。大腸菌で封入体を形成した場合の高圧による系統的な巻き戻しプロト
コールを確立した。
これらの様々な合成法、条件から目的タンパク質に適したものを選択するために、マルチステップで
最適化する合理的なスクリーニングシステムを構築した。合成法、条件等の選択には、産物の量のみで
なく、複数の物理化学・生化学的な方法により、安定性、均一性等を評価する。結晶性の評価では、還
元メチル化、変異導入、結晶化時のアガロース添加等を体系的に行う。コンストラクトの選択は結晶性
を大きく左右するが、タンパク質の末端や内部の困難配列の処理法を、無細胞系（クローニングせずに
PCR フラグメントで可能）や、HEK293 細胞（トランジェント発現）等を活用して選択する。タグや融
合タンパク質の選択も同様である。適切な複合体形成が品質改良に必須となることが多いが、多数の組
合せや条件を迅速にスクリーニングできる。さらに、本システムは、創薬ターゲット（しばしば高難度）
の構造に基づく創薬開発にも極めて有効である。
２．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）。
本技術の大幅な改良・拡充を行い、世界最高の技術水準を実現した。ヒト等の哺乳動物培養細胞、昆
虫（ショウジョウバエ）培養細胞、酵母、大腸菌等の細胞系、無細胞系において、チロシンやリジンの
有用な誘導体をタンパク質の任意の部位に導入することが可能になった。特に、大腸菌の翻訳終結因子
RF1 遺伝子破壊株を世界に先駆けて開発し、導入効率を飛躍的に向上し、通常のアミノ酸と同等（ほぼ
100%）とすることに成功した。この結果、収量が通常の組換え体と同等になったことに加えて、非天
然型アミノ酸や翻訳後修飾アミノ酸（アセチルリジン等）を、タンパク質の複数の指定した部位に導入
した試料を均一・大量に調製することが可能になった（ヌクレオソームへの応用等を後述）。分子内 FRET
のための蛍光標識の導入に、RF1 破壊株が極めて有用であった。また、高難度複合体構造解明の一環と
してタンパク質複合体を光架橋して構造解明する技術開発に取り組み、初の架橋タンパク質複合体構造
を解明した。さらに、ヨード原子含有アミノ酸の導入がＸ線位相決定に役立つことや、部位特異的な蛍
光修飾法が脂質マトリクス内の膜タンパク質結晶の観察に役立つことも示した。
II. 膜タンパク質の生産と結晶化
１．大腸菌無細胞合成系を利用した膜タンパク質の生産技術（横山茂之、寺田貴帆、染谷友美）。
大腸菌無細胞合成法を、構造決定可能な膜タンパク質試料調製法として確立した。無細胞合成系に界
面活性剤を共存下で合成し、可溶性に発現させる方法は、多種類の多数回膜貫通型タンパク質の合成で
有用性が実証できた。さらに、活性型の膜タンパク質を脂質二重膜環境に合成するための新たな手法と
して、脂質・界面活性剤共存透析法（リポソームの形成と膜タンパク質の合成・膜への組込を共役）を
開発した。本法により、カサノリ由来ロドプシンについて活性型試料を調製し、脂質メソフェーズ法（後
述）で結晶化し、BL32XU を用いて、真核生物の光駆動プロトンポンプとして初めての構造を 1.6 Å 分
解能で決定した。無細胞合成系は、通常、細胞系と比べて合成量が格段に多く、高純度の試料の大量調
製が可能であり、ヒトのタイトジャンクションタンパク質、ケモカイン受容体等の構造解析による評価
を進めた。
２．コムギ無細胞系を用いた膜タンパク質合成法の開発（遠藤弥重太）。
プロテオリポソーム生産を経る膜タンパク質の一般的な調製技術の開発を進めた。リポソーム共存下
の翻訳反応により、１）機能的に活性を保持した膜タンパク質・リポソーム複合体を生産、２）このプ
ロテオリポソームを簡単な遠心によって沈殿回収（精製タグは不要）
、３）特定の溶液組成と界面活性
剤で温和に処理し、プロテオリポソームから膜タンパク質を可溶化する。ヒト GPCR を含む 30 種以上
の膜タンパク質が可溶性で、ゲル濾過クロマトグラフィーで単分散性をした。
３．膜タンパク質精製標品の性状評価（横山茂之、染谷友美、寺田貴帆）。
CPM 法による熱安定性とフォールドの評価法、結合脂質等の検出と定量による安定化因子の同定法、
SPR 法による未精製段階の活性評価法などを確立することにより、細胞／無細胞合成、精製、結晶化の
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方法選択と条件最適化を確実に行えるようになり、標品の品質が飛躍的に向上した。
４．膜タンパク質の結晶化を促進する脂質ライブラリーと新しい結晶化法の開発（羽藤正勝）。
脂質二重膜環境中で結晶化を行う脂質メソフェーズ法は、可溶化により不安定になる膜タンパク質の
結晶化に適した手法であるが、利用出来るマトリクス脂質種が少なく、20℃付近に限られる等の問題が
あった。本研究では、脂質メソフェーズを取るイソプレノイド鎖型脂質を、複数の鎖長と極性基を組み
合わせ 10 種以上開発した。この脂質群は広い温度範囲で用いることが可能（０℃も可能で、膜タンパ
ク質の 20 度の安定化に相当）。従来構造解析ができなかった膜タンパク質でも高分解能結晶が得られ
た。
５．体系的な発現スクリーニング（横山茂之、染谷友美）計 40 種のヒト膜タンパク質をトライアルセ
ットとし、大腸菌無細胞合成から酵母、昆虫細胞、哺乳動物細胞に至る多様な発現系を用いて発現効率、
界面活性剤による可溶化効率等を系統的に評価した。さらに条件を絞って最適化し、ケモカイン受容体
（GPCR）、トランスポーター、タイトジャンクションタンパク質等について、大量調製から結晶化への
プロトコールを確立し、高い成功率で構造解析を可能にすることに成功した。
III. 高分子量複合体の生産と結晶化
１．無細胞系および生細胞系による高分子量複合体の生産（横山茂之、遠藤弥重太、脇山素明、今高寛
晃、染谷友美、寺田貴帆、梅原崇史、坂本健作）。
上述のとおり、無細胞タンパク質合成法は、多重ヘテロ複合体の生産に優れている。多重タンパク質
複合体では、(1)発現用 DNA を適切な量比で混合することで必要なモル比が得られる、(2)発現順をコン
トロールできる、(3)シャペロン等の補充が容易、(4)核酸やその他のリガンドも可能、等の様々なメリ
ットがあり、均一性が高く、結晶性のよい複合体試料が得られ、多くの結晶構造解析に成功した。
細胞系では、バキュロウイルスと昆虫細胞の発現も、多重感染で大量調製に用いることができる。ま
た、8 成分共発現の大腸菌汎用ベクターを開発し、ヒト 26S プロテアソーム制御リング複合体（7 成分）
の再構成に成功した。小麦胚芽無細胞系でもプロテアソームの再構成が可能になった。高密度培養が可
能なピキア酵母を利用して、真核細胞内在性複合体の調製技術を開発し、12〜15 成分の真核複合体群
を調製した。細胞系または無細胞系で、十数サブユニット高分子量ヘテロ複合体（700 kDa 級）の生産、
500 kDa 級複合体の生産・結晶化、構造解析に成功している。
非天然型アミノ酸導入技術の応用では、タンパク質複合体の光架橋を、複合体内部のタンパク質間相
互作用解析に応用することに成功し、構造解析に適した試料の作製が可能になった。架橋体をそのまま
構造解析試料に用いることにも道が拓かれている。
２．ヒト「エピヌクレオソーム」の生産技術（横山茂之、坂本健作、梅原崇史）
。
非天然型アミノ酸導入技術の応用により、遺伝情報発現の反応場となるヌクレオソームコア粒子
（NCP）に複数のエピジェネティック情報（アセチル化・メチル化様・リン酸化・DNA メチル化）を
導入した「エピヌクレオソーム」の再構成技術を世界に先駆けて開発した。これにより、ヒトエピゲノ
ムを標的とした創薬技術が初めて本格的に可能となった。また、NCP を中心とする「構造エピゲノミク
ス」の技術基盤を確立した。実際、NCP に結合するタンパク質の探索評価系を開発して、ヒト転写調節
因子が NCP に結合した複合体構造を初めて解明した。また、NCP 脱メチル化酵素と長鎖ヒストンとの
複合体構造解明により、ヌクレオソーム脱修飾の新規分子機構を解明した。
IV. 創薬プラットフォーム
１．インシリコスクリーニングと構造に基づくシード最適化（横山茂之、梅原崇史、半田徳子）
本課題で開発した高難度タンパク質の生産・結晶化の新たな技術基盤は、立体構造に基づくインシリ
コスクリーニングとシード最適化のプラットフォームとしても極めて有用である。すでに、十件以上の
標的タンパク質と候補化合物との複合体の生産・結晶化と構造解析を行って、最適化を行い、IC50 が nM
レベルのシード化合物を多数得ている（別紙）
。標的タンパク質の生産には、無細胞タンパク質合成技
術が威力を発揮している。他方、非天然型アミノ酸導入技術の応用である「エピヌクレオソーム」を基
質とする化合物アッセイ系を用いる化合物スクリーニングも開始している。
２．機能性抗体の作製（横山茂之、染谷友美）
。
GPCR 等の多数回膜貫通タンパク質を無細胞合成とリポソームへの組込みを行い、抗原として用いて
機能性抗体の取得を行った。抗体医薬として必要な Kd サブ nM レベルの抗体が既に得られている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

81 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

176 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

111 件
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５．各機関の公開したツールやデータベース等

9件

の件数
６．課題全体の特許出願件数

27 件（うち国外 19 件）

７．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

252 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 13 件）

８．当初計画に対する達成度
当初計画で目指した新規要素技術開発とそれらのシステム化は、全て達成することができた。それに加
えて、プログラム内外の共同研究により、開発した新しい技術を用いることで初めて可能になった試料
調製、結晶化、構造解析、機能解析、インシリコ創薬等で、研究成果に大きく貢献することができた。
９．課題内の情報共有・連携体制
「トライアルセット」を共通化することで、課題内の技術開発に軸を通し、様々な要素技術を共有する
ことで全体としての目標達成を可能にした。課題内での技術を移転・汎用化により、商品化も進めた。
１０．他の課題との情報共有・連携
開発した技術基盤を活用して、生命・医薬・食環の多くの課題との連携・共同研究を推進した。主なも
のは次の通り。●プログラム内での技術の普及と共同研究への発展を目的として脂質メソフェーズ法講
習会を実施。●月原先生：脂質メソフェーズ法を用いたギャップジャンクションチャネルタンパク質の
結晶化の実施と技術移転。●FBA2・田中先生：プロテアソーム制御リング複合体の再構成（世界初）。
●FBA4・佐藤先生：結晶化が困難な P1B-type ATPase は、可溶性部が大きく、脂質メソフェーズへの再
構成は無理と考えられていたが、新手法を導入し、機能を維持したまま再構成する方法を見いだし、結
晶化を可能にした。●FBA5・中川先生：脂質メソフェーズ法を用いた膜電位センサータンパク質の結
晶化の実施と技術移転。
●FBA7・匂坂先生：Claudin-4 結合タンパク質 C-CPE 遺伝子提供を受けた。C-CPE
と Claudin-4 の複合体を大腸菌無細胞技術によって合成、精製し、結晶化に成功した。●FBA8・岩井先
生：非天然型アミノ酸技術により、高分子複合体 LUBAC とユビキチンとの光架橋を行い、ユビキチン
認識に必須な領域の同定に成功した。●FBB4・岩田先生：腸球菌 V 型 ATPase の A3B3 複合体は、大腸
菌や腸球菌での発現・精製が困難であったが、大腸菌無細胞タンパク質合成技術の適用により大量精製
に成功、X 線結晶構造が決定された。脂質メソフェーズ法に関する技術移転。●FBB5・濡木先生：新
たな細胞技術を適用して、非翻訳 RNA 関連のヒト Dicer、Argonaute 等の高分子量複合体の大量発現に
成功。脂質メソフェーズ法に関する情報提供。●MPA2・福井先生：大腸菌無細胞合成技術等によって、
DOCK2、ELMO1 の機能領域の同定、構造解析に適した領域・発現系を選択し、それらの機能的複合体
構造の決定に成功。Dock2, Dock180 について ELMO1 および Rac1 との高分子量複合体（20 万超）につ
いて大量発現し、Dock180 複合体では結晶化に成功。●MPA4・富田先生：γセクレターゼのヘテロ複
合体膜タンパク質を、大腸菌無細胞合成技術により再構成した。また、γセクレターゼのホモログ SPP
については、無細胞合成 SPP が天然 SPP と同等の活性を示し、大量精製と結晶化にも成功。●MPA6・
門脇先生：インシリコ薬剤探索において、AMPK 等の標的酵素タンパク質試料の調製、阻害化合物との
複合体の結晶化と構造解析に、本課題で開発した生産システムを活用。複合体構造に基づく最適化サイ
クルを回し、新規の阻害化合物を得ることに成功。他方、極めて高難度なアディポネクチン受容体
（AdipoR1/2）について、昆虫細胞とヒト細胞を中心に、生産の要素技術（欠損変異、融合タンパク質
作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、立体構造認識抗体作成等）を
駆使してスクリーニングや大量調製、結晶化を行い、AdipoR2 および AdipoR1・抗体複合体の結晶化に
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成功。●MPB1・松島先生：GPCR とリガンド等との結合解析のため開発した手法を適用し、ヒト培養
細胞で発現させた CCR2 がリガンド MCP-1 と結合することを示唆。MCP-1 は、大腸菌無細胞蛋白質合
成系により大量調製し、CCR2 の発現量を上げることにも成功。●MPB2・清水先生：メチル化酵素と
結合する再構成ヌクレオソームコア粒子を供与する連携。●FEA6・伊藤先生：非天然型アミノ酸とし
て翻訳後修飾（アセチルリジン）を導入する技術を適用し、任意の部位に修飾を導入したタンパク質
（HMGCL）の均一な試料を大量に得ることに初めて成功して、脱アセチル化酵素 SIRT3 の阻害剤探索、
２次評価に活用。●PPD1・高木先生：ターゲットタグ（P4×3-tag）発現ベクター、精製用樹脂及び抗体
の提供を受け、利用法を検討した。●PPD2 のスクリーニング技術を利用した試料安定生産条件の探索、
PPD1 のタグ技術を利用した精製条件の検討を行った。（山下担当分）●PPD3・岩田先生：本課題で調
製した AdipoR1、AdipoR2、Claudin-4 試料を用いて、結晶化促進用モノクローナル抗体の作製を共同で
行い、共結晶化に好ましい、天然構造を認識する高親和性 IgG 産生クローンを得た。●SAC1・山本先
生：脂質メソフェーズ中の蛍光標識タンパク質微小結晶を提供し、SPring-8 BL32XU においてマイクロ
ビームでの蛍光標識膜タンパク質微小結晶検出系の開発に貢献。また、蛍光標識結晶をターゲットし、
微結晶の X 線回折データセットを取得。●SAD1・出村先生：大腸菌無細胞合成により、数種類のアミ
ノ酸を選択的安定同位体標識した膜タンパク質試料を大量調製し、固体 NMR 解析用試料として提供。
●CRC1・長野先生：ライブラリーから候補化合物群の供与を受ける。標的タンパク質試料（Pim1 等）
を作製し、化合物との複合体構造を決定。
１１．人材育成
全体交流会や班会議等により、技術開発や構造生物学の若手研究者の育成に力を入れた。
１２．終了までの具体的な見通し
開発した技術基盤を活用して、プログラム内外との連携・共同研究を推進する。膜タンパク質（７回
膜貫通受容体等）、巨大複合体などを含む著しく高難度の試料について、既に試料調製・結晶化に成功
しており、多数の構造を決定し、大きな成果を上げられると考えている。補助金化に伴い、創薬等支援
プラットフォームとして、シードの最適化まで行い、インシリコ創薬に大きく貢献する。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用等に与える効果について
本プログラム終了後は、現在すでに開始している技術移転・普及を、基礎研究および産業応用の両面
で、さらに拡大する。技術移転や共同研究として特に引き合いの多いものは、GPCR 等の膜タンパク質
の無細胞合成、それを応用した機能性抗体開発と薬剤スクリーニング、脂質メソフェーズによる結晶化
と立体構造解析；非天然型アミノ酸導入によるタンパク質間相互作用の解析、エピヌクレオソーム等を
用いるエピジェネティクス解析、それらを応用した薬剤スクリーニング等である（製薬企業６社と開始
している）。アカデミア発のインシリコ創薬を支援するプラットフォームとしては、現在開始している
支援を拡大して継続することにより、複数のリードの製薬企業等への導出が可能と期待される。無細胞
タンパク質合成等の研究試薬は、ThermoFisher、TAKARA 等からの販売を継続して広く普及するととも
に、非天然型アミノ酸導入技術、脂質メソフェーズによる膜タンパク質結晶化等も製品化を進める。
１４．特記事項
マイクロビームビームラインの利用に向けた微小結晶操作技術の開発に参加しており、今後は、創薬の
ためのハイスループット化等で連携を強める予定である。
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１５．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

13,091

4,259

13,432

2,226

0

0

11,882

0

人件費（千円）

289,603

400,293

401,593

業務実施費（千円）

404,998

255,448

間接経費（千円）

212,308

合計（千円）

920,000

試作品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

47,603

人件費・謝金（千円）

406,570

410,995

旅費（千円）

182,932

201,554

160,009

その他（千円）

198,000

188,539

171,970

間接経費（千円）

858,000

817,000

745,200

合計（千円）

743

計

8,995
0
646,100

3,986,300
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成果報告票（技術開発研究・各機関）
代表／分担機関の課題名
代 表 ／ 分 担 機 関
機関の代表研究者名

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
独立行政法人理化学研究所
横山 茂之

１．課題開始時における各機関の達成目標
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。
２．平成２３年５月末時点における各機関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、ヒト由来の膜タンパク質（特に GPCR 等の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
ットに選んで、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新たに開発・高度化し、
第二に、それぞれのターゲットに適した方法を探索するスクリーニングシステムを構築した。これらの
新規で有用な技術を活用して、他領域との連携を進めるとともに、多くの個別課題との連携を、主に高
難度試料作製・結晶化に関する共同研究の形で進めた。平成２３年度の補助金化にともない、開発した
技術基盤を活用し、創薬支援プラットフォームとして、インシリコ創薬への貢献を果たしている。
確立した技術：●無細胞タンパク質合成法による膜タンパク質の生産技術。●構造・機能解析に適し
た膜タンパク質試料作製のための性状評価技術。●新規の脂質メソフェーズ法による膜タンパク質の結
晶化技術。●無細胞タンパク質合成法による高分子複合体の生産技術。●培養細胞等による膜タンパク
質／高分子量複合体の生産技術。●非天然型アミノ酸の部位特異的導入の利用技術。●タンパク質の系
統的巻き戻し技術。●新しい結晶化要素技術とそのシステム化。●構造・機能解析に適したタンパク質
生産・結晶化法の合理的スクリーニング技術。●マイクロビームの利用に向けた微小結晶操作技術。
達成した目標：●数十種類の GPCR 等のヒト多回膜貫通型タンパク質の高品質試料の生産。●高成功
率での高難度膜タンパク質の生産・結晶化、構造・機能解析。●200 kDa 級のヒト長鎖タンパク質の生
産。●十数サブユニット高分子量ヘテロ複合体（〜700 kDa 級）の生産。●高分子量ヘテロ複合体（〜
500 kDa 級）の生産・結晶化、構造解析。●高分子量タンパク質・核酸複合体の生産・結晶化、構造解
析。●ヌクレオソーム複合体の生産・結晶化と構造・機能解析。●天然型修飾（アセチル化、糖鎖等）
を均一に含むタンパク質の生産、「エピヌクレオソーム」への応用。●個別ターゲットタンパク研究に
貢献。●生産・解析・制御の他の技術開発課題との連携を推進。●制御化合物と標的タンパク質との複
合体の生産・結晶化と構造解析の加速、インシリコ創薬への貢献。●GPCR 等の機能性抗体の取得、抗
体医薬開発への貢献。●高難度タンパク質の生産・結晶化の技術移転、製品化の推進。
（２）技術開発の進捗及び成果
I. タンパク質合成法
本研究開発の国際的にも類を見ない特徴は、第一に、タンパク質合成系として、無細胞系と生細胞系
を、それぞれの特徴を活かして組み合わせること、第二に、拡張遺伝暗号技術を活用して、タンパク質
の部位特異的に、非天然型アミノ酸および天然型翻訳後修飾アミノ酸を組み込むことである。
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１．無細胞系および細胞系のタンパク質合成技術（横山茂之、遠藤弥重太、他）
無細胞タンパク質合成系は、世界をリードする本研究での高度化の成果として、合成量、品質、費用
対効果、利便性のいずれをとっても、構造解析試料を生産する方法として非常に優れていることを実証
した。無細胞系は、大腸菌、小麦胚芽、ヒト培養細胞、昆虫（ショウジョウバエ）培養細胞等から作製
しており、ヒト・昆虫の無細胞系で転写・翻訳共役系を構築するなど、利便性を高め、いずれも実用レ
ベルである。特に、高難度のタンパク質に威力を発揮し、大腸菌生細胞系等を凌駕する。膜タンパク質
では、脂質二重膜やミセル等への組み込みに、質的・量的に優れる。高分子量ヘテロ複合体でも、均一
性が高く、結晶性のよい複合体試料が得られている（実例は II.に後述）。さらに、タンパク質の翻訳後
修飾については、糖鎖、リン酸化など、細胞系より均一な試料が得られるという優位性がある（アセチ
ルリジン等の応用例は後述）。ヒト無細胞系は、長鎖タンパク質（200 kDa 級）や巨大複合体の合成に優
れる。また、高度な安定同位体標識試料、細胞毒性を有するタンパク質などの生産にも適する。
細胞系では、ヒト由来の膜タンパク質、高分子量タンパク質等の発現のための哺乳類細胞系として、
ヒト HEK293EBNA 浮遊細胞株を用いるトランジェント発現によって、2 mL スケールの発現スクリーニ
ングからリットル・スケールでの大量発現までを迅速に行えるシステムを確立した。通常は、この系で
目的タンパク質の調製に必要な条件等を十分に確立した後に、バキュロウイルスと昆虫細胞の系を用い
て、さらなる合成量アップを行う。また、分裂酵母の新規発現ベクターシステムを開発し、形質転換体
のスクリーニングを効率化した。
これらの様々な合成法、条件から目的タンパク質に適したものを選択するために、マルチステップで
最適化する合理的なスクリーニングシステムを構築した。合成法、条件等の選択には、産物の量のみで
なく、複数の物理化学・生化学的な方法により、安定性、均一性等を評価する。結晶性の評価では、還
元メチル化、変異導入、結晶化時のアガロース添加等を体系的に行う。コンストラクトの選択は結晶性
を大きく左右するが、タンパク質の末端や内部の困難配列の処理法を、無細胞系（クローニングせずに
PCR フラグメントで可能）や、HEK293 細胞（トランジェント発現）等を活用して選択する。タグや融
合タンパク質の選択も同様である。適切な複合体形成が品質改良に必須となることが多いが、多数の組
合せや条件を迅速にスクリーニングできる。さらに、本システムは、創薬ターゲット（しばしば高難度）
の構造に基づく創薬開発にも極めて有効である。
２．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）。
本技術の大幅な改良・拡充を行い、世界最高の技術水準を実現した。ヒト等の哺乳動物培養細胞、昆
虫（ショウジョウバエ）培養細胞、酵母、大腸菌等の細胞系、無細胞系において、チロシンやリジンの
有用な誘導体をタンパク質の任意の部位に導入することが可能になった。特に、大腸菌の翻訳終結因子
RF1 遺伝子破壊株を世界に先駆けて開発し、導入効率を飛躍的に向上し、通常のアミノ酸と同等（ほぼ
100%）とすることに成功した。この結果、収量が通常の組換え体と同等になったことに加えて、非天
然型アミノ酸や翻訳後修飾アミノ酸（アセチルリジン等）を、タンパク質の複数の指定した部位に導入
した試料を均一・大量に調製することが可能になった（ヌクレオソームへの応用等を後述）。分子内 FRET
のための蛍光標識の導入に、RF1 破壊株が極めて有用であった。また、高難度複合体構造解明の一環と
してタンパク質複合体を光架橋して構造解明する技術開発に取り組み、初の架橋タンパク質複合体構造
を解明した。さらに、ヨード原子含有アミノ酸の導入がＸ線位相決定に役立つことや、部位特異的な蛍
光修飾法が脂質マトリクス内の膜タンパク質結晶の観察に役立つことも示した。
II. 膜タンパク質の生産と結晶化
１．大腸菌無細胞合成系を利用した膜タンパク質の生産技術（横山茂之、寺田貴帆、染谷友美）。
大腸菌無細胞合成法を、構造決定可能な膜タンパク質試料調製法として確立した。無細胞合成系に界
面活性剤を共存下で合成し、可溶性に発現させる方法は、多種類の多数回膜貫通型タンパク質の合成で
有用性が実証できた。さらに、活性型の膜タンパク質を脂質二重膜環境に合成するための新たな手法と
して、脂質・界面活性剤共存透析法（リポソームの形成と膜タンパク質の合成・膜への組込を共役）を
開発した。本法により、カサノリ由来ロドプシンについて活性型試料を調製し、脂質メソフェーズ法（後
述）で結晶化し、BL32XU を用いて、真核生物の光駆動プロトンポンプとして初めての構造を 1.6 Å 分
解能で決定した。無細胞合成系は、通常、細胞系と比べて合成量が格段に多く、高純度の試料の大量調
製が可能であり、ヒトのタイトジャンクションタンパク質、ケモカイン受容体等の構造解析による評価
を進めた。
２．コムギ無細胞系を用いた膜タンパク質合成法の開発（遠藤弥重太）。
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プロテオリポソーム生産を経る膜タンパク質の一般的な調製技術の開発を進めた。リポソーム共存下
の翻訳反応により、１）機能的に活性を保持した膜タンパク質・リポソーム複合体を生産、２）このプ
ロテオリポソームを簡単な遠心によって沈殿回収（精製タグは不要）、３）特定の溶液組成と界面活性
剤で温和に処理し、プロテオリポソームから膜タンパク質を可溶化する。ヒト GPCR を含む 30 種以上
の膜タンパク質が可溶性で、ゲル濾過クロマトグラフィーで単分散性をした。
３．膜タンパク質精製標品の性状評価（横山茂之、染谷友美、寺田貴帆）。
CPM 法による熱安定性とフォールドの評価法、結合脂質等の検出と定量による安定化因子の同定法、
SPR 法による未精製段階の活性評価法などを確立することにより、細胞／無細胞合成、精製、結晶化の
方法選択と条件最適化を確実に行えるようになり、標品の品質が飛躍的に向上した。
４．膜タンパク質の結晶化を促進する脂質ライブラリーと新しい結晶化法の開発（羽藤正勝）。
脂質二重膜環境中で結晶化を行う脂質メソフェーズ法は、可溶化により不安定になる膜タンパク質の
結晶化に適した手法であるが、利用出来るマトリクス脂質種が少なく、20℃付近に限られる等の問題が
あった。本研究では、脂質メソフェーズを取るイソプレノイド鎖型脂質を、複数の鎖長と極性基を組み
合わせ 10 種以上開発した。この脂質群は広い温度範囲で用いることが可能（０℃も可能で、膜タンパ
ク質の 20 度の安定化に相当）。従来構造解析ができなかった膜タンパク質でも高分解能結晶が得られた。
５．体系的な発現スクリーニング（横山茂之、染谷友美）計 40 種のヒト膜タンパク質をトライアルセ
ットとし、大腸菌無細胞合成から酵母、昆虫細胞、哺乳動物細胞に至る多様な発現系を用いて発現効率、
界面活性剤による可溶化効率等を系統的に評価した。さらに条件を絞って最適化し、ケモカイン受容体
（GPCR）、トランスポーター、タイトジャンクションタンパク質等について、大量調製から結晶化への
プロトコールを確立し、高い成功率で構造解析を可能にすることに成功した。
III. 高分子量複合体の生産と結晶化
１．無細胞系および生細胞系による高分子量複合体の生産（横山茂之、遠藤弥重太、脇山素明、今高寛
晃、染谷友美、寺田貴帆、梅原崇史、坂本健作）。
上述のとおり、無細胞タンパク質合成法は、多重ヘテロ複合体の生産に優れている。多重タンパク質
複合体では、(1)発現用 DNA を適切な量比で混合することで必要なモル比が得られる、(2)発現順をコン
トロールできる、(3)シャペロン等の補充が容易、(4)核酸やその他のリガンドも可能、等の様々なメリ
ットがあり、均一性が高く、結晶性のよい複合体試料が得られ、多くの結晶構造解析に成功した。
細胞系では、バキュロウイルスと昆虫細胞の発現も、多重感染で大量調製に用いることができる。ま
た、8 成分共発現の大腸菌汎用ベクターを開発し、ヒト 26S プロテアソーム制御リング複合体（7 成分）
の再構成に成功した。小麦胚芽無細胞系でもプロテアソームの再構成が可能になった。高密度培養が可
能なピキア酵母を利用して、真核細胞内在性複合体の調製技術を開発し、12〜15 成分の真核複合体群を
調製した。細胞系または無細胞系で、十数サブユニット高分子量ヘテロ複合体（700 kDa 級）の生産、
500 kDa 級複合体の生産・結晶化、構造解析に成功している。
非天然型アミノ酸導入技術の応用では、タンパク質複合体の光架橋を、複合体内部のタンパク質間相
互作用解析に応用することに成功し、構造解析に適した試料の作製が可能になった。架橋体をそのまま
構造解析試料に用いることにも道が拓かれている。
２．ヒト「エピヌクレオソーム」の生産技術（横山茂之、坂本健作、梅原崇史）
。
非天然型アミノ酸導入技術の応用により、遺伝情報発現の反応場となるヌクレオソームコア粒子
（NCP）に複数のエピジェネティック情報（アセチル化・メチル化様・リン酸化・DNA メチル化）を
導入した「エピヌクレオソーム」の再構成技術を世界に先駆けて開発した。これにより、ヒトエピゲノ
ムを標的とした創薬技術が初めて本格的に可能となった。また、NCP を中心とする「構造エピゲノミク
ス」の技術基盤を確立した。実際、NCP に結合するタンパク質の探索評価系を開発して、ヒト転写調節
因子が NCP に結合した複合体構造を初めて解明した。また、NCP 脱メチル化酵素と長鎖ヒストンとの
複合体構造解明により、ヌクレオソーム脱修飾の新規分子機構を解明した。
IV. 創薬プラットフォーム
１．インシリコスクリーニングと構造に基づくシード最適化（横山茂之、梅原崇史、半田徳子）
本課題で開発した高難度タンパク質の生産・結晶化の新たな技術基盤は、立体構造に基づくインシリ
コスクリーニングとシード最適化のプラットフォームとしても極めて有用である。すでに、十件以上の
標的タンパク質と候補化合物との複合体の生産・結晶化と構造解析を行って、最適化を行い、IC50 が nM
レベルのシード化合物を多数得ている。標的タンパク質の生産には、無細胞タンパク質合成技術が威力
を発揮している。他方、非天然型アミノ酸導入技術の応用である「エピヌクレオソーム」を基質とする
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化合物アッセイ系を用いる化合物スクリーニングも開始している。
２．機能性抗体の作製（横山茂之、染谷友美）
。
GPCR 等の多数回膜貫通タンパク質を無細胞合成とリポソームへの組込みを行い、抗原として用いて
機能性抗体の取得を行った。抗体医薬として必要な Kd サブ nM レベルの抗体が既に得られている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

65 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

156 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数
５．各機関の公開したツールやデータベース等
の件数
６．各機関の特許出願件数
７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ
グラム内外含む）

77 件
6件
26 件（うち国外 19 件）
223 件
（うち産業界との共同研究数 9 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
当初計画で目指した新規要素技術開発とそれらのシステム化は、全て達成することができた。それに加
えて、プログラム内外の共同研究により、開発した新しい技術を用いることで初めて可能になった試料
調製、結晶化、構造解析、機能解析、インシリコ創薬等で、研究成果に大きく貢献することができた。
９．課題内の情報共有・連携体制
「トライアルセット」を共通化することで、課題内の技術開発に軸を通し、様々な要素技術を共有する
ことで全体としての目標達成を可能にした。課題内での技術を移転・汎用化により、商品化も進めた。
１０．他の課題との情報共有・連携
開発した技術基盤を活用して、生命・医薬・食環の多くの課題との連携・共同研究を推進した。主な
ものは次の通り。●プログラム内での技術の普及と共同研究への発展を目的として脂質メソフェーズ法
講習会を実施。●月原先生：脂質メソフェーズ法を用いたギャップジャンクションチャネルタンパク質
の結晶化の実施と技術移転。●FBA2・田中先生：プロテアソーム制御リング複合体の再構成（世界初）。
●FBA4・佐藤先生：結晶化が困難な P1B-type ATPase は、可溶性部が大きく、脂質メソフェーズへの再
構成は無理と考えられていたが、新手法を導入し、機能を維持したまま再構成する方法を見いだし、結
晶化を可能にした。●FBA5・中川先生：脂質メソフェーズ法を用いた膜電位センサータンパク質の結
晶化の実施と技術移転。
●FBA7・匂坂先生：Claudin-4 結合タンパク質 C-CPE 遺伝子提供を受けた。C-CPE
と Claudin-4 の複合体を大腸菌無細胞技術によって合成、精製し、結晶化に成功した。●FBA8・岩井先
生：非天然型アミノ酸技術により、高分子複合体 LUBAC とユビキチンとの光架橋を行い、ユビキチン
認識に必須な領域の同定に成功した。●FBB4・岩田先生：腸球菌 V 型 ATPase の A3B3 複合体は、大腸
菌や腸球菌での発現・精製が困難であったが、大腸菌無細胞タンパク質合成技術の適用により大量精製
に成功、X 線結晶構造が決定された。脂質メソフェーズ法に関する技術移転。●FBB5・濡木先生：新
たな細胞技術を適用して、非翻訳 RNA 関連のヒト Dicer、Argonaute 等の高分子量複合体の大量発現に
成功。脂質メソフェーズ法に関する情報提供。●MPA2・福井先生：大腸菌無細胞合成技術等によって、
DOCK2、ELMO1 の機能領域の同定、構造解析に適した領域・発現系を選択し、それらの機能的複合体
構造の決定に成功。Dock2, Dock180 について ELMO1 および Rac1 との高分子量複合体（20 万超）につ
いて大量発現し、Dock180 複合体では結晶化に成功。●MPA4・富田先生：γセクレターゼのヘテロ複
合体膜タンパク質を、大腸菌無細胞合成技術により再構成した。また、γセクレターゼのホモログ SPP
については、無細胞合成 SPP が天然 SPP と同等の活性を示し、大量精製と結晶化にも成功。●MPA6・
門脇先生：インシリコ薬剤探索において、AMPK 等の標的酵素タンパク質試料の調製、阻害化合物との
複合体の結晶化と構造解析に、本課題で開発した生産システムを活用。複合体構造に基づく最適化サイ
クルを回し、新規の阻害化合物を得ることに成功。他方、極めて高難度なアディポネクチン受容体
（AdipoR1/2）について、昆虫細胞とヒト細胞を中心に、生産の要素技術（欠損変異、融合タンパク質
作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、立体構造認識抗体作成等）を
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駆使してスクリーニングや大量調製、結晶化を行い、AdipoR2 および AdipoR1・抗体複合体の結晶化に
成功。●MPB1・松島先生：GPCR とリガンド等との結合解析のため開発した手法を適用し、ヒト培養
細胞で発現させた CCR2 がリガンド MCP-1 と結合することを示唆。MCP-1 は、大腸菌無細胞蛋白質合
成系により大量調製し、CCR2 の発現量を上げることにも成功。●MPB2・清水先生：メチル化酵素と
結合する再構成ヌクレオソームコア粒子を供与する連携。●FEA6・伊藤先生：非天然型アミノ酸とし
て翻訳後修飾（アセチルリジン）を導入する技術を適用し、任意の部位に修飾を導入したタンパク質
（HMGCL）の均一な試料を大量に得ることに初めて成功して、脱アセチル化酵素 SIRT3 の阻害剤探索、
２次評価に活用。●PPD1・高木先生：ターゲットタグ（P4×3-tag）発現ベクター、精製用樹脂及び抗体
の提供を受け、利用法を検討した。●PPD2 のスクリーニング技術を利用した試料安定生産条件の探索、
PPD1 のタグ技術を利用した精製条件の検討を行った。（山下担当分）●PPD3・岩田先生：本課題で調
製した AdipoR1、AdipoR2、Claudin-4 試料を用いて、結晶化促進用モノクローナル抗体の作製を共同で
行い、共結晶化に好ましい、天然構造を認識する高親和性 IgG 産生クローンを得た。●SAC1・山本先
生：脂質メソフェーズ中の蛍光標識タンパク質微小結晶を提供し、SPring-8 BL32XU においてマイクロ
ビームでの蛍光標識膜タンパク質微小結晶検出系の開発に貢献。また、蛍光標識結晶をターゲットし、
微結晶の X 線回折データセットを取得。●SAD1・出村先生：大腸菌無細胞合成により、数種類のアミ
ノ酸を選択的安定同位体標識した膜タンパク質試料を大量調製し、固体 NMR 解析用試料として提供。
●CRC1・長野先生：ライブラリーから候補化合物群の供与を受ける。標的タンパク質試料（Pim1 等）
を作製し、化合物との複合体構造を決定。
１１．人材育成
本課題では高難度タンパク質の調製・結晶化のために、世界をリードする高度な技術を開発しており、
個別の課題を通してでは非常に困難な、技術開発分野での優れた人財の育成に、大きく貢献した。更に、
全体交流会や班会議等への参加により、次世代の構造生物学の指導者の育成にも力を入れた。
１２．終了までの具体的な見通し
開発した技術基盤を活用して、プログラム内外との連携・共同研究を推進する。膜タンパク質（７回
膜貫通受容体等）、巨大複合体などを含む著しく高難度の試料について、既に試料調製・結晶化に成功
しており、多数の構造を決定し、大きな成果を上げられると考えている。補助金化に伴い、創薬等支援
プラットフォームとして、シードの最適化まで行い、インシリコ創薬に大きく貢献する。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後は、現在すでに開始している技術移転・普及を、基礎研究および産業応用の両面
で、さらに拡大する。技術移転や共同研究として特に引き合いの多いものは、GPCR 等の膜タンパク質
の無細胞合成、それを応用した機能性抗体開発と薬剤スクリーニング、脂質メソフェーズによる結晶化
と立体構造解析；非天然型アミノ酸導入によるタンパク質間相互作用の解析、エピヌクレオソーム等を
用いるエピジェネティクス解析、それらを応用した薬剤スクリーニング等である（製薬企業６社と開始
している）。アカデミア発のインシリコ創薬を支援するプラットフォームとしては、現在開始している
支援を拡大して継続することにより、複数のリードの製薬企業等への導出が可能と期待される。無細胞
タンパク質合成等の研究試薬は、ThermoFisher、TAKARA 等からの販売を継続して広く普及するととも
に、非天然型アミノ酸導入技術、脂質メソフェーズによる膜タンパク質結晶化等も製品化を進める。
１４．特記事項
マイクロビームビームラインの利用に向けた微小結晶操作技術の開発に参加しており、今後は、創薬
のためのハイスループット化等で連携を強める予定である。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

10,000

4,000

0

350

0

0

11,881.8

0

人件費（千円）

262,574,925

362,682.537

362,086.851

業務実施費（千円）

364,348.152

227,355.925

間接経費（千円）

191,076,923

178,211.538

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度
設備備品費（千円）

26,250.00

人件費（千円）

362847.077

368,108.296

事業実施費（千円）

180902.923

182,072.888

136,618.628

その他（千円）

166,812.461

151,523.076

間接経費（千円）
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計
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合計（千円）

828,000

772,250

722,854

656,600
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合計（千円）

570,000

3,549,704
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代表／分担機関の課題名

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 （PURE system 技術の高度化ならびにタンパク質の系統的巻き戻し
技術の確立）

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学

機関の代表研究者名

大学院新領域創成科学研究科
大学院農学生命科学研究科

教授
教授

上田 卓也
田之倉

優

１．課題開始時における各機関の達成目標
①. 膜タンパク質の合成のための
PURE system の開発 代表的な膜
蛋白質を発現させ、各々の因子要求
性を詳細に解析し、膜蛋白質合成用
の PURE system の高度を行う。キット化を図ることで蛋白質生産システムとして提供する。
②. 複数遺伝子の共発現による複合体発現系の開発

FoF1-ATP 合成酵素をモデル蛋白質として、これ

らのサブユニットの共発現による膜蛋白質複合体の形成プロセスを詳細に解析し、膜複合体合成に
適した PURE system の基本設計を行う。
③. タンパク質の系統的巻き戻し（リフォールディング）技術
の確立

凝集抑制溶液を用いた（変性剤あり）方法と高圧

処理（変性剤なし）による方法で系統的巻き戻し技術を確
立する。巻き戻しで得られたタンパク質は、CD や活性測定
等で評価し、活性型タンパク質の立体構造を決定する。ま
た、膜タンパク質を高圧処理し、効率の良い可溶化条件を
検討する。

図２

高圧処理（変性剤を用いない）
による巻き戻しと救出※

※凝集体の中には二次構造を保持し、天然構造のフォ
ールドに近いものが存在しており、高圧処理を施すこ

図１凝集抑制溶液を用いた巻き戻し

とで凝集体から分離することができる。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①. 膜タンパク質の合成のための PURE system の開発

PURE system に a サブユニット（a）を欠

損した FoF1 を持つプロテオリポソームを加え a タンパク質を合成した。その結果、a 合成により
相補された FoF1 の完全な機能回復が確認された。また a の膜貫通部分に位置する重要残基をアラ
ニン置換した変異体を解析し、活性に対する重要部位を同定した。
②. 複数遺伝子の共発現による複合体発現系の開発

Fo を構築する全サブユニット a、b、c３つの遺伝

子を PCR 法により調整し、リポソームを含む PURE system 内で共発現をおこなった。Fo 複合体
として約 70-80nM の合成効率であった。さらに F1 複合体を投入することにより ATPase 依存的プ
ロトンポンプ活性を検出することができた。
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③. タンパク質の系統的巻き戻し（リフォールディング）技術の確立

不溶性に発現したタンパク質を

凝集抑制溶液を用いた（変性剤あり）方法や高圧処理（変性剤なし）による方法でリフォールディ
ングさせ、構造解析までの系統的プロセスを確立した。また、膜タンパク質の可溶化において界面
活性剤存在下、高圧処理することで細胞膜から抽出することに成功した。
（２）技術開発の進捗及び成果
①. FoF1Δa 複合体を組み込んだプロテオリポソームを PURE system に加え、欠損している a タンパ
ク質を無細胞合成した。
その結果 FoF1 の ATP 加水分解によるプロトン輸送能と逆反応である ATP
合成活性能が確認された。これは補填された FoF1 が完全に機能を回復したことを示している。
また、a サブユニットの膜貫通領域に存在する塩基側鎖をアラニン置換した５つの変異体を無細胞
合成し活性の変化を解析した。その結果、N90A と R169A では不活性型となることが明らかにな
った。また D112A と Q217A では活性の著しい低下を観察したものの、完全な消失にはいたらなか
った。これによりこれらのアミノ酸は、a サブユニットのもつ隣接する c リングへのプロトンの受
け渡し機能において主要な役割を果たす残基であることが明らかとなった。さらにこれら変異体を
大腸菌で発現したところ、D112A と Q217A の変異については a サブユニットを膜画分へ合成でき
ず無細胞系の有効性が示された。
②. Fo を構築する a、b、c サブユニットはそれぞれ 1:2:10 のストイキオメトリーで複合体を構築する
ことが知られているが、さらにプライベートシャペロンである UncI という膜蛋白質が FoF1 のオ
ペロン上にコードされている。この UncI を含む 4 種の膜蛋白質を PURE system 内で共発現をお
こなったところ、100 μL 反応液当たり 7-8 pmol の Fo 複合体を合成することができた（Fig.3）。
合成結果後、FoF1 の ATPase 依存的プロトンポンプ活性の測定をおこなったところ、上記①のケ
ースと比べても非常に良好な活性を検出することができた（Fig.1）。しかし UncI の活性発現に対
する寄与は確認されなかったため、UncI は Fo の発現には必ずしも必要ではなくむしろプロテアー
ゼや他の煩雑因子が多く含まれる細胞内において Fo の構築を保護する機能であることが示唆され
た。こういった結果は、高度に純化された本系をもちいて初めて明らかになったことであり、いま
まで詳細な生化学的解析が困難だった膜蛋白質の研究を加速させる実例にあたると言えるだろう。
Fig. 1 PURE system における
Fo 全サブユニットタンパク質
の共発現（左）と合成後の
ATPase 依存的プロトンポンプ
活性（右）。

上記①②の実験結果については昨年その方法論をまとめ論文とした（ Methods in Molecular

Biology, 607:161-71）。また a サブユニットに関する生化学的解析結果についても現在投稿中であ
る。（J.Bio.Chem. submitted）。
当初の目的である“膜蛋白質合成・解析用の PURE system の高度化”と“膜蛋白質複合体合成に適
した系の基本設計”という主要項目については、a サブユニット解析と機能を保持した Fo の無細胞
合成の結果から達成できたと言える。
本研究で得られた成果について、2010 年度だけでも ALife XII in Denmark (poster)、第五回無細胞生物
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科学研究会 in 岡山市(poster)、第４８回日本生物物理学会年会 in 仙台市(poster&oral)において発表した。
また ALifeXII においては、Poster 賞を受賞した。

基盤技術である PURE system の高度化と、付加因子であるリポソームの条件検討については既に開
発の大部分が終了している。また今回モデルとなった FoF1 以外にも SecYEG 膜蛋白質複合体にお
いても成功をしていることから、共通性・汎用性の高い技術基盤が整備されていると言える。
③. 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の調製を試みた。
第一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 気圧処理）、第二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）を行った。脱アセチル化酵素については、
iFOLD2 で可溶化率の高い条件の全てで酵素活性が確認
でき、濁度と活性に負の相関が認められた。また、iFOLD2
の条件から変性剤を除いて高圧処理したところ、より効
率の良い巻き戻し条件を確立することができた。ジスル
フィド結合を有しているサイトカインは高圧処理を施し
て各種クロマトグラフィーによる精製後、1H-15N HSQC
測定を行い、可溶性発現したタンパク質と全く同じフォ
ールドを持つタンパク質が封入体から得られることを
示した（図 1）。

図 1 巻き戻しによって調製したサイトカインの NMR
解析（1H-15N HSQC）

ヌクレアーゼ（図 2）、酸化還元酵素（図 3）については高圧処理で可溶化したサンプルから結晶を
得ることに成功し、結晶構造を決定した。ヌクレアーゼは 150×150×100 μm、酸化還元酵素は
100×50×30 μm の大きさの結晶を得て、ヌクレアーゼは放射光施設で 1.6 Å 分解能の X 線回折デー
タを取得し、構造を決定した（Rwork = 17.0 %, Rfree = 19.1 %）
。酸化還元酵素は放射光施設で 2.2 Å 分
解能の X 線回折データを取得し、構造の精密化を進めている（Rwork = 22.9 %, Rfree = 27.3 %）
。酸化
還元酵素はさらに 2 種類の化合物を結合させて結晶を得ることに成功し、それぞれ 1.95 Å、2.05 Å
分解能の回折データを取得している。さらにサイトカインは 2.0 Å の回折データを取得し、構造を
決定することに成功した（Rwork = 18.3 %, Rfree = 23.5 %）。変異体についても同様の巻き戻しを行い、
1.6 Å の回折データをもとに現在精密化を進めている（Rwork = 26.3 %, Rfree = 30.3 %）
。

図2

巻き戻しによるヌクレアーゼの結晶構造解析

図3

巻き戻しによる酸化還元酵素の結晶構造解析

受容体膜タンパク質については界面活性剤存在下、膜画分を高圧処理することで細胞膜から抽出す
ることができた。表面プラズモン共鳴によるリガンド結合解析を行い、リガンド結合能の検出にも
成功した。また、トランスポーターは界面活性剤存在下、高圧処理を施すことで可溶化を確認でき、
高圧処理を施す時間を変えることで可溶化する量が異なることを示した。
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これらの結果をもとに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。
構造解析の成功事例を示し、さらに産業界を含めた共同研究も進めていることから予想を上回る成
果を達成したと考える。巻き戻し技術は、無細胞発現系などの手法を使っても凝集体として不溶性
発現するようなタンパク質を活性型のタンパク質として回収できる可能性が開けるため、共通性・
汎用性の高い技術といえる。今後は制御領域の化合物ライブラリーを利用する等、さらなる巻き戻
しの促進を図る。
他分野の研究者や産業界に成果の活用を推進するために、産学懇談会や研究会でのプレゼンテーシ
ョンや雑誌の特集号への掲載など、外部への研究成果の発信を積極的に行っている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

16 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

20 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

30 件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

0件

の件数
６．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外○件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

26 件（うち産業界との共同研究数 4 件）

グラム内外含む）
８．当初計画に対する各機関の達成度
当初計画で目指した「膜蛋白質合成・解析用の PURE system の高度化」と「膜蛋白質複合体合成に適
した系の基本設計」はすべて達成することができた。さらに、本系を応用してモデルタンパク質複合体
FoF1-ATP 合成酵素以外にも、SecYEG についても良好な結果が得られた。
タンパク質の系統的巻き戻し技術の確立については、封入体から活性型タンパク質を調製することが
できた。構造解析の成功事例を示し、産業界を含めた共同研究も進めていることから予想を上回る成果
を達成したと考える。
９．課題内の情報共有・連携体制
課題内での技術を移転・汎用化により商品化も進めた。班会議に参加し、進捗の報告や今後の技術開
発、プログラムへの貢献に関する活発な議論を行うことで情報を共有している。また、課題内で可溶化
しないサンプルの提供をうけ、高圧処理による共同研究を進めている。
１０．他の課題との情報共有・連携
いくつかの他グループ(企業を含む)に PURE system を提供し、あるいは他グループから封入体に発
現したサンプル及びプラスミドの提供を受けるなどして共同研究を進めている。さらに化合物ライブラ
リーを利用することにより制御領域との連携を進めている。
１１．人材育成
代表研究者の定めた研究目標・計画に基づき、プロジェクト構成員であるポスドクおよび特任助教が
段階的な短期実験プランニングをおこないこれを実行した。また研究背景や実験技術を学部生、大学院
生に教授し共に実験データの取得につとめた。これらの研究データは代表研究者を主としたラボミーテ
ィングで定期的に発表し、学術的な観点からの意見交換やデスカッションをおこなった。また大学院生、
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参加研究者を全体交流会、班会議等に参加させ技術習得や情報の収集、ディスカッションを積極的に行
える環境を整えることによって若手の人材育成に努めている。プロジェクトに参加した研究員のプロジ
ェクト終了後の進路については、この分野において引き続き研究活動に従事することを予定しているが
現在未定である。
１２．終了までの具体的な見通し
すでに活性を維持した膜蛋白質複合体 Fo の無細胞合成は成功しているため、今後は可溶性蛋白質複
合体 F1 の無細胞合成と、さらに FoF1 両者を一段階で合成することに挑戦する。これにより、多種類
（8 サブユニット）の蛋白質を無細胞で共発現する際の各合成量調整や活性発現への寄与についても解
析をおこなうことが可能である。またミトコンドリア異常や脂質代謝異常により引き起こされる疾患に
は膜蛋白質の異常に起因したものが多く見られるため、これら疾患に関する基礎解析ツールとして本技
術を応用し、開発技術の有用性の実証をおこなう。
巻き戻し技術の更なる汎用化・最適化に向けてキットや試料調製法を開発するとともに、化合物ライ
ブラリーを積極的に利用する。また、支援も円滑に推進させる。他分野の研究者や産業界に成果の活用
を推進するために、産学懇談会や研究会でのプレゼンテーションを積極的に行っている。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題で得られた成果は、特に膜蛋白質をターゲットとした創薬開発のため、標的膜蛋白質サン
プルの入手法として利用できる。またさらに、単に蛋白質合成系としての利用だけではなく、機能評価
系に直接移行できるという利用価値がある。創薬開発に向けた技術発進を通して社会へ還元していくと
ともに、さらなる新規技術の創成にも貢献していく。これまでにも公開シンポジウムや、雑誌、産学懇
談会等で広報してきているが、今後さらに広報していくことで積極的に共同研究を推進する。
１４．特記事項
膜蛋白質解析のために体系化した無細胞技術とそのストラテジーをより広いフィールドで活用する
ために、共同研究と研究支援の両面について実施体制を整えている。特に上記 13 にも記述した創薬へ
の応用に関しては他の技術拠点との連携を経て、その汎用化を視野に入れた運用を試みる。
１５．研究費一覧

設備備品費（千円）

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

3,091

259

8,558

1,876

試作品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

14,753

人件費・謝金（千円）

37,792

人件費（千円）

27,028

37,610

36,251

32,560

旅費（千円）

2,010

業務実施費（千円）

39,112

26,708

15,303

17,333

その他（千円）

5,445

間接経費（千円）

20,769

19,373

18,034

15,531

間接経費（千円）

合計（千円）

90,000

83,950

78,146

67,300

合計（千円）
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分 担 機 関 の 課 題 名

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」（高度タンパク質生産基盤技術の汎用化）

分

担

機

関

機関の代表研究者名

株式会社プロテイン・エクスプレス
高木

広明

１．課題開始時における各機関の達成目標
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

タンパク質生産技術開発で
タンパク質生産技術開発で
開発された技術
技術移転

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

・無細胞タンパク質合成系
・動物細胞発現系
・タンパク質標識技術
・膜タンパク質合成技術

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。

汎用化

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

●タンパク質安定生産体制の整備
●タンパク質受託発現サービスの充実
●タンパク質合成ツールの販売

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）、

タンパク質生産拠点の構築

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。
株式会社プロテイン・エクスプレスでは独立行政法人理化学研究所および国立大学法人東京大学で開
発・保有する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。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
●再構成無細胞タンパク質合成技術の検証を行なった。転写，翻訳，エネルギー再生に必要なタンパク
質因子調製法の技術移転、リボソームの効率的な調製方法の技術移転により、再構成無細胞系でタンパ
ク質の合成を検証した。市販には
至らなかった。
●in vivo 非天然アミノ酸導入技術

G
TA

UAG

目的タンパク質遺伝子

アンバーコドン導入mRNA

目的の位置に
アンバーコドンを導入
AUC
UAG

を取り上げ、大腸菌および動物細
胞による非天然アミノ酸を組み込

変異tRNA 遺伝子
アンバーコドンを認識する
tRNAを発現

AUC

変異tRNA

んだタンパク質の合成技術の検証
ならびに本技術の事業化のための
評価試験をおこなった。

AUC

人工ARS遺伝子

人工ARS

非天然アミノ酸を認識する
ARSを発現
※ 天然のアミノ酸は認識しない

非天然アミノ酸であるヨードチ

非天然アミノ酸
・ヨードチロシン（構造解析用）
・アジドチロシン（標識用）

ロシン、アジドチロシン、アジド Z
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リジンの導入効率を高める検討、アジドチロシン導入タンパク質に蛍光色素などを標識する Staudinger
Ligation 効率向上試験を行った。前者は 95％以上、後者は 60％程度の導入・標識効率まで向上させたが、
標識効率 80％以上の目標には達せず汎用化までには至っていない。
●研究支援として、構造解
析用 無細胞タン パク質合
RYTSの大腸菌抽出液は、独立行政法人 理化学研究所によって、
X線構造解析、NMR構造解析用として開発され1-4、以下の特徴を
成キ ットの提供 の実現の
持っています。
特徴
ため、独立行政法人理化学
高分子量タンパク質の合成
研究所が保有する特許「無
・
・ CloverDirectTM試薬を用いた非天然アミノ酸導入タンパク質合成
細胞 タンパク質 合成用抽
・ 300μLの当たり、最大150μgのタンパク質が合成可能
・ 透析膜を利用することで、長時間の合成反応が可能
出液 の製造方法 及びその
1) Analytical Biochemistry, 377, 156-161 (2008)
方法 により製造 される細
2) Eur. J. Biochem., 239, 881 -886 (1996)
3) Journal of Structural and Functional Genomics, 5, 63–68 (2004)
胞抽出液」日本：特願
4) Protein Expression and Purification, 68, 128-136 (2009)
性能比較
2004-105251
欧 州 ： EP
04734357.9（EP 1655375）
RYTS Kitおよび他社(A社)製品を用いて発現させた
Green Fluorescent Protein (GFP)の蛍光強度測定
米 国 ： US 11/282613 （ US
約3倍
2006-0134735）の実施許諾
約３倍の蛍光強度を得ることができた。
-> 正しい構造を持ったGFPが効率的に合成されている
を受け、無細胞タンパク質
合成 キットの販 売を開始
X線構造解析
に適している
NMR構造解析
した（RYTS）。さらに、本
キッ トを用いた タンパク
質生産サービスの提供のための社内体制の整備を行なった。

（２）技術開発の進捗及び成果

・研究の進捗状況・成果
→成果概要のように、概ね目標通りに進捗している。
・論文発表、公開したツールやデータベース等、特許件数
→検証および汎用化を目的としているため、それぞれの公表はない。
・課題公募時の目的に対し、どの程度達成されているか。
→90％程度の達成率。膜タンパク質合成の検証と汎用化が未達。
・外部への研究成果等の発信

→2010.2.15 日経バイオテクに、大腸菌無細胞たんぱく質合成キット発売記事を掲載する。
・本プログラムの研究支援のために共通性・汎用性の高い基盤的な技術開発や技術基盤の整備を行って
いるか。
→整備を行っている。
・生産、解析、制御等の情報の共有化が進められているか。

→分担機関である当社からの発信はない。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

0件

の件数
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６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

0件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度

90％程度の達成率。膜タンパク質合成の検証と汎用化が未達。
９．課題内の情報共有・連携体制
・班会議だけでなく、代表機関／代表者と進捗状況などに関して会議・面談を行っている。
・本プロジェクトから派生した NEDO 助成事業では、代表機関を共同研究者として情報の共有・連携
を図った。
１０．他の課題との情報共有・連携
分担機関である当社と他の課題との連携は少ない。
１１．人材育成
株式会社なので、人材の育成や教育には力点を置いていない。
１２．終了までの具体的な見通し
タンパク質生産では我が国が世界をリードしている無細胞合成系とタンパク質標識技術の技術移転
と汎用化を主テーマとしている。大腸菌無細胞合成に関しては汎用化を行い、国内外で最も効率よいキ
ットとして一般に提供できるようにした。さらに、この系を進化させ、SS や膜タンパク質を効率よく
生産できるキットに進化させる。SS は終了までに完成できそうである。
タンパク質の標識に関しては、標識タンパク質の用途開発に焦点を当て、新規な蛍光均一免疫測定法
を別のプロジェクトで開発した。本成果を社会に還元するための取り組みを、共同研究開発を通し積極
的に行なうとともに、具体的な測定項目や測定方法を提案している。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
タンパク質生産技術は、タンパク質の構造解析のみならずタンパク質機能解析、タンパク質や抗体に
基づく計測技術等に必須な基盤技術であり、医薬、食品、環境分野など産業応用に重要な技術である。
当社は本プログラムにおいてタンパク質生産技術の技術移転や汎用化を行い、社会に研究用試薬・有用
タンパク質・測定法等を提供していきます。
１４．特記事項
タンパク質生産技術の産業化の一環として、当社の「ブレビバチルス菌を用いた抗体精製用タンパク
質製造技術の開発」は、関東経済産業局から平成 23 年 6 月に「中小企業のものづくり基盤技術の高度
化に関する法律」に基づく特定研究開発等計画の認定を受けました。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

3,256

3,249

旅費（千円）

業務実施費（千円）

769

692

2,898

2,366

その他（千円）

間接経費（千円）

231

208

1,846

1,685

間接経費（千円）

1,000

900

8,000

7,300

合計（千円）

合計（千円）
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２３年度

計

0
3,837
0
2,663
0

3,969

6,500

23,700
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分 担 機 関 の 課 題 名

小麦胚芽無細胞タンパク質合成技術を用いたタンパク質生産基盤技術の
汎用化

分

担

機

関

機 関 の 代 表 研 究 者 名

株式会社セルフリーサイエンス
森下

了

１．課題開始時における各機関の達成目標
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ｗ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。
株式会社セルフリーサイエンスで
は高度化された小麦胚芽無細胞タン
パク質合成技術を用い、構造解析可能
な高難度タンパク質の安定生産を実
現させ、ターゲットタンパク研究の支
援を行なう。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
株式会社セルフリーサイエンスでは、これまで、
１）理化学研究所の遠藤グループと膜タンパク質合成要素技術に関する情報交換を行い、
２）小麦系での膜タンパク質合成要素技術の移転を受け、
３）株式会社セルフリーサイエンスが保有するタンパク質合成量 10 mg/mL、反応ボリューム
最大 100 mL の自動合成装置に２）を対応させることを検討し、対応を可能とさせた。
続いて、
４）遠藤グループが開発した精製 tag を付加することなく膜タンパク質（プロテオリポソーム）
を精製する方法の技術移転を受けて３）に対応させる技術移転を行い、膜タンパク質生産
の汎用化開発検討を行ってきた。
また高難度タンパク質には膜タンパク質に加え、巨大複合体タンパク質も挙げられる。研究支援
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として東京都医学総合研究所 田中啓二先生と共同で、
５）19S プロテアソーム複合体の再構成を試み、小麦系で目的タンパク質が合成され、かつ複
合体をとっていることが確認出来た。
当初計画していた業務の内、高難度タンパク
質の大量合成と可溶化は成功し、ターゲット
タンパク研究者への支援体制の基盤を構築で
きた。構造解析に向けた膜タンパク質の大量
精製法の確立が遅れている為、大量のタンパ
ク供給は行うことが難しい現況であるが、タ
ンパク質の大量合成と粗精製・可溶化および
小量精製については技術を確立していること
から、支援を行うことが出来る。
（２）技術開発の進捗及び成果
１）膜タンパク質合成要素技術に関する情報交換
小麦胚芽無細胞タンパク質合成技術を用いた膜タンパク質及び複合体タンパク質合成要素
技術に関しては、理化学研究所

遠藤グループで開発が進められている。支援事業への速や

かな技術移転を鑑み、情報交換会を設けて、進行状況、問題点に関して連携を密にとってい
る。特にリポソームを用いた膜タンパク質合成法の現況についてディスカッションを行って
きた。
２）膜タンパク質合成要素技術の技術移転
小麦胚芽無細胞タンパク質合成技術を用いた膜タンパク質の合成にリポソームの添加が有
効であることが確かめられ、技術の開発が進められてきた。これまでに遠藤研究室より、１）
リポソームの精製方法、２）リポソームの調製方法、３）リポソームを用いた膜タンパク質
の合成方法、について技術移転を受けている。

３）膜タンパク質の大量合成に向けた方法開発
当社ではタンパク質合成量 10 mg / mL（最大）、反応ボリューム 100 mL（１バッチあたり最
大 1000 mg）のタンパク質自動合成装置を開発しており、この装置が遠藤グループから技術移
転された「リポソームを用いた膜タンパク質の合成方法」に対応できるように開発し、対応
が可能であることを確認している。
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４）精製 tag を付加しない膜タンパク質の合成・精製法の技術移転
タンパク質精製は目的タンパク質から tag
を除く段階で収量が大きく落ちることに難
点があった。遠藤グループでは「Accudenz
密度勾配遠心法による膜タンパク質精製法」
について開発を進めてきたが、その過程で精
製 tag を付加することなく膜タンパク質を
精製する方法のブレイクスルーを見出して
いる。遠藤グループから技術移転を受け、膜
タンパク質生産の汎用化開発検討を行って
きた。
この方法は少量試験向きでありタンパク質の大量調製には難がある。そこで新たに遠藤グル
ープが開発した遠心沈降法によるプロテオリポソーム精製法の技術移転を受け、当社自動タ
ンパク質合成機器による合成法とこの精製法を組合せた方法を試験した。その結果、膜タン
パク質の効率的な合成と比較的高い精製度が確認された。

５）複合体タンパク質の調製検討
高難度タンパク質には膜タンパク質に加え、巨大複合体タンパク質も挙げられる。ター
ゲットタンパクプログラム内共同研究として、東京都医学総合研究所 田中啓二先生と
19S プロテアソーム複合体の再構成を試みた。19S プロテアソームの基底部、蓋部につい
て自動合成機で目的タンパク質を複合体として合成した。合成後、自動精製によりプル
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ダウン試験を行い、目的複合体が調製されているかを確認した。目的タンパク質が合成
され、かつ複合体をとっていることが確認出来た。

３．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．各機関の論文発表件数

０件

５．各機関の公開したツールやデータベース等の

０件

件数
６．各機関の特許出願件数

０件

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プログ

２件

ラム内外含む）
８．当初計画に対する各機関の達成度
当初計画していた業務の内、高難度タンパク質の大量合成と可溶化は成功し、ターゲットタンパク
研究者への支援体制の基盤を構築できた。構造解析に向けた膜タンパク質の大量精製法の確立が遅れ
ている為、大量のタンパク供給は行うことが難しい現況であるが、タンパク質の大量合成と粗精製・
可溶化および小量精製については技術を確立していることから、支援を行うことが出来る。
９．課題内の情報共有・連携体制
研究参画機関による班会議に出席し、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出来たと考える。
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１０．他の課題との情報共有・連携
ターゲットタンパクプログラム内共同研究として、東京都医学総合研究所 田中啓二先生と 19S プロ
テアソーム複合体の再構成を試みている。また開発された技術を用いた外部共同研究として、ウイル
ス複製関連複合体タンパク質の調製・解析を進めている。
１１．人材育成
本プログラムを通じて代表研究者が社員（業務担当者）に対し、技術指導を行っている。
１２．終了までの具体的な見通し
これまで汎用化を進めてきた無細胞技術に関して、代表機関・独立行政法人理化学研究所が行うタ
ンパク質生産技術の実施に必要となる高度な試薬・材料の作製を担当し、高度研究技術のタイムリー
な共用を可能にする。
①生産技術に必要な試料作製法の開発
独立行政法人理化学研究所が窓口となって行う生産技術の共用において、大規模な利用に適合
させるために理化学研究所が改良した技術を移転して、試薬・材料の作製方法を改良する。
②ターゲットタンパク研究への支援
生産基盤技術（小麦胚芽無細胞タンパク質発現など）に基づいて、ターゲットタンパク研究プロ
グラムの技術共用に必要となる試薬・材料（主に小麦無細胞タンパク質合成系関連の細胞抽出液、
酵素類等）の最新プロトコールでの作製を行う。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究で開発した生産技術は、ライフサイエンスの研究において重要なターゲットとなる高難度タ
ンパク質群の生産を可能にするため、広範囲の研究者にとって意義がある。したがって、技術移転に
よる研究者への普及に加えて、企業活動として、試薬や装置の製品化、当該技術を利用したサービス
(タンパク質生産受託等)の提供、タンパク質製品の生産等の社会還元が可能になると期待される。
株式会社セルフリーサイエンスはタンパク質発現の技術やサービスを提供する専門企業であり、タ
ンパク質合成キットや各種合成用試薬・全自動タンパク質合成装置の販売ならびに受託合成も行って
いる。本研究で構築するタンパク質生産基盤について、技術開発終了後のユーザーサービスを担当す
る予定であり、将来に亘る研究支援業務を充分に行うことが可能である。
１４．特記事項
小麦胚芽無細胞タンパク質合成技術の移転と汎用化、特に機器を用いたタンパク質大量合成系への
応用に成功し、リポソームを使用した膜タンパク質の大量調製に成果を上げた。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

4,874

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

0

3,000

旅費（千円）

0

業務実施費（千円）

769

692

1,280

2,692

その他（千円）

0

間接経費（千円）

231

208

1,846

1,708

間接経費（千円）

0

3,993

1,000

900

8,000

7,400

合計（千円）

6,600

23,900

合計（千円）
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代表／分担機関の課題名

機能性を保持した膜貫通タンパク質生産のための膜移行性評価系の開発

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人

機関の代表研究者名

日下部

農業・食品産業技術総合研究機構

裕子

１．課題開始時における各機関の達成目標
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により国内のタンパク質研究を支援する
「タンパク質発現ライブラリー基盤」の一部として、特に細胞膜受容体をはじめとした高難度タンパク
質生産の一部を分担する。具体的には、平成 21 年度までに食環Ｂ課題にて開発した独自の受容体膜移
行評価系を利用し、代表機関が行うタンパク質生産のうち、受容体試料発現に必要な膜移行タグの設計
や選択を担当する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
平成 21 年度まで食環 B にて確立したヒト甘味受容体を構成する分子 hT1R2 の膜外部位にタグを付加
する方法をヒト甘味受容体構成分子 hT1R3 にも適用する事で、ヘテロ二量体の G タンパク質共役 7 回
膜貫通型受容体(GPCR)の膜移行性と刺激に対する受容性を蛍光標識を指標に同時に解析することが可
能になった。この成果により、機能性を保持したタンパク質を高効率で生産する分子の選択の効率性が
向上することが期待される。また、ヒト甘味受容体の膜移行機序を解析したところ、hT1R2 と hT1R3
の膜外部位の相互作用が効果的な膜移行に必要であることが示され、甘味受容体と同様ヘテロ二量体を
形成する(GPCR)である GABAB 受容体とは異なる独自の膜移行性を保有する可能性が高い事が示され
た。
（２）技術開発の進捗及び成果
平成 21 年度まで食環 B にて確立したヒト甘味受容体を構成する分子 hT1R2 の膜外部位にタグを付加
する方法を、ヒト甘味受容体構成分子 hT1R3 に適用した。これらのタグを付加した分子を利用して、ヒ
ト 甘 味 受 容 体 の 構 造 機 能 解 析 を 進 め た （ 図 １ ）。 タ グ を 付 加 し た 甘 味 受 容 体 変 異 体
c-Myc-hT1R2/FLAG-hT1R3 を導入した培養細胞 HEK293 について、c-Myc タグあるいは FLAG タグに対
する抗体染色を培養細胞を固定させない状態で行うことで、培養細胞の膜表面に移行した受容体を検知
できることが明らかになった。また、この染色の強さはフローサイトメトリーを用いることにより数値
化が可能であり、移行度の強弱を比較できることも示された（図２）。次に、タグを付加した hT1R2/hT1R3
の甘味応答能をカルシウムイメージング法により確認した。その結果、タグを付加しない hT1R2/hT1R3
と同様、人工甘味料アセサルファム K に対する応答が確認された（図２） 。また、甘味応答測定に際
しては、マルチプレートリーダーを用いた細胞応答を行うことで効率的に応答測定を行った。これらの
方法を比較検討することで、様々な変異体の甘味受容能の差の原因が膜移行性にあるのか、受容構造の
変化にあるのかを判別できるようになった。
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図１：N 端にタグを付加したヒト甘味受容体 hT1R2/hT1R3 の模式図

一次抗体無

一次抗体有

図２: タグを付加した受容体を発現させた細胞の染色性と応答性の解析
左：フローサイトメトリーを用いた表面にタグが移行した細胞の割合の評価
タグを付加したヒト甘味受容体 hT1R2/hT1R3 が膜に移行している細胞（71.97%）と移行していない細
胞の二つのピークが観察されている。
右：タグを付加したヒト甘味受容体 hT1R2/hT1R3 を発現させた細胞の甘味応答性
タグを付加していないヒト甘味受容体とほぼ同等の甘味応答が観察された。
②膜移行性評価系を利用した多重膜貫通タンパク質の構造・機能性評価
多重膜貫通型かつヘテロ二量体であるヒト甘味受容体 hT1R2 および hT1R3 をモデルタンパク質とし
て変異体作製を行い、先に確立したタグを付加した受容体(c-Myc-hT1R2 および FLAG-hT1R3)の利用に
より膜移行性、二量体形成能、応答測定を組み合わせて構造・機能性評価を行った。まず、c-Myc-hT1R2
および FLAG-hT1R3 を単独で HEK293 細胞に発現させた場合の両分子の膜移行度を解析した。その結果、
c-Myc-hT1R2、FLAG-hT1R3 の両者とも単独では、細胞内に発現していることは確認されたものの、膜
移行は抗体染色法では確認できない程度に低いことが明らかになった。また、甘味に対する応答は
c-Myc-hT1R2 のみを発現させた場合ではほとんど観察されず、FLAG-hT1R3 のみでは著しく低い応答の
みが観察された。一方、c-Myc-hT1R2 および FLAG-hT1R3 を同時に発現させた場合は hT1R2、hT1R3
ともに膜に移行することが示された。さらに、FLAG-hT1R3 を恒常的に発現させた細胞に c-Myc-hT1R2
を一過的に発現させると、c-Myc-hT1R2 を発現させた時のみ FLAG-hT1R3 が膜に移行することを観察し
た。c-Myc-hT1R2/FLAG-hT1R3 は甘味応答することも確認できたことから、ヒト甘味受容体 hT1R2/hT1R3
の二量体形成による膜表面の移行が甘味受容に重要な役割を果たすことが示唆された。次に、膜移行に
関わる hT1R2 と hT1R3 の相互作用部位の検討を行った。甘味受容体 hT1R2/hT1R3 と同様 G タンパク質
共役型受容体ファミリーのクラス C タイプの属する受容体でヘテロ二量体を形成する GABAB 受容体は
受容体 C 末端部位が相互に結合することにより二量体を形成した状態で膜に移行し受容体として機能
することが知られている。そこで、c-Myc-hT1R2/FLAG-hT1R3 の一部分を欠損させた変異体を作成する
ことで、膜移行に関わる部位の特定を試みた。hT1R2 および hT1R3 の膜外部位である Venus flytrap
（VFT）
ドメインを欠損する変異体(c-Myc-xHH2, FLAG-xHH3)を作製し、それぞれ単独の膜移行能および
FLAG-hT1R3 あ る い は c-Myc-hT1R2 と の 共 発 現 、 す な わ ち c-Myc-xHH2/ FLAG-hT1R3 お よ び
c-Myc-hT1R2/FLAG-xHH3 におけるそれぞれの分子の膜移行能を解析した。その結果、c-Myc-xHH2,
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FLAG-xHH3 単独でも、c-Myc-xHH2/ FLAG-hT1R3, c-Myc-hT1R2/FLAG-xHH3 においても膜移行する分
子を観察しなかった。また、それぞれを発現させた HEK293 細胞は甘味応答を示さなかった。以上のこ
とから、hT1R2 と hT1R3 の膜移行に関与する部位はそれぞれの VFT ドメイン中に存在する可能性が示
された。よって、hT1R2/hT1R3 の膜移行機序は、GABAB 受容体と全く異なる独自のものを保有する可
能性が高いことが示唆された。

図３：変異体の利用によるヒト甘味受容体 hT1R2/hT1R3 膜移行機序の解析
HEK293 細胞にタグを付加した hT1R2 および hT1R3 を単独あるいは共発現させ、未固定状態でタグに
対する抗体染色を行って膜移行を評価した。
左：hT1R2 に付加した c-Myc タグに対する抗体染色の結果
右：hT1R3 に付加した FLAG タグに対する抗体染色の結果
この結果から hT1R2 と hT1R3 の相互作用により膜移行が促進されることが示唆される。
次にマウスの甘味受容体 mT1R2/mT1R3 についても同様の実験を行った。その結果 mT1R3 は単独で
発現させると、甘味応答は観察されないが膜移行は観察されることが明らかになり、味覚受容体の膜移
行性は種により異なる可能性が示された。膜移行性の高い種類の膜タンパク質は膜移行性の低いタンパ
ク質よりも機能を保持したタンパクの生産が容易であることが予想される。よって、受容体構造機能解
析に適した分子の選択に、膜移行評価系を利用した系を利用して膜移行性の高い分子種を選抜すること
が、受容体構造機能解析に適した分子の選択に有効である可能性が示された。

３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0件

５．各機関の公開したツールやデータベース

0件

等の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プ

1件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
本課題により、多重膜貫通型かつヘテロ二量体という機能性を保持したタンパク質の生産が困難なタ
ンパク質について、機能性を維持したままタグを付加する方法を開発し、応答性と膜移行度を平衡して
解析できる系を確立した。この成果を他の多重膜貫通・多量体に応用することで、当初計画した通り機

765

生産Ｃ１－Ｅ
能性を保持した生産性の高いタンパク質の選抜の効率性を上げる事が期待できる。

９．課題内の情報共有・連携体制
互いの専門分野の違いを活かして、それぞれの機関で実施する課題の支援を互いに行うなど、密接に
連携して研究を実施した。また、情報共有のため、研究成果発表会や公開シンポジウム等、ターゲット
タンパク研究プログラムの会議の機会を生かして研究進捗状況の報告と研究計画の打ち合わせを行っ
た。さらに、電子メールや電話などで随時研究打ち合わせを行い、常に互いの最新の研究進捗状況を把
握した状態で課題を実施した。
１０．他の課題との情報共有・連携
生産 D2 のスクリーニング技術を利用した試料安定生産条件の探索、生産 D1 のタグ技術を利用した
精製条件の検討を行っている。また生産 C1 の課題内連携として、試料の変異導入や化学修飾による安
定生産条件検討をすすめている。
１１．人材育成
契約職員として雇用しているポスマスについて、機関の研究代表者が論文発表および学会発表を実施
させることにより、研究教育を行った。また、研究打ち合わせを週 1 回程度行う事で、研究の進め方の
教育、スキルアップなどに努めた。本プログラム終了後は、他機関の派遣研究員になる予定である。ま
た、本プログラムでの成果を利用して学位の取得を目指す予定である。
１２．終了までの具体的な見通し
味覚受容体の膜移行性については、ヒトとマウスの膜移行性の違いを利用して膜移行に関与するドメ
インの同定を目指す。また、膜移行性評価系については、さまざまなタグとそれに対する抗体を検討す
ることで、定量性や感度の高い評価系の構築を目指し、他のタンパク質生産課題に情報提供する。
・技術移転を目的とした共同研究等の状況：本プログラムで使用している甘味受容体を恒常的に発現
している培養細胞を用いた食品成分の甘味増強能の解析を、短期間研修という形で民間企業への技術移
転を図っている。現時点では共同研究までは発展していないが、研修をきっかけとした共同研究への展
開を目指している。
・他分野の研究者に成果の活用を推進するための方策：研究代表者が所属する独立行政法人
食品産業技術総合研究機構

農業・

食品総合研究所では、毎年個々の研究成果を民間会社の研究者に公開する

研究展示会を行う事で、成果の活用を目指している。研究代表者は、本プログラムでの成果を研究展示
会で公表して、他分野の研究者へ成果の活用をアピールしている。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムにより得た膜移行性評価系および膜移行機序の解明は、解析が困難な多重膜貫通タンパ
ク質の効率性の高い生産条件の確立に寄与することで、多重膜貫通タンパク質の構造機能解析に貢献す
る。特に、本課題で取り組んだ G タンパク質共役型受容体の C タイプは、膜外ドメインと膜貫通ドメ
インの両方に受容サイトが存在するという特徴的な構造からアロステリック調節剤が新たに開発され
るなど、構造機能の解明と創薬との関係が密接であり、本課題の成果を生かした効率性の高い生産条件
の確立が創薬に貢献することが期待される。
１４．特記事項
本課題では、多重膜貫通タンパク質かつヘテロダイマーであるタンパク質をターゲットとして研究を
行った。他の G タンパク質共役型受容体と比較して発現量が少なく不安定であるという難点を保有する

766

生産Ｃ１－Ｅ
味覚受容体 T1rs の膜移行性と応答性を構造機能の観点から明らかにすることで、解析が困難な他の分
子についても、大量生産を阻む因子を明らかにして効率性の高い生産に導くストラテジーの一つとし
て、本課題の成果が生かせると考えている。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

4078

業務実施費（千円）

0

0

0

999

間接経費（千円）

0

0

0

1523

間接経費（千円）

合計（千円）

0

0

0

6600

合計（千円）

旅費（千円）
その他（千円）

計

0
2094
19
887
0

1523

3000

9600
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解析Ｃ１

代表機関のマネジメント

課

題

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

機

関

名

高エネルギー加速器研究機構

代 表 研 究 者 名

若槻壮市

１．課題開始時における達成目標
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（<10μm）と同等の大きさに成型
可能なマイクロビーム生成（1 μm <ビームサイズ<10μm）

（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
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
•

超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）を建設して、世界最高性能の 1 μm 角の超高輝度
マイクロビーム生成に成功

•

低エネルギーマイクロビームビームライン（BL-1A）の建設を行い、4keV 領域において高輝度ビー
ムが利用可能

•

微小結晶構造解析用実験ステーションの開発

•

放射光ビームライン用の微小結晶キャピラリートップマウントシステムの開発

•

SPring-8、PF 共通サンプルカセットの開発

•

放射線損傷を低減するデータ測定・処理方法の開発
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プログラム内ユーザーへのビームタイム供給・利用支援

（２）技術開発の進捗及び成果
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）
2007年７月以降、真空封止ハイブリッドアンジュレータ、ビームライン基幹チャンネル、Ｘ線遮蔽ハ
ッチなどを完成、2009年10月にビームラインへファーストビーム導入に成功した。同年11月末には超平
坦ミラーを用いた縦横２次元集光を成功させ、設計通り1 μm角、6 x 1010 photons/secという高フラッ
クスマイクロビームを作り出すことに成功した（図：集光プロファイルと実験ハッチ内部）。サブミク
ロン精度で試料位置調整が可能な高精度回折計の設計製作、ビームの位置ずれや振動を防止するための
ハッチ内精密温度調整機構および床面補強などを行い、マイクロビームを安定に利用して回折強度デー
タ収集を行うための実験環境を構築した。試料周辺へのビームの寄生散乱や空気による散乱光がバック
グラウンドノイズを低減するため、集光ミラー前およびミラー直下に四象限スリット、試料直上流の位
置にはコリメータを設置し回折データのS/N比を向上させることに成功した。その結果、1μm角のマイ
クロマイクロビームにより5μm（厚さ2μm ）の結晶から2Å分解能のデータ収集に成功して、ミクロン
オーダーの微小結晶からの回折強度測定を可能にした。
2010年5月にプログラム内部ユーザーへの利用運転を開始した後、これまで困難であった10μm以下の
サイズの微小結晶から回折強度データが収集可能となったもの、また回折プロファイルの形状が劇的に
改善され電子密度図の向上が見られたもの、など良好な実験結果が多数得られている。
さらにサンプル交換ロボットの高速化によるユーザー実験の効率向上、コンピュータネットワークを
介した外部からの遠隔操作実験システムの開発、X線による視認困難な微小結晶からの回折データ収集
法の研究開発、最適測定条件の提案プログラムの開発、マイクロビームの位置・強度安定化に関する研
究開発、さらなる低バックグラウンドデータ収集を目指したHeチャンバの開発、微小結晶ハンドリング
のための光ピンセットの開発を進め、ビームライン技術の整備さらなる高度化を行っている。

低エネルギーマイクロビームビームライン（BL-1A）の建設（高エネ機構）
BL-1A は 2009 年夏の運転停止期間中にほぼ建設が完了し、10 月にファーストビーム導入に成功し
た。その後分光器や集光ミラーのコミッショニングを行い、集光ビーム中 10μm 角上のビーム強度 1011
photons/sec 弱とほぼ設計どおりの結果を得ている。BL-1A は平成 22 年 5 月よりプログラム内ユーザ
ーにオープンされており、平成 23 年度後期からは民間企業を含めたプログラム外のユーザーにも広く
使用されている。
低エネルギーSAD 法を成功させるためには微小な異常散乱シグナルをいかに精度よく測定するかが
鍵である。そのため試料から検出器までをヘリウムで満たすためのヘリウムチャンバーの開発を行い、
ヘリウムガスクライオシステムと併用して低バックグラウンドで S/N の良い回折データ収集が可能と
なる測定系を構築した。北海道大学と協力してキャピラリートップマウントシステムをビームラインサ
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イトに設置した。また、低エネルギービームを用いた回折
実験で深刻となる放射線損傷問題への取り組みとして、試
料結晶をほぼ 10 秒で高速交換できるシステムを実現した。
多数の微小結晶から効率よくデータを収集することで放射
線損傷の影響の少ないデータセットを得ることが現実的と
なる。このようなデータ処理を自動的に行うための基盤と
して RCM システムと呼ばれる研究開発ミドルウェアを導
入した。このシステムは今後、低エネルギーSAD 実験をデ

BL-1A

実験ハッチ内

ータ解析の面でサポートしていく。一方、顕微鏡では視認
が困難な微小結晶に対し、高速データ読み出しが可能な X 線検出器を用いた低線量回折センタリング法
の開発も進めた。さらに、回折計の精密温調システムや高精度ビーム位置モニターを導入して、より安
定なマイクロビーム供給のための最適化に努めている。
放射光ビームライン用の微小結晶キャピラリートップマウントシステムの開発（北大）
平成19年度に試作した光リソグラフィー加工Ｓ字型ポリイ
ミドフィルムは、極細キャピラリーの先端部中心軸上にルー
プ面を容易に形成することを実現した．平成20年度に開発し
たキャピラリートップマウント自動化装置は、微小なタンパ
ク質結晶を結晶化プレート上ドロップから直接取り出し、結
晶周辺溶液を吸引除去して急速凍結するまでの操作を自動化
した。さらに平成21年度には、S字型ポリイミドフィルムを

S 字型フィルムループのキャピラリ

キャピラリー先端部に接着してループを形成する装置とフィ

ー先端に凍結マウントされた結晶

ルム形状の改良を実施し、微小結晶に対応させた。これらの技術は、高エネルギー加速器研究機構放射
光実験施設に建設された専用ビームラインBL-1Aに技術提供されている。
放射光利用環境の共通化・利用技術の高度化（京大）
ユーザーが両施設の違いを意識することなく、それぞれの施設のロボットの
機能を最大限利用することを目指して、結晶交換ロボット周辺の実験操作の共
通化を図るための技術開発を行っている。これまでに、ユーザーが従来の治具
で操作することが可能で、かつ汎用のドライシッパーに収納可能な丸形共通カ
セットを開発した。結晶を用いたテスト運転の結果、ほぼ想定通りに動作する
ことを確認した。並行して、高エネルギーX線の特性を最大限に利用できる位
相決定法や、X線損傷を避けるデータ収集法を開発した。

開発した丸形共通

放射線損傷を抑えるデータ処理技術の開発（阪大）

カセットの内部

部分反射のみからのデータ収集法の開発
微小結晶から放射線損傷の影響のない回折強度データを収集するためには、
膨大な数の微小結晶を使ってデータ収集を行う必要がある。この時、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、既存のソフトウェアの改良を
行い、データ処理法を開発した。
とびとびのデータ

照射時間を低減したデータ収集法の開発
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、間引
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きされた「とびとびのデータ」であっても十分な精度で回折強度を見積もることが可能であることを示
し、そのためのデータ処理法を開発した。この方法により、露光時間が半分以下であっても十分な精度
を保ってデータ収集ができるようになった。
放射線損傷モニターの開発
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連続測定中にリアルタイム表示すること
で、放射線損傷をモニターするソフトウェアを開発した。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

13 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

13 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

18 件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

5件

の件数
６．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

24 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する達成度
BL32XU の建設を終了し、その初期目標である 1 μm 角、6x 1010 photons/sec の世界最高性能の超高
輝度マイクロビーム生成に成功している。さらに、微小結晶に最適化した高精度回折計を始めとした実
験ステーションを構築して、ミクロンオーダーの微小結晶からの回折強度測定を可能にした。BL-1A も
建設を完了し、低エネルギー領域での高輝度ビームを低バックグラウンドで測定できる環境を実現して
いる。ビームライン建設の進捗は順調であり、平成 22 年度 5 月から本プログラムユーザー利用を開始
した。キャピラリートップマウント法や共通カセットの開発は計画通りに進んでおり、使い勝手の向上
のため更なる開発を行っている。放射線損傷を抑える微小振動法によるデータ処理に関しては、実用レベ
ルに達している。
９．課題内の情報共有・連携体制
班員全員が集まる班会議を開催し、課題内の進捗状況の確認、情報交換を行っている。また、日本放
射光学会年会、蛋白質科学会、生物物理学会など、共通で参加する学会において随時、実務者打合せを
行ってきた。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
ラインを評価する試みなども行った。
１０．他の課題との情報共有・連携
プログラム内との共同研究
①

兵庫県立大・吉川グループと放射線損傷低減ための He クライオによる極低温回折実験法の検討

②

阪大・今田グループと放射線損傷を低減する X 線露光方法の検討

③

理研・横山グループと蛍光色素ラベルによる微小結晶可視化の試み。また、脂質メソフェーズ結晶
化プレート内の結晶をそのまま観察することの出来るシステムの開発

④

阪大・岩井グループと直鎖状ポリユビキチン鎖合成酵素 LUBAC 複合体の大量発現・精製に成功
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⑤

理研・伊藤グループと脱アセチル化酵素 SIRT3 の結晶化に成功

⑥

情報プラットフォームと協力し WEB によるビームタイム予約システムを開発した。更に、ビームラ
インでの実験情報をデータベース化するシステムを協力して開発中である。

ビームタイム利用支援
結晶ができ次第すぐにビームラインで実験ができるよう、平成20年度から、SPring-8ではBL41XUおよ
びBL32XU、PFではBL-1A、5A、17A、AR-NW12A、NE3Aのビームラインを公開し利用支援を行ってきた。ま
た平成22年度後期より蛋白研ビームライン（BL44XU）をグループ内に公開している。平成22年度のユー
ザー利用開始に合わせてBL32XUのユーザー実験習熟と実験支援のために利用講習会を2週間に1回の頻
度で開催した。H23年度前期は1ヶ月に1回の頻度で計3回を予定している。
１１．人材育成
ビームラインでの実験において、マイクロビームや低エネルギービームを用いた回折データ収集およ
び構造解析に関するノウハウや情報を提供することで、ユーザーの啓蒙・育成に努めている。
１２．終了までの具体的な見通し
プログラム内外へのビームタイム供給およびユーザー支援を継続する。解析困難な試料・微小結晶の
構造解析に精力的に取り組んでいる研究グループとの共同研究を積極的に進め、マイクロビームや低エ
ネルギービームを用いた新たな回折強度データ収集法の利用事例をノウハウとして蓄積しユーザーに
フィードバックする。今後さらに、キャピラリートップマウント法や多数の微小結晶を用いたデータ収
集および解析法の改良と普及に努め、ビームラインとそれに付随した技術・設備を最適化しつつ、より
高難度なタンパク質の構造解析の成功に寄与していく。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用等に与える効果について
平成22年後期より、プログラム外部の研究者に向けてBL32XUおよびBL-1Aのビームタイムの20%を
上限として開放している。平成23年からは民間企業によるビームライン利用実験も開始し、そのための
サポート体制の整備を進めた。このように本プログラムによって開発された新技術が大学や民間企業に
活用される機会を積極的に作ることで、課題終了後にも優れた成果の創出、社会への還元が十分に見込
まれる。
１４．特記事項
産業利用を視野に入れて、プロテイン・モール関西（第６回情報交流セミナー）やバイオジャパン 2010
（アカデミックシーズ発表会）等で、ビームライン紹介の講演を行い認知度の向上に努めている。平成
22 年秋に日本製薬工業会加盟企業からなる蛋白質構造解析コンソーシアムへのビームライン見学・実験
講習会を実施した（理研播磨）。また、つくば構造生物産業利用推進共同体を中心とした製薬会社への
ビームライン見学会を行った（高エネ機構）。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

370,231

345,587

250,808

83,804

物品費（千円）

試作品費（千円）

34,243

29,920

59,604

102,111

試作品費（千円）

人件費（千円）

3,286

23,419

25,286

76,457

人件費（千円）

66,758

業務実施費（千円）

35,317

27,942

75,843

61,490

業務実施費（千円）

100,723

間接経費（千円）

132,923

128,060

123,460

97,158

間接経費（千円）

合計（千円）

576,000

554,928

535,000

421,020

合計（千円）
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代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

高エネルギー加速器研究機構

機関の代表研究者名

若槻壮市

１．課題開始時における各機関の達成目標
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（<10μm）と同等の大きさに成型
可能なマイクロビーム生成（1 μm <ビームサイズ<10μm）
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
•

低エネルギーマイクロビームビームライン（BL-1A）の建設を行い、4keV 領域において高輝度ビー
ムが利用可能となった

•

微小結晶・低エネルギーSAD 構造解析用実験ステーション開発を開発した

•

プログラム内外ユーザーへのビームタイム供給・利用支援をおこなった。

低エネルギーマイクロビームビームライン BL-1A
全体図

（２）技術開発の進捗及び成果
低エネルギーマイクロビームビームラインの建設
BL-1A は 2009 年夏の運転停止期間中にほぼ建設が完了し、10 月にファーストビーム導入に成功し
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た。その後分光器や集光ミラーのコミッショニングを行い、集光ビーム中 10μm 角上のビーム強度 1011
photons/sec 弱とほぼ設計どおりの結果を得ている。BL-1A は平成 22 年 5 月よりプログラム内ユーザ
ーにオープンされており、平成 23 年 1 月からは民間企業を含めたプログラム外のユーザーにも広く使
用されている。
低エネルギーSAD 法を成功させるため
には微小な異常散乱シグナルをいかに精
度よく測定するかが鍵である。そのため試
料から検出器までをヘリウムで満たすた
めのヘリウムチャンバーの開発を行い、ヘ
リウムガスクライオシステムと併用して
低バックグラウンドで S/N の良い回折デ
ータ収集が可能となる測定系を構築した。
試料周辺の母液による散乱バックグラウ
ンドを減らす方法として有望なキャピラ
リートップマウント法がビームラインサ

BL-1A

回折計

イトで利用できるよう、北海道大学と協力
して装置を設置した。一方、回折計の精密温調システムや高精度ビーム位置モニターを導入して、より
安定なマイクロビーム供給のための最適化に努めている。
低エネルギーSAD 法による構造解析
低エネルギーSAD 法による位相決定の
例として、京大・有田恭平博士による構造
解析を示す。非対象単位中アミノ酸残基
50 の球状タンパク質がダイマー構造をと
っており、ダイマーあたり 3 個のイオウ原子が含まれ
ている。波長 2.7Åの低エネルギービームを用いて 1
度あたり 1 秒の露光時間で 720 枚の回折イメージを一
個の結晶から収集した。そのうち最初の 600 枚を使用
して分解能 2.6Åの S-SAD 法で位相決定を試みたとこ
ろ、自動で解を得ることができた。一方 720 枚全部を
用いた場合は解が得られず、放射線損傷によるデータ
の悪化が示唆される結果となった。
ピクセルアレイ検出器 Pilatus100K を用いた低線量回折センタリング
ナイロンループ等にマウントされた微小結晶は顕微鏡では視認が困難なことが多く、結晶をビームに
位置合わせするセンタリング作業が不正確となる。このような場合、試料結晶を含むループの各位置に
マイクロビームを照射してスキャンし、回折イメージが得られた場所から結晶の位置決めをする、回折
センタリングが有望である。放射線損傷を抑えるため照射時間はできるだけ短く、効率よいスキャンの
ためには高速データ読み出しが可能な X 線検出器が不可欠である。PF ではピクセルアレイ検出器
Pilatus100K を用いた低線量回折センタリング法の開発を進めている。図に示すのは回折センタリング
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の一例で、0.07mm x 0.02mm ビームで

75（5 x 15）

グリッドをスキャンしたものである。グリッドあたりの
露光 17msec で 実効全スキャン時間は約 1.5 秒と非常に
低線量照射、高速スキャンであるにもかかわらず、回折
ピーク数で評価したスコアで描いた等高線で結晶の位置
決めができることが示された。

回折像中 5σ以上のピーク数による等高線
結晶交換システム PAM の高度化、共通化カセットの開発
低エネルギービームを用いた回折実験で深刻となる放射線損傷問題への取り組みとして、ダブルトン
グを用いて試料結晶をほぼ 10 秒で高速交換できるシステムを実現した。多数の微小結晶から効率よく
データを収集することで放射線損傷の影響の少ないデー
タセットを得ることが現実的となる。一方、本プログラム
では、PF の結晶交換システム PAM と SPring-8 の結晶交換
システム SPACE の両方で使用できる共通化カセットの開
発を京都大学が中心となって行っている。ユーザーは共通
化カセットタンパク質結晶を入れておけば、どちらの施設
の結晶交換システムでも利用できることになる。タンパク
質結晶を保持するピンは SPACE で用いているピンに金属
製のベースを取り付けたものを用いるが、このピンを取り

共通ピン対応新型トング

扱えるようにするために新たに PAM のトングを製作し、
ビームライン BL-1A の PAM に取り付けた。新型のトングは SPACE ピンが取り扱えるだけでなく、低
温ガスの気流を遮らないように先端部が斜めにカットし、できるだけ気流を乱さないように開口部を小
さくした。また、従来から多くのユーザーが使用しているハンプトンリサーチ社製のピンも取り扱える
形状となっている。開発した共通化カセットにタンパク質結晶を入れ、BL-1A でデータ収集を行い、回
折データの統計値をみても問題なく結晶構造解析が行えることを確認した。
RCM システムを利用した自動データ収集・解析の基盤開発
低エネルギーSAD 法において
は、得られたデータを如何に処理
/解析するかによっても成功の可
否が異なる。PF では RCM システ
ムと呼ばれる研究開発ミドルウ
ェアを導入し、ビームラインで行
われた実験から、データ処理を自
動的に行うための基盤を開発し
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た。今後この処理データからさらに SAD 法による位相付けを自動的に試み、位相決定の可否を判断す
る機能を追加することで、低エネルギーSAD 実験をデータ解析の面でもサポートしていく予定である。

３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

2件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

0件

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

12 件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
低エネルギーマイクロビームビームライン BL-1A の建設を完了し、低エネルギー領域での高輝度ビ
ームを低バックグラウンドで測定できる環境を実現している。ビームライン建設の進捗は順調であり、
平成 22 年度 5 月から本プログラムユーザー利用を開始した。キャピラリートップマウント法や共通カ
セットの開発は北大、京大、理研との協力のもと計画通りに進んでおり、使い勝手の向上のため更なる
開発を行っている。
９．課題内の情報共有・連携体制
班員全員が集まる班会議を開催し、課題内の進捗状況の確認、情報交換を行っている。また、日本放
射光学会年会、蛋白質科学会、生物物理学会など、共通で参加する学会において随時、実務者打合せを
行っている。共通カセットの開発では京大、理研播磨、高エネ機構の三者が密に連携をとりデザイン等
の決定を行っている。高エネ機構と北大とで協力し、キャピラリートップマウント法をBL-1Aで効率的
に使用できるよう開発中である。
１０．他の課題との情報共有・連携
共同研究
x

大阪大学・岩井グループとの共同研究によりNF-kBを活性化する直鎖状ポリユビキチン鎖合成酵素
LUBAC複合体の大量発現・精製に成功した。

x

理化学研究所・伊藤グループとの共同研究によりミトコンドリアのエネルギー代謝を制御する脱ア
セチル化酵素SIRT3の結晶化に成功し、その活性を制御する化合物との共結晶化を現在進めている。

x

情報プラットフォームと協力し WEB によるビームタイム予約システムを開発した。更に、ビームラ
インでの実験情報をデータベース化するシステムを協力して開発中である。実験ログファイルを遺
伝研のサーバーへ転送するスクリプトをビームラインに設置した。

x

製薬会社との共同研究で、自動実験・処理のための基盤システムを開発した。大量のサンプルスク
リーニング実験用であるが、今後低エネルギーSAD 実験へ応用・発展させる。

x

韓国 Ocean Research & Development Institute の Sun-Shin Cha 氏による低エネルギーSAD 実験
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x

ドイツ・BessyII Manfred Weiss 氏との低エネルギーSAD 実験・解析の研究協力

x

中国科学アカデミー

Zhi-Jie (James) Liu グループとの低エネルギーSAD 実験

ビームタイム利用支援
結晶ができ次第すぐにビームラインで実験ができるよう、平成20年度から、既存の高性能ビームライ
ン5A、17A、AR-NW12A、NE3Aを公開し利用支援を行ってきた。平成22年度5月より本プログラムで開発し
たBL-1Aの公開が始まり、利用支援や講習会を通じて高難度タンパク質の回折データ測定・解析のノウ
ハウをユーザーと共有し、情報還元に努めている。
１１．人材育成
ビームラインでの実験において、マイクロビームや低エネルギービームを用いた回折データ収集およ
び構造解析に関するノウハウや情報を提供することで、ユーザーの啓蒙・育成に努めている。
１２．終了までの具体的な見通し
東日本大震災からの復旧
平成 23 年 3 月 11 日の震災で高エネ機構・PF は大きなダメージを受け、現在復旧の途上にある。5 月
末から調整運転としてビーム利用が可能となった。秋以降に本格的な運転が予定されている。
プログラム終了までの具体的な見通し
秋以降、プログラム内外へのビームタイム供給およびユーザー支援を継続する。低エネルギーSAD 実
験を中心にプログラム内外の研究グループとの共同研究を積極的に進める。マイクロビームや低エネ
ルギービームを用いた新たな回折強度データ収集法の利用事例をノウハウとして蓄積しユーザーに
フィードバックする。今後さらに、キャピラリートップマウント法や多数の微小結晶を用いたデータ
収集および解析法の改良と普及に努め、ビームラインとそれに付随した技術・設備を最適化しつつ、
より高難度なタンパク質の構造解析の成功に寄与していく。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
平成 22 年後期より、プログラム外部の研究者に向けて BL-1A のビームタイムの 20%を上限として開
放している。平成 23 年からは民間企業によるビームライン利用実験も開始し、そのためのサポート体
制の整備を進めた。このように本プログラムによって開発された新技術が大学や民間企業に活用される
機会を積極的に作ることで、課題終了後にも優れた成果の創出、社会への還元が十分に見込まれる。
１４．特記事項
産業利用を視野に入れて、平成 22 年 11 月に、つくば構造生物産業利用推進共同体を中心とした製薬
会社へのビームライン見学会を行った。
１５．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度
49,105 設備備品費（千円）

２３年度

114,841

147,000

147,581

26,500

8,100

8,432

57,145 試作品費（千円）

0

3,556

3,543

18,623 人件費（千円）

13,400

業務実施費（千円）

13,373

2,840

27,920

16,896 事業実施費（千円）

28,690

間接経費（千円）

46,414

48,449

56,242

42,531 間接経費（千円）

201,128

209,945

243,718

試作品費（千円）
人件費（千円）

合計（千円）
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184,300 合計（千円）

計

151,910

193,636
194,000
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成果報告票（技術開発研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

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
（超高輝度マイクロビームライン（SPring-8 ビームライン）の開発）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究所

機 関 の 代 表 研 究 者 名

山本雅貴

１．課題開始時における各機関の達成目標
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（<10μm）と同等の大きさに成型
可能なマイクロビーム生成（1 μm <ビームサイズ<10μm）
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）
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
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
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
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
微小結晶に最適化した超高輝度マイクロビームラインの開発
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
•

超高輝度マイクロビームビームライン（BL32XU）を建設して、世界最高性能の 1 μm 角の超高輝度マ
イクロビーム生成に成功

•

微小結晶構造解析用光学素子・回折計の高度化および高難度実験手法などの開発

•

プログラム内部へのユーザ利用実験の開始

（２）技術開発の進捗及び成果
2007年７月以降、真空封止ハイブリッドアンジュレータ、ビームライン基幹チャンネルの完成など順調
にSPring-8 BL32XUビームライン建設を進め、2009年10月にビームラインへファーストビームを導入する
ことに成功した。さらに、2009年11月末には超平坦ミラーを用いた縦横２次元集光を成功させ、設計通り
1 μm角、6 x 1010 photons/secという高フラックスマイクロビームを作り出すことに成功した。サブミク
ロン精度で試料位置調整が可能な高精度回折計の設計製作、ビームの位置ずれや振動を防止するためのハ
ッチ内精密温度調整機構および床面補強などを行い、マイクロビームを安定に利用して回折強度データ収
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集を行うための実験環境を構築した。試料周辺へのビームの寄生散乱や空気による散乱光がバックグラウ
ンドノイズを低減するため、集光ミラー前およびミラー直下に四象限スリット、試料直上流の位置にはコ
リメータを設置し回折データのS/N比を向上させることに成功した。その結果、1μm角のマイクロマイク
ロビームにより5μm（厚さ2μm ）の結晶から2Å分解能のデータ収集に成功して、ミクロンオーダーの微
小結晶からの回折強度測定を可能にした。

SPring-8 BL32XUビームラインの全体写真

図１（上）完成したビームラインの全体図（下）試料位置で達成した 1μm 集光

理研ターゲットタンパクビームライン BL32XU では 5 月にプログラム内部ユーザへの利用運転を開
始した後、これまで困難であった 10μm 以下のサイズの微小結晶から回折強度データが収集可能とな
ったもの（図 2 左）、また回折プロファイルの形状が劇的に改善され（図 2 右）電子密度図の向上が
見られたもの、など良好な実験結果が多数得られている。

図2

（左）微小結晶を用いた結晶スクリーニングの効率化（右）回折プロファイル形状の劇的な向上

ほかにもサンプル交換ロボットの高速化によるユーザ実験の効率向上、コンピュータネットワーク
を介した外部からの遠隔操作実験システムの開発、X 線による視認困難な微小結晶からの回折データ
収集法の研究開発（図３）、最適測定条件の提案プログラムの開発、マイクロビームの位置・強度安
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定化に関する研究開発、さらなる低バックグラウンドデータ収集を目指した He チャンバの開発（図
４）、微小結晶ハンドリングのための光ピンセットの開発を進め、ビームライン技術の整備を行って
いる。

図３ 視認が困難な結晶位置調整の効率化
（左）脂質立方相法により得られた膜蛋白質の微小結晶。
（右）開発したプログラムにより出力された２次元回折像スキャンマップ

図４ 試料周辺を He ガスで満たす He チャンバーボックス
（左）He チャンバーボックス（透明）および回折計周囲の装置類
（右）試料交換ロボットの回折計へのアクセル時の様子

３．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．各機関の論文発表件数

９件
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５．各機関の公開したツールやデータベース等

０件

の件数
６．各機関の特許出願件数

０件（うち国外○件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

６件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
設計通りの性能を有する高性能ビームラインの開発を滞りなく行い、さらにそこで達成された世界最高
性能の高フラックス・微小ビームを利用した高効率・高精度回折データ収集に関する新規技術開発も順調
に進めている。
９．課題内の情報共有・連携体制
プログラム参加者全員が集まる班会議の開催および担当実務者レベルでの打合せを頻繁に行い、課題
内の進捗状況の確認、情報交換を通じて人材の育成にも努めている。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する試みなども行っている。
１０．他の課題との情報共有・連携
プログラム内との共同研究
①

兵庫県立大・吉川グループと放射線損傷低減ための He クライオによる極低温回折実験法の検討

②

阪大・今田グループと放射線損傷を低減する X 線露光方法の検討

③

理研・横山グループと蛍光色素ラベルによる微小結晶可視化の試み。また、脂質メソフェーズ結晶化
プレート内の結晶をそのまま観察することの出来るシステムの開発

④

情報プラットホームと協力し WEB によるビームタイム予約システムを開発した。更に、ビームライン
での実験情報をデータベース化するシステムを協力して開発中である。

SPring-8 の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 の複数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。また、専用ビーム
ライン SPring-8 BL32XU の完成・供用開始後も、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、結晶の種類・実験内容にしたがって最適な実験が可能にしておく必要がある。そこで、BL41XU の
ビームタイムを成果公開優先利用課題の制度を利用した提供を行っている。本ビームラインはアンジュレ
ータ光源からの高輝度な X 線を利用でき、十ミクロン程度までの比較的小さ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。
ビームタイム募集については、情報プラットホ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し、平成２２年度には通常の課題募集の締め切り後も申請を行えるように拡張を行
うなどシステムの改良を進めている。さらに、SPring-8 ビームラインでの実験情報の集積について、情
報ＰＦと連携してサーバーの設置とソフトウェアの稼動を開始した。回折像や XAFS スペクトルの収集な
どのジョブ単位でサマリーを作成し、利用者がそれをポータルサイトから閲覧できる仕組みを準備してい
る。
SPring-8 における利用支援においては、BL41XU では、平成 20 年度
件/756 時間、平成 22 年度 21 件/288 時間、平成 23 年度

781

52 件/624 時間、平成 21 年度
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9 件/108 時間、BL32XU では平成 22 年度 ７
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１件/1704 時間、平成 23 年度 24 件/624 時間の利用支援を行った。
また、H22 年度のユーザー利用開始に合わせて BL32XU のユーザ実験習熟と実験支援のために利用講習
会（ビームライン説明および実サンプルを用いた実習）を 2 週間に 1 回の頻度で開催した。前期は４回実
施し、参加総数は１６グループ・３８名、後期は、4 回実施し、参加総数は 4 グループ・14 名であった。
H23 年度前期は 1 ヶ月に 1 回の頻度で計 3 回を予定している。
１１．人材育成
本機関におけるポスドクへの教育は定年制職員の指導のもと、ビームライン光学系や高精度回折計、
微小試料結晶の可視化・ハンドリングに関する基礎知識の共有をはじめとして、既存技術を組み合わせ
た高度な装置開発にいたるまで共同して行っている。このように開発に関連する情報交換を通じて人材
の育成に努めている。さらにビームラインでのプログラム内部ユーザ実験において、タンパク質結晶の
放射線損傷に関する基礎知識を担当職員より詳細に情報提供するとともに、必ず最初の回折実験を連帯
して行い、重篤な放射線損傷を回避した高精度回折データ測定ノウハウを理解してもらうよう務めてい
る。
１２．終了までの具体的な見通し
本機関ではプログラム内外を問わず、学会などで解析困難な試料・微小結晶の情報収集に努め、それ
らの構造解析に精力的に取り組んでいるグループと共同研究を進めている。共同研究を通して高難度解
析を実現するためのノウハウを蓄積し、ビームライン利用全体の技術として還元する体制を確立しつつ
ある。今後さら、多数の微小結晶を用いたデータ収集および解析法の改良と普及に努め、プログラム内
外のユーザと連携しながら高難度タンパク質の構造解析の成功に寄与する。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
平成 22 年度後半より、プログラム外部の研究者に向けて BL32XU のビームタイムの 20%を上限とし
て開放予定である。また、産業利用を視野に入れて、プロテイン・モール関西（第６回情報交流セミナ
ー）やバイオジャパン 2010（アカデミックシーズ発表会）等で、ビームライン紹介の講演を行い認知度
の向上に努めている。さらに、平成 22 年中に日本製薬工業会加盟企業からなる蛋白質構造解析コンソ
ーシアムへのビームライン見学・実験講習会（理研播磨）を実施し、平成 23 年度より既にビームライ
ン利用実験も実施している。このようなサポート体制の整備を進めることにより、課題終了後にも優れ
た成果の創出、社会への還元が十分に可能であると考える。
１４．特記事項

１５．研究費一覧

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

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

247,238

194,397

99,110

25,947

物品費（千円）

7,087

19,320

49,035

40,866

人件費・謝金（千円）

21,463

0

5,284

6,085

23,570

旅費（千円）

38,760

4,575

16,963

42,092

21,771

その他（千円）

0

77,670

70,789

58,896

33,646

間接経費（千円）

0

241,001

336,570

306,753

255,218

145,800

217,000

1,261,341
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代表／分担機関の課題名

放射光低エネルギーX 線利用自動結晶構造解析システムの開発

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人北海道大学

機関の代表研究者名

田中

勲

１．課題開始時における各機関の達成目標
我々は，実験室系X 線発生装置からの長波長X
線を利用して，タンパク質中にはじめから存在す
るイオウ原子の異常散乱効果を単一波長で測定し
て構造解析を行う方法の開発を進めてきており，
これまでに分子量約84kDa（世界記録）の新規タン
パク質の構造解析にも成功している．本研究では，
我々が開発した技術を，本申請で開発予定の低エ
ネルギーマイクロフォーカスビームラインに応用
することで，ヒト等のタンパク質の高難度微小結
晶にも適用できるように高度化し，さらに自動構

図 1．開発の進め方の概念図．

造解析ソフトウェアを組み合わせることで，X 線
結晶構造解析の知識を全く持たない異分野の研究者でも，こうした高度な技術を駆使して迅速にタンパ
ク質の構造決定を行うことを可能とする．当グループにおいて，これまでハード・ソフトの両面におい
て開発してきた構造解析技術は，高難度タンパク質をターゲットとした放射光の高度化利用にとって欠
かすことのできないものである．
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
本プロジェクトの技術開発研究を分担する中で，国立大学法人北海道大学は，長波長を利用する
回折強度測定の高精度化のための結晶ハンドリング技術開発を担当し，改良・高度化させると同時
にプログラム参画機関への普及に努めて来た．光リソグラフィー加工による S 字型ポリイミドフィ
ルムによるループ形成と，開発したキャピラリートップマウントの自動化装置は，高エネルギー加
速器研究機構放射光実験施設に建設された低エネルギー単波長異常分散法に最適化したマイクロ
ビームビームライン BL-1A に技術提供されて使用されている．
（２）技術開発の進捗及び成果
平成 19 年度末に試作が完成した光リソグラフィー加工による S 字型ポリイミドフィルムは，放
射光利用が想定される微小結晶用キャピラリーの先端部にフィルムを接着固定して折り返すこと
で，先端極細キャピラリーの中心軸上に高精度でループ面を容易に形成する手法として確立され
た．それまで使用していたナイロンループでは，結晶周辺の溶液を吸引除去しようとした際にタン
パク質結晶がキャピラリー先端部に着地せず，ループ部やキャピラリー側面に残ってしまう場合が
多々あったが，S 字型フィルムによるループ形成法の確立の結果，溶液除去後の結晶をキャピラリ
ー先端にきちんと着地させることが出来るようになった．また，平成 20 年度に開発したキャピラ
リートップマウントの自動化装置は，微小で非常にもろい高難度タンパク質結晶を結晶化プレート
上のドロップから直接すくい出し，結晶周辺の溶液を吸引除去して急速凍結するまでの操作を自動
化することに成功した．さらに，平成 21 年度には，S 字型ポリイミドフィルムをキャピラリー先
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端部に顕微鏡下で接着してループを形成するための装置と，そのための S 字型ポリイミドフィルム
の形状の改良を実施し，微小結晶に対応させた．これら北海道大学で開発した技術は，平成 22 年
度後半には，高エネルギー加速器研究機構放射光実験施設に建設された低エネルギー単波長異常分
散法に最適化したマイクロビームビームライン BL-1A に技術提供されており，現在ではビームラ
インで実際に使用することが可能となっている．

図 2．S 字型ループの概念図(左)と，それによって凍結マウントした結晶の例(右)．

図 3．自動結晶マウント装置．
(a)全体の写真，(b)結晶マウント先端部．
また，S 字型フィルムによるループ形成法の詳細や，キャピラリートップマウントの自動化装置
については，ターゲットタンパクプロジェクトの報告会のみならず，国内外の学会やワークショッ
プにおいても積極的に報告や紹介を行っている．国内学会では，毎年度の結晶学会，放射光学会，
蛋白質科学会の年会で報告と情報交換を行ないプロジェクト参加者のみならず広く構造生物分野
の研究者からの意見を取り入れた開発を継続した．成果は以下の論文（国際誌）に発表した．
Kitago,Y.,Watanabe, N., and Tanaka, I.:
Semi-automated protein crystal mounting device for the sulphur SAD method,
J. Appl. Cryst., 43, 341-346 (2010).
さらに，依頼講演も含み，国際学会，ACA2007(Utah)，ISDSB2007(Tokyo)，IUCr2008(Osaka)，
ISDSB2010(Paris)，ACA2010(Chicago, IL)でも報告した．また，ツールの製作方法を含めて，過去の
開発状況の文献情報や実際の使用時のビデオ画像もホームページで公開している．
http://www.nusr.nagoya-u.ac.jp/WatanabeLab/XtalMount/
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そのため，本手法は長波長を利用する回折強度測定の高精度化のための非常に有効な手法として，
内外で評価されている．そのことは，例えば 2010 年度の米国結晶学会の年会のワークショップに
おいて，ツールの作製および使用法の講演を依頼されたことにも表れている．
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

9件

PDB 登録の有無にかかわらず構

9件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

2件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

2 件（S 字ループ，自動結晶マウント装置）

の件数
６．各機関の特許出願件数

0件

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

0件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
当機関において開発した長波長利用回折強度測定の高精度化のための結晶ハンドリング技術を高度化，
一般化させ，放射光施設への技術提供も行い，放射光での一般化利用を可能にしたことから，当初の計
画は十分に達成したと言える．
９．課題内の情報共有・連携体制
プログラム参加者全員が集まる班会議の開催および担当実務者レベルでの打合せを，電話，メール，
非公式会合などを通じて頻繁に行い，課題内の進捗状況の確認，情報交換を通じて人材の育成にも努め
ている．
例えば日本放射光学会年会，蛋白質科学会，生物物理学会など，参加研究者が共通で参加する学会に
おいて打合せを行う，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やおよび初心者講習を行っている，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．
１０．他の課題との情報共有・連携
上記 2(2)にも記したように，我々は，ターゲットタンパクプロジェクトの報告会のみならず，国内外
の学会やワークショップにおいても積極的に報告や紹介を行った．特に，毎年度の結晶学会，放射光学
会，蛋白質科学会の年会で報告と情報交換を行ったことは，プロジェクト参加者のみならず広く構造生
物分野の研究者からの意見を取り入れた開発に有効に機能した．
１１．人材育成
本プログラムの研究を進めると共に，博士学生 1 名，修士学生 2 名の育成を行った．
また，プロジェクトに参加した研究者（ポスドク等）はこれまで 2 名おり、その現在の所属は次のとお
りである。大学 2 名（国内 2 名、阪大 ポスドク、北大 ポスドク(今年度後半より日本学術振興会の特
別研究員として海外の関連研究室に進む予定)）
１２．終了までの具体的な見通し
上記 2(2)に記したように，北海道大学で開発した技術は，本プロジェクトによって高エネルギー加速
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器研究機構放射光実験施設に建設された低エネルギー単波長異常分散法に最適化したマイクロビーム
ビームライン BL-1A に既に技術提供されている．最終年度である今年度は，より容易にループ構造を
形成することが出来るよう S 字型ループの構造に改良を加え，実用技術として完成させる予定である．
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
これまで構造未知タンパク質の結晶構造解析
は，遺伝子工学的手法を利用して蛋白質中のメ
チオニンをセレノメチオニル化し，シンクロト
ロン放射光施設でセレン元素の吸収端付近の波
長の X 線を使用して回折データ収集することに
よって実施することが主流であった．しかし，
本開発により，今後はセレン化等の標識をしな
い天然型タンパク質そのままでの S-SAD 法によ
る構造解析が当たり前になる．本プログラムで
は KEK PF BL1A のような長波長利用の専用ビ

図 4．長波長 S-SAD 法で解析可能なタンパク質分布（青

ームラインも整備が進んでいる．両者を組み合

く塗った部分）．線虫第１染色体のタンパク質で計算．

わせることで，例えば，イオウ原子の寄与１％
で容易に解析可能であれば，セレン化等の標識をしない天然型タンパク質そのままでの構造解析が当た
り前になる．そのことは，すなわち，ヒト等高等生物のタンパク質はほとんど全てが「非標識のままで」
解析可能となることを意味する（図 4）．特にヒト等高等生物のタンパク質は創薬ターゲットとしても重
要であり，本成果は，新規タンパク質の結晶構造解析のコストを大幅に引き下げることで，タンパク質
結晶学の世界をまったく変えてしまう可能性がある．我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果
は非常に大きい．
１４．特記事項
特になし
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

4,502

852

0

0

試作品費（千円）

656

2,500

2,137

4,100

人件費・謝金（千円）

7,472

人件費（千円）

3,286

9,226

7,525

7,629

旅費（千円）

1,678

業務実施費（千円）

9,730

2,815

672

6,425

その他（千円）

5,557

間接経費（千円）

5,452

4,618

3,100

5,446

間接経費（千円）

23,626

20,011

13,434

23,600

合計（千円）

786

物品費（千円）

合計（千円）

計

693

0

18,616

15,400

96,071
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代表／分担機関の課題名

放射光利用環境の共通化・利用技術の高度化

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人京都大学

機関の代表研究者名

京都大学大学院理学研究科

教授

三木 邦夫

１．課題開始時における各機関の達成目標
1. 放射光利用環境の共通化
我が国における二つの放射光施設 (PF と SPring-8) にお
いて、測定に使用する消耗品・結晶保存用カセットの規格
は、それぞれ固有のものになっている。この規格等を共通
化し、それぞれのビームラインの優れた特性を更に高度に
利用しうる環境と利用技術を整備する。特に、両放射光施
設における結晶マウントロボットの規格の違いに着目し、
現在は不可能となっている、SPring-8 のロボット SPACE を用いた無人自動データ収集と、PF のロボッ
ト PAM を用いた結晶交換を両立させ、かつユーザーにとって扱いやすいシステムを構築する。
2. 放射光利用技術の高度化
高エネルギーマイクロビーム X 線を有効に利用す
るためのデータ測定や位相決定法を研究・開発する。
この目的のために、微小結晶においても適用が容易
な共結晶化法による重原子誘導体の作成と、それを
利用した位相決定を行う。また、放射光 X 線を利用
する際に問題となっている X 線損傷の実態を解明し、低減方法を検討する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
1. 放射光利用環境の共通化
SPACE 専用ピンにマウントした結晶を PF でも利用
可能にするシステムとして、共通結晶マウントピンお
よびそれらを収納するカセットを開発し、SPACE の
夜間無人自動データ収集と、PF でのデータ収集両方に対応させた。
2. 放射光利用技術の高度化
高エネルギーX 線の特性を生かした位相決定法を検討するために、共結晶化法に適した重原子化合物
について緩衝溶液や沈殿剤との適合性を検討し、これに基づいて小型熱ショックタンパク質の重原子誘
導体結晶作成と構造解析に成功した。また、高エネルギーX 線を用いた際の X 線損傷について、高分解
能の回折を示す結晶を用いて損傷の様子を詳細に解明し、損傷の影響を軽減するデータ収集法を提案し
た。これらはい
ずれも、他のタ
ンパク質結晶
にも適用可能
な方法である。
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（２）技術開発の進捗及び成果
1. 放射光利用環境の共通化
SPring-8 の結晶交換ロボット SPACE は、結晶マウントピンに
結晶の側からアクセスし、ネジの仕組みで結晶マウントピンを
操作する。このネジの仕組みにより、夜間自動運転に耐える結
晶の位置再現性を実現している。これに対し PF の結晶交換ロボ
ット PAM は、結晶マウントピンの台座側(SPACE と逆側)から、
磁力で結晶マウントピンを操作している。我々は、ロボットの
基本的な動作機構を維持したまま、SPACE での夜間自動運転に
対応し、かつ PAM での操作を可能にするため(図 1)、共通化結

図 1: 共通化カセットの動作機構

晶マウントピンと、それを収納する共通化カセットの開発に取
り組んだ。
設計した共通化結晶マウントピンの規格は、SPACE で通常用
いられているジュラコン製のピンにステンレス製台座を装着す
るものとした(図 2)。SPACE は、カセットに収納した共通化結晶
マウントピンのうち、台座を除いたジュラコン製の部分のみを
ネジ式の機構で取り扱う。これに対し PAM は、ステンレス製台

図 2: 共通化結晶マウントピン

座部分ごとピン全体を磁力を用いて取り扱う。
結晶を収納するカセットは、主に二つのステージに分けて開発をすすめた。第一のステージでは、
PAM, SPACE 両ロボットで共通化結晶マウントピンを取り扱える基本機構を第三年度までに開発するこ
とを目標とし、SPACE でこれまでに用いられてきた角型カセットの改良型の、動作チェックを繰り返し
た。具体的には、PAM は SPACE とは逆側から結晶マウントピンにアクセスするため、角型カセットの
裏蓋を開閉可能なように改良した(図 3)。裏蓋が開くカセットの初期型では、SPACE のネジ式ピンを取
り扱う際の回転運動により、結晶マウントピンが台座ごと回転してしまう問題が生じたので、裏蓋に装
着する回転廻り止めの開発を行った。10 種類以上の形状のバネを試作し、それぞれについて試験を繰り
返した結果、台形型にステンレス製の板バネを切り抜いたものが、信頼性・耐久性の両面から最も適し
ていると判断した(図 4)。
プロジェクト三年目までに開発した角型のカセットは、結晶を運搬するために多くの研究室で用いら
れている、汎用のドライシッパーに収納することができなかった。また、カセットの取り扱いにも、特
殊な治具や使用者の熟練が必要で、ユーザーにとって使いやすいものでは無かった。そこで四年目から、
開発した角型の共通化カセット(プロトタイプ)を、SPring-8 と PF の両方で用いられている丸形の
Uni-Puck 互換に改良した(図 5)。この改良により、共通化カセットの輸送が容易になり、カセットを開

図 3: 初期型カセット
左:裏蓋, 右:本体側

図 4: 台形型
廻り止め
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図 5: 左:丸形共通化カセット,
右: Uni-Puck
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閉することが、ユーザーが使い慣れている Uni-Puck 用の治具を用いて可能になった。
製作した共通化カセット-共通化結晶マウントピンのシステムでは、結晶をピンですくい取ってから
データ収集するまでの一連の動作を、市販の汎用ピンで結晶をすくい、それを Uni-Puck に収納してデ
ータ収集を行うのと、ほぼ同じ操作で行うことができるようになった。操作のための治具も、ユーザー
の使いやすさを考えて、いくつか製作している(図 6)。
このシステムを用いた回折データ収集実験もすでに行っている。PF では 2010 年 10 月に、複数の結
晶からデータ収集を行い、動作におおむね問題ないことを確認した。SPring-8 においても 2011 年 2 月に
同様の試験を行い、基本的な動作に問題がないことを確認した。また、開発した治具類についても、ユ
ーザーによる試用を行い、その意見を求めた。
また、学会などの機会を利用して、年一度以上、操作インターフェースなど、将来の利用環境の共通
化や沿革的な操作の充実を目指して、放射光施設のビームライン担当者や利用者間で意見交換を行い、
意見の集約・調整に努力した(表 1)。
表 1: ビームライン担当者と利用者間での意見交換会

図 6: 共通化結晶ピン
取り扱い用治具

開催日時

会場

2008/1/13

参加人数(人)
放射光施設

ユーザー

立命館大 びわこ・くさつキャンパス

9

8

2008/6/12

タワーホール船堀

4

7

2008/8/27

大阪国際会議場

3

2

2009/1/11

東大

10

5

山上会館

2010/1/9

イーグレ姫路

10

5

2010/12/3

阪大

8

9

蛋白研

2. 放射光利用技術の高度化
タンパク質の結晶構造解析においては、位相決
定は多くの時間が割かれる過程である。新規構造
を決定する場合には、重原子化合物でタンパク質
をラベルする重原子同型置換法が最も有効な方
法である。通常の実験では、あらかじめ作成した
Native 結晶を使用してソーキング法や透析法によ
り重原子を導入する。しかしながら、高輝度 X 線

図 7: 共結晶化により導入した
環境負荷の低い重原子

での今後の利用が期待される微小結晶は、取り扱いの困難さが予想される。また、そのサイズに起因す
る、重原子溶液にソーキングする際の溶解やひび割れによる損傷も問題となる。そこで、このような処
理が不要な方法として、共結晶化法による重原子の導入を検討した。この方法では、あらかじめタンパ
ク質溶液に重原子化合物を混ぜておくので、結晶析出後の操作は測定時の結晶取り付けのみである。好
熱好酸性古細菌由来の小型熱ショックタンパク質について、終濃度が 10〜100 mM の MnCl2、CoCl2、
NaBr、RbCl、SrCl2、Na2MoO4、NaI、CsCl、CH3COOCs の各溶液を使用して共結晶化実験を行った。そ
の結果、RbCl と NaI を使用した場合に、Native 結晶と同型性の高い重原子誘導体結晶を作成すること
ができ、差パターソンマップにおいて重原子由来のピークを確認することができた。また、これら二つ
の回折データを使用した重原子同型置換（MIR）法により構造を決定することができた（図 7）。通常の
重原子誘導体結晶作成の際によく使用されるウラン化合物や水銀化合物、白金化合物は毒性が高く環境

789

解析Ｃ１－Ｄ
負荷も大きいが、これらに比べると RbCl や NaI などは大幅に毒性が低いため、微小結晶のみならず通
常サイズの結晶においても今後の使用の拡大が期待される。
高輝度の放射光 X 線を使用したタンパク質結晶の回折実験においては、測定の際の X 線照射による
試料の損傷が問題となる。タンパク質の本来の構造を決定するためには、X 線による影響をできるだけ
排除した回折データを収集して解析に用いなければならない。X 線損傷の影響を排除したより高精度な
構造解析法を確立するために、これまでに構造解析を行ってき
た光合成細菌の高電位鉄イオウタンパク質の結晶を使用して、
X 線照射の影響を評価した。回折データの相対温度因子や水素
原子の観測電子密度などの指標で調べてみると、このような超
高分解能回折データでは、わずかな吸収線量でも X 線照射の影
響が現れることが明らかとなった（図 8）。また、1 フレームあ
たりの吸収線量を抑えることで、X 線による影響がほとんど見
られない回折データを収集することに成功した。現在では、物
質による吸収が少なく、測定が容易な低角位置で高分解能回折
点を観測できる高エネルギーX 線（E= 31 keV, λ= 0.4 Å）を使用
することで、0.5 Å を超える分解能の回折データの収集に成功し
ている（図 9）。

図 9: 損傷を回避することで得た
0.5 Å 分解能を超える回折像

図 8: 損傷を低減するデータ測定

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

3件

PDB 登録の有無にかかわらず構

3件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

3件

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

1件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
1. 放射光利用環境の共通化: 基本的なシステムを完成することができた。
2. 放射光利用技術の高度化: 二項目について高度な放射光利用方法を開発し、論文発表も行った。
９．課題内の情報共有・連携体制
分担機関である京都大学で開発した共通化カセットと共通化結晶マウントピンのシステムを、代表機
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関である高エネ研の PF や、分担機関である理研播磨研と深い関係にある SPring-8 のビームラインロボ
ットで、実際に稼働させた。また、微小結晶等からのデータ収集法の研究開発についても、開発した方
法を実際にビームラインで試行した。これらについては、それぞれの機関の担当者間で密に連絡を取り
合いながら開発を進行させるとともに、必要に応じて複数の機関の研究者の立ち会いの下に稼働試験や
実験を遂行した。したがって、課題内における機関間の連携体制は、非常に効率的、効果的であるとい
える。
１０．他の課題との情報共有・連携
プログラム内外のユーザーに、開発した結晶マウントピン並びにカセットを用いた結晶の凍結からデ
ータ収集までの操作を試行してもらい、解析可能な X 線回折データを得ている。また、学会などで積極
的な発表を行い、システムを広めることに努めている。例えば平成 22 年 12 月に大阪大学で開かれた日
本結晶学会年会において、「PF および SPring-8 における共通結晶自動マウントシステムの開発」と題
した口頭発表を行った。微小結晶等からのデータ収集法や新しい重原子誘導体の作成法についても、詳
しい方法論を論文発表するなど、情報の公開に努めた。
１１．人材育成
ポスドクが一名、本プログラムに参画している。このような開発研究者が、システムの原理を深く理
解して、新たな測定法を開発できるように心がけた。本プログラムで開発したシステムや測定方法は、
多くの若い人材が優れた成果を上げるための基盤的技術になると期待できる。
１２．終了までの具体的な見通し
上に述べたように、共通結晶マウントピンとその収納カセットのシステムの基本的な部分は既に完成
している。平成 23 年度末までに、開発したシステムを幅広いユーザーの使用に供し、その意見に基づ
いて、より使いやすいシステムに改良を重ねる。微小結晶等からのデータ収集法についての更なる改良
と合わせ、その成果は広く公開する予定である。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本開発の成果は、直接知的所有権の取得や産業移転につながるものでは無い。しかしながら、Photon
Factory, SPring-8 という我が国の二大放射光施設の効率的な活用を促進できるものと考えている。
１４．特記事項
本研究開発は、PF と SPring-8 の違いを意識しないという X 線結晶構造解析の一般化と、通常は無視
される X 線による損傷の影響を調べるなどの X 線結晶構造解析の高度な活用の二つの側面を持つ。こ
れら両方を指向した本開発によって、結晶構造解析の広く深い利用が可能になると考えている。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,473

1,898

535

6,440

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

5,352

6,893

業務実施費（千円）

5,816

2,380

間接経費（千円）

2,187

合計（千円）

9,476

設備備品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

9,185

9,455

旅費（千円）

16,315

2,672

6,736

その他（千円）

0

2,889

3,030

6,789

間接経費（千円）

0

12,519

13,130

29,420

合計（千円）
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計

25,500
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成果報告票（技術開発研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

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
（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）

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

中川敦史

大阪大学

１．課題開始時における各機関の達成目標
微小結晶からの回折強度データ収集では、放射線照射による結晶の損
傷が激しく、完全なデータセットを１個の結晶からとることが難しくな
り、１個の結晶から数フレーム程度の回折イメージしかとれないことが
多くなる。また、膜蛋白質や蛋白質超分子複合体の結晶は、通常の蛋白
質結晶に比べて放射線損傷が激しいことも知られており、これら２つの
相乗効果のために、良質の回折強度データを収集することが極端に難し
くなると考えられている。この問題を解決するために、微小振動写真法あるいは静止写真法により得ら
れた１つの結晶あたり１〜数フレームのデータセットを数多く集め、マージすることによって完全なデ
ータセットを得ることが必要であるが、現有のソフトウェアでは、そのようなデータを取り扱うことが
できない。本研究では、数μm の微小結晶からの、放射線損傷のない、精度の高いデータ収集を行うた
めのソフトウェア・ハードウェアの開発を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
微小結晶から放射線損傷の影響の無い回折強度データを収集するための、部分反射のみからのデータ
処理法、照射時間を低減したデータ収集法、放射線モニター、複数の結晶からの回折が重なり合ったデ
ータ処理方法といったソフトウェアの開発を行った。
また、微結晶トリートメント装置や微小結晶からの回折データを精度
良く測定するための技術開発といったハードウェアの開発も行った。
さらに、高エネルギー加速器研究機構、理研播磨と協力して、SPring-8
BL44XU（蛋白研ビームライン）を利用してターゲット研究を推進し、
ビームライン利用からデータ処理技術の高度化を行った。
（２）技術開発の進捗及び成果
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
とを中心にデータ処理技術の開発を進めた。
部分反射のみからのデータ収集法の開発

図１

微小結晶から放射線損傷の影響のない回折強度データを収集

部分反射のみか

するためには、膨大な数の微小結晶を使ってデータ収集を行う

らのデータ処理

必要がある。この時、Ewald 球を完全に横切らない部分反射の

方法の概念図
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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
セットを得る必要があり、そのために、既存のソフトウェア（mosflm/scala）
の改良を行い、そのためのデータ処理法を開発した。本手法は一般的に利
用することが可能である。（図１）
照射時間を低減したデータ収集法の開発
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、
これまで連続したデータセットが必要とされてきたデータ測定に対して、

図２

とびとびのデータ収
集法の概念図

間引きされた「とびとびのデータ」であっても、十分な精度で
回折強度を見積もることが可能であることを示し、そのための
データ処理法を開発した。これにより、露光時間が半分以下で
あっても十分な精度を保ってデータ収集ができるようになっ
た。（図２，３）
放射線損傷モニターの開発
通常、一連の連続データ収集を行う時に、回折像を逐次表示
しながら反射の形状や分解能を目視で判断して、途中で測定を
停止したり、とりあえず必要な領域を測定しておいて実験後の
データ処理の段階で放射線損傷がひどいデータを計算から外す

図３

したデータとして取り扱った場合ととび
とびデータとして扱った場合の精密化後

ということが行われる。そこで、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

0.03°振動データについて、連続

の電子密度（blue (2FO-FC), yellow
(FO-FC): 連続データ、magenta(2FO-FC,),

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

green(2FO-FC,)：とびとびデータ）

イムで表示するソフトウェアを開発した（図４）。本モニターを
利用することで、放射線損傷の様子が簡単にわかるようになり、
限られたビームタイムを有効に利用できるようになった。
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。２つの結晶からの回折点が重なったデータからそれ

図４

ぞれの回折強度を求めることができるソフトウェアを開発した（図

リアルタイム放射線損傷モニター

５）。現時点では、ほとんど同じ位置に２つの結晶からの回折像が重

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５ ２つの微小結晶からの回折点の分離
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なった場合には、回折点を分離することができないため、これらのデータを分離して処理するためのソ
フトウェアの開発を進めている。
生体超分子複合体微小結晶のデータ収集のためのユーザー支援
本プロジェクトで開発したデータ処理技術を最大限活用するとともに、さらなる改善につなげること
を目指し、ターゲット研究を推進することを目標として、物質構造科学研究所、理研播磨研と協力し、
SPring-8 BL44XU（蛋白研ビームライン）を利用して、ビームライン利用からデータ処理を支援するた
めのシステムを構築し、平成 22 年度後期より本プログラム内へのビームタイムの公開を開始した。利
用にあっては、情報 PF の協力を得て本プログラムのポータルサイト上の予約システムからビームタイ
ムの予約ができるようになっている。また、ユーザーの操作性を統一するために、SPring-8 標準のソフ
トウェア BSS を導入した。
微結晶トリートメント装置
微結晶を用いて蛋白質の構造解析を行う際には高輝度放射光による X 線回折実験が必須である。その
際、放射線損傷を軽減するために－170 ℃程度に結晶を凍結したまま回折強度データを測定できるよう
抗凍結剤を導入し、凍結結晶を用いて X 線回折実験に臨
むことが多い。結晶に抗凍結剤を導入するには、現在の所、
結晶析出後にステップワイズでソーキング法により導入
することが多いが、その際に結晶がダメージを受けてしま
う例が散見される。また逆に、抗凍結剤の導入時に結晶の
脱水が並行して起こり、結晶の分解能が向上する例も見ら
れる。そこで、結晶化後の結晶操作をシステム化し、微結
晶をハンドリングし、人為誤差を低減しつつ再現性よく結
晶に抗凍結剤を導入する装置（微結晶トリートメント装

図５

微結晶トリートメント装置

置）を開発した（図５）
。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

1 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

1 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0 件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

0 件

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

５件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
結晶の単位体積あたりのＸ線照射量が同じになるような条件でデータ収集を行った場合、原理的に微
小結晶からの回折強度データ収集における放射線損傷は通常のデータ収集に比べてより深刻な問題と
なる。そこで放射線損傷の影響を軽減し、回折強度データを収集するための、ソフトウェアおよびハー
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ドウェアの開発を行ってきた。本プログラムの成果として、当初計画していた微小振動写真法によるデ
ータ処理方法に加えて、新しく結晶への照射時間を減らすことができる「とびとびデータ」の処理方法
を確立した。さらに、リアルタイム放射線モニターや複数の結晶からの回折が重なり合ったデータの処
理法を開発するなど、プログラム期間中に新たなアイデアに基づいたソフトウェアの開発を行った。
また、ソフトウェアの開発だけでなく、微小結晶からの回折データを効率良くかつ精度良く測定する
ための結晶マウント法の開発や、再現性良く抗凍結剤を導入することのできる微結晶トリートメント装
置の開発などのハードウェアの開発を進めた。
９．課題内の情報共有・連携体制
平成 22 年度に物質構造科学研究所の客員教授として、代表機関の研究者と密接に連携をとって課題
を進めた。また、蛋白研ビームラインのユーザーインターフェースを SPring-8 共通のもの（BSS）とし、
導入済みの結晶自動マウント装置 SPACE を改良してより使いやすいものとしてユーザー利用に供する
など、理研・SPring-8 との緊密な連係体制を取りながらビームラインの運営を行っている。
１０．他の課題との情報共有・連携
本プログラムで開発した、微小結晶からの微小結晶からのデータ収集のためのデータ処理技術を、プ
ログラム内の課題推進に利用している他、本技術をさらに広く利用されるように、平成 22 年度より
SPring-8 の蛋白研ビームライン（BL44XU）を課題内に公開する制度を作り、2010 年度後期（2010B 期）
から、ターゲットタンパク事務局およびビームタイム調整ＷＧの協力を得て、ビームタイムの配分を行
っている。また、機関代表者が参画している「自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の
構造解析」、
「新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」や、研究分担者が参画している「多剤耐
性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造生物学」、
「細胞接着装置構成タン
パク質の構造生物学的研究」などで得られた微小結晶を、本課題での開発のためのテストデータとして
利用している。
１１．人材育成
データ処理ソフトウェアの開発は、主として機関代表者の中川と鈴木が中心となってポスドクと議論
を行いながら進めている。ビームラインを中心としたハードウェアの開発に関しては、中川と研究分担
者の山下が中心となって、ポスドクを交えて議論を行いながら進めている。また、微小結晶トリートメ
ント装置などの試料周りの開発は、研究分担者の栗栖と田中が中心となって、大学院生とともに進めて
いる。
本プログラムを進めることにより、若手研究者や大学院生が放射光ビームラインとその技術開発に対
して興味を持つモチベーションとなったことは、今後の発展にとって非常に好ましいことであると考え
ている。
非常に残念なことに、本プログラムで雇用されているポスドクについては、現時点では１名を除いて
プログラム終了後の進路は決まっていない。構造生物学の基盤技術である放射光利用に対して若手研究
者が積極的に関与するシステムは、今後の放射光科学とそれを利用する蛋白質結晶学の発展に不可欠で
あり、継続して研究が続けられる環境を整えることが重要であると考えている。
１２．終了までの具体的な見通し
期間終了までに、現在開発中のシステムをさらに使いやすく、汎用的なものとする改良を続けていく。
当初計画していたデータ処理技術の開発の基本的なところは終わっているが、データによってはうまく
いかないものがあったり、より使いやすくする必要があるなど、継続して改良を続けていく必要がある。
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そのために、実際のデータを使ってできるだけ多くのデータを処理しながら、開発へのフィードバック
を行う。
また、２つの結晶からの回折点が重なったデータを処理するためのソフトウェアに関しては、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必要な、回折点を分離して処理するためのソフ
トウェアの開発を継続して進めていく。
開発した技術は、Photon Factory や SPring-8 において誰でも使えるようなものとして公開する。
SPring-8 BL44XU（蛋白研ビームライン）の利用に関しては、従来通り本プログラム内への公開とユ
ーザー支援を継続して行う。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムで開発している技術は、高精度な回折強度データ収集というＸ線結晶学の基礎的な部分
の開発であり、非常に汎用的な技術である。その成果は、広く公開されることにより、今後の構造生物
学全体の発展につなげることができると期待している。
１４．特記事項
蛋白質結晶学にとって放射光の利用は不可欠なツールであるにも関わらず、装置やソフトウェアがブ
ラックボックス化され、若い研究者にとってその中身を理解する機会が減り、外国で開発されたソフト
ウェアを使うだけになってきている現実を考えると、単にインパクトの高い生体分子の構造解析を進め
ていくだけでは、今後の我が国の蛋白質結晶学のさらなる発展を期待することがますます難しくなって
いくと考えている。基礎的な技術開発は、インパクトファクターの高い雑誌に論文を載せるなどの華や
かな成果を出すことが難しいため地味な研究に見られがちであるが、諸外国との競争に勝ち抜いていく
ためには、他にはない新しい技術の開発が必須であり、本プログラムをきっかけにして若手研究者が技
術開発に注目し、参加するようになってきたことはこれからの発展にとって非常に好ましいことで、こ
のようなプロジェクトを継続して進めていくことが、今後の我が国の構造生物学のさらなる発展に重要
であると考えている。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,177

1,441

3,582

2,312

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

0

1,240

17,180

人件費（千円）

業務実施費（千円）

1,823

2,944

2,486

9,662

事業実施費（千円）

間接経費（千円）

1,200

1,315

2,192

8,746,

その他（千円）

合計（千円）

5,200

5,700,

9,500

37,900

合計（千円）

設備備品費（千円）
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２３年度
設備備品費（千円）

計

749

15,238,
9,723
0

13,454

25,710,

84,010
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課

題

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

機

関

名

東京大学

代 表 研 究 者 名

長野哲雄

１．課題開始時における達成目標
【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 Library 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 Library 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 Library 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 6-8 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２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
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約 21 万サンプルの化合物ライブラリーを構築するとともに、天然化合物として微生物代謝化合物 8,565
フラクションを系統的収集し、化合物倉庫等の設備や手続きの面を含めて化合物の提供体制を整えた。
本研究プログラム内 21 チームとタンパク質機能解析や創薬を目標に打合せを行い、そのうち 15 チーム
にサンプル提供を行って連携研究を推進した他、プログラム外の一般研究者にも一昨年より支援してき
た。その結果、プログラム内外併せ、打合せ等はのべ 357 回、サンプル提供申請総件数が 400 件、提供
サンプル総数が 150 万サンプルを超えている。スクリーニング法としては GPCR 内在化可視化技術、化
合物アレイ作成・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。インシリコスクリー
ニングについては新技術の開発を行い、制御領域内で選択したタンパク質で検証し、個別研究のターゲ
ットタンパク質に対して利用した。開発した各種スクリーニング技術活用の結果、キナーゼ阻害剤、プ
ロテアーゼ阻害剤、タンパク質相互作用阻害剤等 nM オーダーでの活性化合物を十数種見出している。
構造の最適化検討により得られた特に優れた化合物について、企業と共同開発する手続を進めている。
（２）技術開発の進捗及び成果
【ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築】化合物ライブラリーのサンプル数は、あらゆる標的に
ヒット化合物を与えるよう Druglikeness の指標に準ずる化合物空間の網羅（化学構造の多様性確保）を
主方針として数百万の市販化合物データベースからインシリコ選定と購入を行い、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 万と合わせ
て 約 21 万 に 達 し た 。 特 に 、 よ り 小 さ い 分 子 量 の 言 わ ば Drug の 部 品 の よ う な 化 合 物 で あ る
Fragment/Scaffold 化合物を充実させ、タンパク質構造解析結果を生かせる制御化合物開発研究に備え、
同時に新規 Fragment 化合物の創製に繋がる有機合成技術開発を進めた。さらに、最先端の標的である
が故に情報が少なくインシリコスクリーニングで化合物の絞り込みができない上、大規模ランダムスク
リーニングも難しい標的やフェノタイプスクリーニングに対応すべく、所蔵化合物から 9,600 化合物の
推奨セットである Core Library も作成
した。各々の Core 化合物には類似化合
物を数サンプルずつ用意し、ヒットの
確認とごく簡単な構造活性相関情報の
取得を直ちに行えるように工夫した。
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分
画・精製法を確立し、放線菌と糸状菌
を培養して、6,480 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
8,565 フラクションとした。それらより
新規化合物 9 種の構造を LC/MS 分析お
よび NMR 解析で明らかにした。
【新規スクリーニング法の開発】希少な天然化合物サンプルから制御化合物を探索するためのスクリー
ニング技術として、化合物アレイ技術の確立と支援を行い、SIRT3（伊藤先生）との結合ヒットフラク
ションを見出している。
蛍光相関分光法や蛍光消光法を用いてタンパク質間相互作用やプロテアーゼ阻害剤を探索する系を
確立し、実証した。また、阻害剤蛍光プローブを開発し、結晶作成を含む各種キナーゼ研究に応用した。
GPCR のリガンドを探索するために、強固なコイルドコイル構造を形成する蛍光色素標識ペプチドペ
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アを利用して、リガンド刺激に伴う GPCR の細胞膜から細胞内への移行を可視化する方法を開発し、細
胞イメージャーを用いたスクリーニング系構築にも成功した。本システムは試薬として、既に市販に至
っている。
さらに NPP（東北大

青木先生）阻害剤開発支援において、新規スクリーニング蛍光プローブを開発

し、nM レベルの活性を有する化合物を見出し、取得した共結晶構造を参考に合成化合物の構造活性相
関について検討し、企業が興味を持つレベルの化合物まで開発した。
【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】インシリコスクリーニング技
術開発として、4 種のプログラム開発を行い、これらを用いたカテプシン K、Pim-1 阻害剤探索で nM オ
ーダーの活性化合物を得た。特に Pim-1 阻害剤については、ADMET パラメータ等を指標とした物性改
善を進め、導出先・共同開発先を獲得する交渉を進めている。
また、ライブラリーの検証や研究支援において、タンパク質立体構造情報を利用できる場合には、イ
ンシリコスクリーニングを行い、立体構造情報が無い場合は類縁タンパク質 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インシリコスクリーニングを実施した（Structure Based Drug Design;
SBDD）。もしくは類似構造タンパク質のリガンド情報を利用してスクリーニング化合物の絞り込みを行
った（Ligand Based Drug Design; LBDD）。SBDD
は ASK1、SRPK、ALK、Pim-1、MdmX-p53 相互
作用、EGFR、p70S6K、カテプシン K、AMPK、
ACC2、CLK-1、HIF-1αの阻害剤、CCR7 アンタ
ゴニスト、VDR アゴニスト、GID1 制御化合物開
発等で行い、LBDD による選定は NPP、γ セクレ
ターゼ、AcrB の阻害剤、CXCR7 アンタゴニスト
開発等で実施した。これらのテーマから活性化合
物が多数得られている。
３．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

1件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

108 件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

7件

の件数
６．課題全体の特許出願件数

15 件（うち国外 8 件）

７．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

447 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 32 件）

８．当初計画に対する達成度
想定を超える規模の化合物ライブラリーを構築し、各種スクリーニング法の開発に成功した。それら
を活用してプログラム内は勿論、外部支援も献身的に行ってきた結果、有用な化合物をライブラリーか
ら創出し、企業導出に値するものを複数得た。達成度としては 100％を超える。
９．課題内の情報共有・連携体制
①ライブラリー構築のために全機関連携して方針策定を行い、ファルマデザインによるインシリコ選定
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作業を中心にして、化合物構造の適切性確認などの作業を分担した。
②京大所蔵の 4,197 個の化合物を東大の化合物ライブラリーへ預託し、プログラム内で活用している。
③東大から提供したキナーゼ focused 化合物を理研にてアレイ化し、個別研究の伊藤先生が利用した。
④スクリーニング技術実証研究において、東大・理研で協力して Pim-1 阻害剤の開発を行った。
⑤インシリコアプローチの実証研究としてファルマデザインと東大が連携して数種のキナーゼの阻害
剤探索を行い、活性化合物を得ている。
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、Eg5 阻害剤の探索と創製を行った。
⑦情報共有手段としては、制御領域内ミーティングを実施する他、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。
１０．他の課題との情報共有・連携
【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、
稲垣、若槻、岩井、岩田、山本、福井、富田、北、門脇、松島、柳澤、青木、熊ノ郷、伊藤、松岡、永
田、村上、寺沢、山下の各チームに支援を行ってきた。下線を付したチームには化合物提供を行ってい
る。研究支援・研究交流は、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や機器の提供及び結果の吟味など、制御化合物探索の総合
的支援を行ってきた。特に青木チームとは化合物最適化支援を進め、ゼブラフィッシュを用いた in vivo
における標的タンパク質の機能解析にも貢献している。
【生産領域】制御内の標的である Pim-1 阻害剤開発において、化合物との共結晶の作製依頼を行った。
また、EGFR や p70S6K 等の阻害剤探索を連携して進めている。
【情報 PF】情報 PF 委員の立場などで各種データの公開規準作成等に協力し、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ポータルサイトに随時登録している。
【プログラム外】化合物提供を通じた支援、開発した技術の移転を極めて精力的に行っている。
１１．人材育成
参画機関が大学、研究所、企業であり、それぞれ人材育成についての方針は異なるが、実務について
は即戦力となるレベルに達している若手が参画しており、各人において、プロとして身につける技術を
日々高める努力をしている。大学では教育も行っていることから、機会ある毎に講義、講演を行うと同
時に、スクリーニング装置を利用した学位研究等も取り入れ、将来の創薬研究を担う人材育成について
力を入れている。
１２．終了までの具体的な見通し
【東大】我が国の創薬基盤としての化合物ライブラリーやスクリーニング支援組織に相応しい更なる機
能強化を図り、創薬研究のオープンイノベーションを推進する。ターゲットタンパク研究内に限定せず、
ここ 2 年間行ってきた一般研究者との研究交流、新しく設けられたスクリーニング拠点とも連携し、化
合物提供やスクリーニング技術指導支援を継続し、より一層利用価値が高い支援拠点をめざす。化合物
ライブラリーについては分担機関と協力して価値の検証を行いつつ、更なる高度化を図る。
【理研和光】これまでに整備した代謝化合物フラクションアレイを用いたスクリーニング支援を継続
し、ヒットフラクションからの活性化合物の単離・同定および構造解析を行う。活性化合物が微量で構
造解析に至らない場合には、微生物の大規模再培養を行い、ヒットフラクションの再取得を行う。
【理研横浜】門脇、稲垣、福井らのターゲットタンパク研究グループを阻害剤スクリーニングやインシ
リコ分子設計で継続支援する。また、蛍光相関分光法を用いた Fragment スクリーニングにより、Fragment
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Library の検証を行う。さらに、一般利用事業としてインシリコとスクリーニング技術指導による支援を
進める。
【京大】これまでに築いた有機合成技術を生かし、市販化合物にない骨格を有する化合物、特に新たな
Fragment 骨格の設計を行って創製し、化合物ライブラリーの充実に協力する。また、ターゲットタンパ
ク研究からの要請に応じて、Fragment 分子からの最適化や特許取得可能な新規骨格の合成支援を行う。
開発してきた GPCR 内在化蛍光スクリーニング技術の更なる一般適用化に資する検討を継続すると共
に、他の研究グループや外部機関への技術支援・移転を行う。
【ファルマデザイン】ライブラリー化合物について、創薬に有用なさまざまな情報を付加するアノテ
ーションの充実に注力する。また、創薬に関連するターゲットを見出しやすくするために、関係する
疾患名を付記することにも取り組みたい。さらにインシリコ化合物選択が必要なターゲットタンパク
研究テーマの支援を継続する。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用等に与える効果について
我が国では未整備であった大規模な公的化合物ライブラリーを整備したことは、新成長戦略にも掲げ
られているライフ・イノベーションを進めるにあたり、極めて重要な基盤を確保したと言える。本基盤
を活用すれば、有用な化合物創製を通じて最先端基礎研究の成果が国民に還元されよう。創薬はアカデ
ミアだけでは為し得ないものであるため、必ず産業界との連携が必要となってくる。アカデミア発の創
薬オープンイノベーションが加速されるものと期待できる。開発された個々の技術も論文等での公表、
技術移転で産業的に引き続き活用される。
１４．特記事項
学会（日本ケミカルバイオロジー学会、BMB2010 など）などの機会がある毎に化合物ライブラリー
と利用方法の紹介を行い、プログラム外研究者に積極的に広報している。また、新聞、雑誌、記者の取
材や外部研究者、製薬企業関係者、高校生の見学を受け入れている。特に当初は製薬企業に訪問し、様々
なノウハウの教授を受けたが、最近では逆に先方のスタッフが当ライブラリーに足を運び、ノウハウを
持ち帰って検討するようになったことは、当ライブラリーの客観的な評価指標の一つと言えよう。また、
大学の創薬関連の講義において、これまでに大学になかった創薬の現場に関する生きた情報を学生に紹
介し、将来の創薬研究者養成にも力を入れている。また、構造生物学の分野を始めとする多くのプログ
ラム参加者に有効なインシリコ技術を周知することができた。本プログラム終了後も様々な研究分野の
研究者がインシリコ分野を利用し、日本の創薬力の底上げとなることが期待できる。
この短期間に製薬企業に成果移転できる有用な化合物が少なくとも 2 種得られていることは想定以上
の成果である上、多数の機関より絶え間ない化合物サンプル申請を受けていることから、真に我が国に
必要な基盤を築いたものと自負している。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

607,317

260,979

146,181

45,170

0

0

0

0

人件費（千円）

135,794

236,499

242,455

224,450

旅費（千円）

業務実施費（千円）

410,736

602,521

634,441

497,765

その他（千円）

間接経費（千円）

346,154

330,001

306,923

230,215

間接経費（千円）

1,500,000

1,430,000

1,330,000

997,600

合計（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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物品費（千円）

456,377

人件費・謝金（千円）

245,823

計

7,334
175,466
0

1,213,293

885,000

6,142,600
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代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

長野哲雄

１．課題開始時における各機関の達成目標
本研究は生体において重要なタンパク質の構造・機能研究を推進するために、これらを制御する機能性小分
子化合物を探索する基盤の構築とそのための技術開発を行うことを目的としている。
本機関は代表機関として研究を統括すると同時に、質の高い十数万種類の化合物ライブラリーを構築
する。技術開発として、化合物の選定およびスクリーニング系の開発を行うが、主に高感度／優れた操
作性／特異性などの特徴あるスクリーニング系を開発する。制御チーム内の他の研究グループで調製さ
れたキナーゼ、プロテアーゼなどの生命現象の解明や医薬に関連するタンパク質を用いて、開発した技
術の有用性を実証する。「技術開発」の各領域との連携および「ターゲットタンパク研究者」との研究
交流・支援を行い、プロジェクトを進展させる。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
約 21 万サンプルの化合物ライブラリーを構築するとともに、化合物倉庫等の設備や手続きの面を含
めて化合物の提供体制を整えた。本研究プログラム内 21 チームとタンパク質機能解析や創薬を目標に
打合せを行い、そのうち 15 チームにサンプル提供を行って連携研究を推進した他、プログラム外の一
般研究者にも一昨年より支援してきた。その結果、プログラム内外併せ、打合せ等はのべ 357 回、サン
プル提供申請総件数が 400 件、提供サンプル総数が 150 万サンプルを超えている。スクリーニング法と
しては阻害剤探索用蛍光プ
ローブを複数創製した。そ
れらプローブは制御領域内
で選択したタンパク質で検
証し、個別研究のターゲッ
トタンパク質に対して利用
した。開発した各種スクリ
ーニング技術活用の結果、
キナーゼ阻害剤、プロテア
ーゼ阻害剤、タンパク質相
互作用阻害剤など nM オー
ダーでの活性化合物を多数
見出すことに成功してい
る。構造の最適化検討によ
り得られた特に優れた化合
物については、企業と共同
開発する手続を進めている。
（２）技術開発の進捗及び成果
【ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築】化合物ライブラリーのサンプル数は、あらゆる標的に
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ヒット化合物を与えるよう Druglikeness の指標に準ずる化合物空間の網羅（化学構造の多様性確保）を
主方針として数百万の市販化合物データベースからのインシリコ検索等を利用した選定と購入を行い、
京都大学所蔵の提供化合物 4,197 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 万と合わせて約 21 万に達した。特に、より小さい分子量の言わば Drug の部品のような化合物
である Fragment/Scaffold 化合物を充実させ、タンパク質構造解析結果を生かせる制御化合物開発研究に
備え、同時に新規 Fragment 化合物の創製に繋がる有機合成技術開発を進めた。さらに、最先端の標的
であるが故に情報が少な
くインシリコスクリーニ
ングで化合物の絞り込み
ができない上、大規模ラン
ダムスクリーニングも難
しい標的やフェノタイプ
スクリーニングに対応す
べく、所蔵化合物から
9,600 化合物の推奨セット
である Core Library も作成
した。各々の Core 化合物
には類似化合物を数サン
プルずつ用意し、ヒットの
確認とごく簡単な構造活
性相関情報の取得を直ち
に行えるように工夫した。
【新規スクリーニング法の開発】蛍光相関分光法で有用なキナーゼ測定用蛍光プローブ、あるいはスク
リーニングで重要な偽陽性を低く抑えるために有効な時間分解蛍光測定に用いることのできる DPP4 蛍
光プローブを開発した。
さらに NPP（東北大

青木先生）阻害剤開発支援において、新規スクリーニング蛍光プローブを開発

し、nM レベルの活性を有する化合物を見出し、取得した共結晶構造を参考に合成化合物の構造活性相
関について検討し、企業が興味を持つレベルの化合物まで開発した。
【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】分担研究機関が開発したイン
シリコスクリーニング技術開発の検証、集めたライブラリー化合物の検証の一つとして行っている
Pim-1 阻害剤探索でサブ nM オーダーの活性化合物を得ており、ADMET パラメータ等を指標とした物
性改善を進め、特許出願をした。導出先・共同開発先を獲得する交渉を進めている。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

20 件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

4件

の件数
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６．各機関の特許出願件数

7 件（うち国外 4 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

400 件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 21 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
想定を上回る規模の化合物ライブラリーを構築し、各種スクリーニング法の開発に成功した。それら
を活用してプログラム内は勿論、外部支援も献身的に行ってきた結果、有用な化合物をライブラリーか
ら創出し、企業導出に値するものを複数得た。達成度としては 100％を超える。
９．課題内の情報共有・連携体制
①ライブラリー構築のために全機関連携して方針策定を行い、ファルマデザインによるインシリコ選定
作業を中心にして、化合物構造の適切性確認などの作業を分担した。
②京大所蔵の 4,197 個の化合物を東大の化合物ライブラリーへ預託し、プログラム内で活用している。
③東大から提供したキナーゼ focused 化合物を理研にてアレイ化し、個別研究の伊藤先生が利用した。
④スクリーニング技術実証研究において、東大・理研で協力して Pim-1 阻害剤の開発を行った。
⑤インシリコアプローチの実証研究としてファルマデザインと東大が連携して数種のキナーゼの阻害
剤探索を行い、活性化合物を得ている。
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、Eg5 阻害剤の探索と創製を行った。
⑦情報共有手段としては、制御領域内ミーティングを実施する他、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。
１０．他の課題との情報共有・連携
【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、
稲垣、若槻、岩井、岩田、山本、福井、富田、北、門脇、松島、柳澤、青木、熊ノ郷、伊藤、松岡、永
田、村上、大西、田之倉、寺沢、山下の各チームに支援を行ってきた。下線を付したチームには化合物
提供を行っている。研究支援・研究交流は、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や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きた。特に青木チームとは化合物最適化支援も進め、企業との共同研究
に進もうとしている。
【生産領域】制御内の標的である Pim-1 阻害剤開発において、化合物との共結晶の作製依頼を行った。
また、EGFR や p70S6K 等の阻害剤探索を連携して進めている。
【情報 PF】情報 PF 委員の立場などで各種データの公開規準作成等に協力し、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ポータルサイトに随時登録している。
【プログラム外】化合物提供を通じた支援、開発した技術の移転を 2 年前より極めて精力的に行ってい
る。その結果も少しずつ得られつつあり、Pin1 阻害剤や PI4K 阻害剤など、公表可能になった段階で速
やかにホームページに概要を掲載し、情報公開にも努めている。
１１．人材育成
製薬企業で活躍していた方々に即戦力となるスタッフとして来ていただいており、そのスタッフによ
る学部、大学院教育の一環としての講義、スクリーニング研究紹介、GCOE との連携による若手育成に
力を入れている。
１２．終了までの具体的な見通し
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我が国の創薬基盤としての化合物ライブラリーやスクリーニング支援組織に相応しい更なる機能強
化を図り、創薬研究のオープンイノベーションを推進する。ターゲットタンパク研究内に限定せず、こ
こ 2 年間行ってきた一般研究者との研究交流、新しく設けられたスクリーニング拠点とも連携し、化合
物提供やスクリーニング技術指導支援を継続し、より一層利用価値が高い支援拠点をめざす。化合物ラ
イブラリーについては分担機関と協力して価値の検証を行いつつ、更なる高度化を図る。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
我が国では未整備であった大規模な公的化合物ライブラリーを整備したことは、新成長戦略にも掲げ
られているライフ・イノベーションを進めるにあたり、極めて重要な基盤を確保したと言える。本基盤
を活用すれば、有用な化合物創製を通じて最先端基礎研究の成果が国民に還元されよう。創薬はアカデ
ミアだけでは為し得ないものであるため、必ず産業界との連携が必要となってくる。アカデミア発の創
薬オープンイノベーションが加速されるものと期待できる。
１４．特記事項
学会（日本ケミカルバイオロジー学会、BMB2010 など）などの機会がある毎に化合物ライブラリー
と利用方法の紹介を行い、プログラム外研究者に積極的に広報している。また、新聞、雑誌、記者の取
材や外部研究者、製薬企業関係者、高校生の見学を受け入れている。特に当初は製薬企業に訪問し、様々
なノウハウの教授を受けたが、最近では逆に先方のスタッフが当ライブラリーに足を運び、ノウハウを
持ち帰って検討するようになったことは、当ライブラリーの客観的な評価指標の一つと言えよう。また、
大学の創薬関連の講義において、これまでに大学になかった創薬の現場に関する生きた情報を学生に紹
介し、将来の創薬研究者養成にも力を入れている。
この短期間に製薬企業に成果移転できる有用な化合物が少なくとも 2 種得られていることは想定以上
の成果である上、多数の機関より絶え間ない化合物サンプル申請を受けていることから、真に我が国に
必要な基盤を築いたものと自負している。
１５．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度
物品費（千円）

400,135

人件費・謝金（千円）

130,492

515,644

174,041

59,824

39,548

0

0

0

0

39,781

80,627

93,820

103,500

旅費（千円）

業務実施費（千円）

249,370

435,947

488,741

353,875

その他（千円）

間接経費（千円）

241,439

207,185

192,715

149,077

間接経費（千円）

1,046,234

897,800

835,100

646,000

合計（千円）

試作品費（千円）
人件費（千円）

合計（千円）
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計

4,945
73,428
0

790,416

609,000

4,034,134

制御Ｃ１－Ｂ
代表／分担機関の課題名

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
サブテーマ：天然化合物マイクロアレイの創製とスクリーニング実証研究

代 表 ／ 分 担 機 関

理化学研究所基幹研究所

機関の代表研究者名

長田裕之

１．課題開始時における各機関の達成目標
微生物が生産する天然化合物の中からタンパク質機能を制御する化合物を探索するために、代謝化
合物の系統的精製を行った。放線菌などの有用微生物を中規模培養し、その培養液および菌体を溶媒分
画、各種液体クロマトグラフィー精製を順次行うことによって、代謝化合物を系統的に分離し、代謝化
合物フラクションライブラリーを作製する。各フラクションに含まれる代謝化合物の LC−UV/MS 解析
を行い、UV スペクトル、MS スペクトルのデータベース化を検討する。収集した代謝産物構造の MS
解析、NMR 解析による推定を行い、新規構造化合物の取得を目標とする。年間約 2,000 の代謝化合物
フラクションの収集を目標として、前期 3 年間でフラクションライブラリーの構築を行う。
タンパク質機能を制御する化合物の探索技術として、化合物アレイスクリーニング系の確立と活用を
行う。化合物アレイ作製用にカスタマイズした新型アレイヤーを設計・製作して、代謝化合物フラクシ
ョンライブラリーを順次アレイ化し、既知の重要なタンパク質について相互作用検出を行う。後期２年
間で、代謝化合物フラクションのアレイスクリーニングによる、ターゲットタンパク研究プログラム参
加研究者への研究支援を実施する。

培養抽出物の調製
（抽出・分配・濃縮）
微生物培養

TT2009-01

：

TT2009-20

化合物アレイ技術による
スクリーニング

クロマトグラフィー
技術による
系統的分画

TT2010-01

：

TT2010-20

代謝化合物フラクション
ライブラリー

LC/MSデータベース

図．代謝化合物フラクションの系統的取得と化合物アレイスクリーニング

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 年間で、22 菌株から 6,480 の代謝化合物フラクションを作製し、
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LC/MS 分析による代謝化合物プロファイルデータや、基本的な生物活性データを収集した。これらをス
ペクトルデータベースに収録するとともに、フラクションライブラリーからの代謝化合物精製を効率化
するためのスペクトルデータ 2 次元プロットを作成した。これを用いた実証研究として、新規化合物の
単離と構造解析、既知化合物の同定を行った。
微生物由来の代謝化合物フラクションライブラリーを用いて、年度毎に代謝化合物フラクションアレ
イを作製した。化合物アレイ作製に最適化した新型アレイヤーを設計・製作するとともに、1 アレイあ
たり 6,900 化合物の高密度化、リンカー構造の多様化と、リンカー導入率の向上などの技術開発を行っ
た。多波長の蛍光標識に対応できるイメージスキャナーを整備し、検出感度向上のための蛍光標識の検
討などを行って、化合物アレイによるリガンドスクリーニングの支援体制を整えた。また、東京大学・
生物機能制御化合物ライブラリー機構から提供されたキナーゼインヒビター500 種を化合物アレイ化
し、MAP キナーゼを用いた検証実験を行った。
これらを基盤として、「エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3」に相互作用する代謝化
合物の探索を、連携スクリーニング支援として行った。スクリーニング結果に基づき、クロマトグラフ
ィー手法による代謝化合物フラクションからの活性代謝化合物の精製支援を行った。

（２）技術開発の進捗及び成果
i．代謝化合物フラクションの系統的取得
平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 年間で、放線菌および糸状菌の計 22 菌株から中圧液体クロマ
トグラフィー（MPLC）および高速液体クロマトグラフィー（HPLC）を用いた系統的精製法により、
6,480 の代謝化合物フラクションを作製した。その大半（65%）が 2mg 以上の内容物を含み、スクリー
ニング後の活性化合物探索が可能なフラクションとなった（表 1-1）
。各フラクションについて、LC/MS
分析による代謝化合物プロファイルデータ、及び、抗菌、抗カビ、細胞毒性といった基本的な生物活性
データを収集した。これらをスペクトルデータベースに収録するとともに、フラクションライブラリー
からの代謝化合物精製支援を効率化するためのスペクトルデータ２次元プロット（図 1)を作成した。こ
れを用いた実証研究として、新規化合物の単離と構造解析、既知化合物の同定を行い、新規のβ-ケト 16
員環マクロラクタム骨格を有するポリケチド化合物（Verticilactam）を単離、構造決定した（Nogawa et.
al., Org. Lett., 12, 4564, 2010）。
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表１－１．作製したフラクション数とサンプル量による分類
各サンプル量を満たすフラクション数
年度

処理菌株数

フラクション数
< 0.5 mg

0.5 mg ~ 2.0 mg

> 2.0 mg

平成19年度

8

2016

147 (7.3%)

481 (23.9%)

1388 (68.8%)

平成20年度

8

2352

228 (9.7%)

685 (29.1%)

1439 (61.2%)

平成21年度

6

2112

236 (11.2%)

491 (23.3%)

1385 (65.6%)

全数

22

6480

611 (9.4%)

1657 (25.6%)

4212 (65.0%)

1.6

1.4

1.2

a

1.4
1200
1.2

r.t.; 19.13
m/z: 612 [M-H]-

1

b

1
0.8

r.t.; 19.10
m/z: 646 [M-H]-

1.2

c

d

r.t.; 21.24
m/z: 640 [M-H]-

1.2
1

1
0.8

r.t.; 22.68
m/z: 654 [M-H]-

0.8
0.8

0.6

0.6
0.6

0.6

0.4

0.4
1000

0.2

0.2
0
220

270

320

370

0
220

nm

0.4

0.4

0.2

0.2

270

320

370

0
220

270

320

0
220

370

270

320

370

nm

nm

nm

800

600

400

200

0
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

retention time (min)

図 1. スペクトルデータの 2 次元プロット

ii．代謝化合物フラクションアレイの作製とスクリーニング実証
平成 19 度には、スポッターヘッド部分の耐溶剤性、洗浄効率の向上など、化合物アレイ作製にカス
タマイズした新型アレイヤーを設計・製作し、スクリーニング支援に必要な化合物アレイの作製能力を
向上させた。また、平成 20 年度以降は以下のような技術開発を進めた。ガラス基板表面と固定化した
化合物との距離を多様化する目的で、ポリエチレングリコール(PEG)リンカー(〜25Å)に加え、プロリン
9 分子を導入したプロリンリンカー(〜52Å)を作製、採用した。ガラス基板へのリンカー導入法を改善
するとともに、導入量を評価する方法として、X 線光電子分光分析装置(XPS)を用いてフッ素原子を検
出する分析法を考案した。代謝化合物フラクションアレイのスクリーニングで障害となる自家蛍光によ
る検出感度低下に対応するため、4 波長対応の蛍光スキャナーを導入し、長波長で検出が可能な赤色蛍
光標識（蛍光タンパク質 mCherry や mRaspberry、蛍光色素 Cy5 など）を用いた標識を使用して問題を
解消した。
iii．代謝化合物フラクションアレイスクリーニングによる研究支援
これらの開発技術を基盤として、平成 21 年度より「エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素
SIRT3 のケミカルバイオロジー研究（「食品・環境等の産業利用」分野の理化学研究所・伊藤昭博博士）」
に対してスクリーニング支援を行った。His タグの付いたリコンビナント SIRT3 タンパク質をプローブ
として、SIRT3 に結合する化合物の代謝化合物フラクションアレイスクリーニングを行い、6,480 フラ
クションを固定化した化合物アレイ 3 種から 85 のフラクションをヒットとして見出した。この中から
SIRT3 の酵素阻害活性を指標として 23 フラクションに絞り込み、さらに、LC/MS 分析結果に基づき 6
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フラクションを選抜して、クロマトグラフィー手法により 55 分画に再精製した。精製度の高いフラク
ションについて LC/MS 分析により主成分構造を解析したところ、細胞毒性を有するカッシノイド類
vilmorinine A（Journal of Natural Products, 1997, 60, 642-644）の類縁化合物を見出している。得られた 55
分画の酵素阻害活性評価を伊藤昭博博士と連携して進めており、結果に基づいて、さらに精製を進める
予定である。

３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

0 件（未公開

2 件）

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

0件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数

0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
平成 19 年からの 21 年度までの前期 3 年間で、予定のフラクション数以上をライブラリー化した。フ
ラクションのスペクトルデータだけでなく、生物活性情報も追加したことで、化合物アレイスクリーニ
ング結果に基づく代謝化合物探索に役立つデータベースが構築できた。
予定の代謝化合物フラクションアレイを作製し、アレイスクリーニング支援に供した。鎖長の異なる
2 種のリンカーをアレイに導入して、アレイスクリーニングの適用範囲を拡大した。リンカー導入をモ
ニターする手法を見出し、導入反応の改善を行った。
平成 21 年後半からの後期 2 年間で、代謝化合物アレイによる「脱アセチル化酵素 SIRT3」に関する
スクリーニング支援を行い、酵素阻害活性評価と連携しながら活性代謝化合物の精製を進めており、阻
害活性評価後の再精製まで完了している。

９．課題内の情報共有・連携体制
制御分野代表機関である東大・生物制御化合物ライブラリー機構から、キナーゼ阻害化合物ライブ
ラリーの提供を受け、阻害化合物アレイを作製した。p38 MAP キナーゼを用いた検証実験の後、「脱ア
セチル化酵素 SIRT3」阻害化合物探索の研究支援に活用した。
１０．他の課題との情報共有・連携
「食品・環境等の産業利用」分野の「エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカル
バイオロジー研究」について、アレイスクリーニングの連携研究を進めていて、ヒットフラクションの
LC/MS プロファイル情報、酵素阻害活性情報等について随時、情報共有を行っている。
現在、本プログラム以外の大学研究者、製薬企業と、化合物アレイを用いた連携スクリーニングの準
備を進めている。
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１１．人材育成
一般的に天然物化学、機器分析化学の人材が不足しているため、実務経験のない修士号取得者を雇
用し、本プログラム採用期間中に天然物精製、構造解析の技術を習得させ、実務に活かせるよう、担当
研究員・ポスドクが指導している。
平成 19 年度以降、本プログラムにおいて任期制雇用していた業務担当者のうち、ポスドク 1 名が大
学の教員ポストを獲得し、1 名が理化学研究所・基礎科学特別研究員に採用され、協力技術員 2 名が研
究機器メーカー企業へ就職している。自己都合（婚姻、出産、家族の転勤）で退職したもの以外は、理
化学研究所・基幹研究所内で引き続き雇用されている。現在本プログラムで雇用している業務担当職員
のほとんどがそれぞれ専門技術と知識を習得した技術者であるため、外部転出の可能性も高いが、併せ
て、理化学研究所の研究支援部門（ケミカルバイオロジー研究基盤施設）での継続雇用も予定している。

１２．終了までの具体的な見通し
現在、化合物アレイによるスクリーニング支援と、タンパク質制御活性を有する代謝化合物の精製
支援を行っており、これまでに整備した技術基盤を活用した研究支援を継続する予定である。これまで、
本プログラム参加研究者を対象とした研究支援が中心であったが、本プログラム外研究者、特に企業に
対する支援を補助金化事業として、あるいは、化合物アレイスクリーニングの技術移転を含む共同研究
として進めることを検討しており、パートナー企業を模索している。

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムで高度化した化合物アレイスクリーニング技術は、微量の化合物ライブラリーと、他
に比べて少量の被験タンパク質の標識体でタンパク質-リガンド相互作用を検出できるスクリーニング
系であり、医薬品、農薬、食品分野での産業応用が期待されている。アレイ作製や実際のスクリーニン
グにはノウハウがあり、本機関での研究支援を補助金等の仕組みを利用して継続すること、あるいは、
ベンチャー企業等へ技術移転をすることを検討している。

１４．特記事項
本プログラムの成果として、国内で例を見ない化合物アレイ作製装置（新型アレイヤー）を設計・
製作した。また、一般的な化合物データベースとは異なる、代謝化合物・天然化合物の探索に活用でき
るスペクトルデータ 2D プロットシステムを開発して、ウェブサイトでの公開準備を進めている。

１５．研究費一覧

（*計は 19 年度～22 年度の区分に従って算出した）
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

35,175

31,076

30,026

2,181

0

0

0

0

人件費（千円）

23,545

42,336

46,005

36,846

旅費（千円）

業務実施費（千円）

33,588

31,819

21,815

20,281

その他（千円）

間接経費（千円）

27,692

31,569

29,354

17,792

間接経費（千円）

120,000

136,800

127,200

77,100

合計（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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計

物品費（千円）

13,425

人件費・謝金（千円）

35,182

*

301
6,000
0

106,408

54,908

516,008
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成果報告票（技術開発研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「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」
（サブテーマ２：蛍光を基盤としたスクリーニング技術開発と実証研究）

代 表 ／ 分 担 機 関

理化学研究所

機関の代表研究者名

田仲昭子

横浜研究所

１．課題開始時における各機関の達成目標
前期 3 年間は、蛍光を利用した高速/簡便/精密などの様々な特色のあるタンパク質間相互作用阻害剤
スクリーニング系を開発実証する。また、制御チーム内で開発された新規プローブや新規ライブラリー
の有用性実証研究を分担する。後期 2 年間は、ターゲットタンパク研究等の成果を活用して、新規相互
作用阻害剤ライブラリー
をインシリコで設計しラ
イブラリー基盤の独自性
を促進する。また、支援を
通じて、スクリーニング技
術の高度化を計る。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
理研、横浜グループでは、タンパク質間相互作用、キナーゼ、プロテアーゼに対する制御化合物を
Wet 探索するための、蛍光を基盤とする新規スクリーニング技術を開発した。これらは、共通性・汎用
性の高い基盤的な技術である。さらに、阻害剤蛍光プローブ法を応用して、タンパク質結晶をスクリー
ニングする技術が可能であることを示した。
また、インシリコスクリーニングを効率化する、4 種類の計算化学システムを開発した。PALLAS と
MUSES は、タンパク質の X 線構造や阻害剤情報を最大限活用してドッキングの精度を向上させ、効率
的なインシリコスクリーニングを可能にする。また、LAILAPS はリガンド側の情報に基づいて多方面
による類似・活性予測を行う。SYROS は、標的タンパク質のポケットの構造から低分子制御化合物が
強く結合可能かを予測するシステムである。
これらの Wet 技術とインシリコスクリーニング技術を利用して、MdmX-p53 相互作用、EGFR、p70S6K、
Pim-1、Cathepsin K、CLK-1 などの阻害剤探索を実施し、制御ライブラリーの有用性を実証した。さら
に、MdmX-p53 相互作用、Cathepsin K、p70S6K に対して、ライブラリー化合物中から無作為に抽出し
たフラグメント化合物でスクリー
ニングを実施し、1000 個程度のフ
ラグメントスクリーニングでヒッ
トが取得できることを確認した。
後年度には、これらの基盤技術
を用いて、医薬（門脇グループ、
北グループ、福井グループ）およ
び基本的生命（稲垣グループ）の、
支援研究・共同研究を実施してい
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る。また、開発したインシリコ技術を用いて、新規相互作用阻害剤ライブラリーの設計を実施した。

（２）技術開発の進捗及び成果
蛍光を基盤とした Wet スクリーニング技術として、タンパク質間相互作用、キナーゼ、プロテアーゼ
に対する制御化合物を探索するための、新規スクリーニング技術を開発した。これらは、共通性・汎用
性の高い基盤的な技術である。さらに、阻害剤蛍光プローブ法を応用して、タンパク質結晶をスクリー
ニングする技術が可能であることを示した。
蛍光相関分光法は、蛍光標識した相互作用ペプチドの標的への結合による分子量変化や、蛍光標識し
たプロテアーゼ基質ペプチドの切断による分子量変化を、蛍光相関分光計で蛍光粒子の並進拡散運動を
測定することで検
出する。ほとんどの
タンパク質間相互
作用阻害剤とプロ
テアーゼ阻害剤を
微量試料で簡便/精
密に探索する目的
に適している。蛍光
消光法は、消光剤標
識したペプチドと
蛍光標識したタン
パク質の組み合わ
せで、タンパク質間
相互作用を蛍光強
度で高速に検出す
る。また、ペプチドの両端に消光剤標識と蛍光標識をした基質を用いて、プロテアーゼ活性を蛍光強度
で検出する。この方法は、タンパク質間相互作用やプロテアーゼ阻害剤の高速スクリーニングに適して
いる。基質を蛍光標識した基質蛍光プローブを作成し、酵素反応後の生成物をモビリティーシフトアッ
セイで検出する系は、多くのキナーゼとプロテアーゼの活性測定に応用できる。基質と生成物を定量す
る、正確なスクリーニング系である。阻害剤蛍光プローブ法では、標的タンパク質と既知阻害剤の複合
体構造を参考にして、阻害剤が活性を失わないように蛍光色素で標識する。この阻害剤蛍光プローブの
標的タンパク質への結合を蛍光相関法で検出し、新規阻害剤候補化合物による競合的結合阻害で、化合
物評価を実施する。このプローブは、キナーゼなど各種酵素の阻害剤探索に利用できるだけでなく、共
結晶探索においても、プローブを取り込んでいる結晶の簡便な判別に利用できる。我々は、これら 4 つ
の技術が、汎用性がある有用な技術であることを上図の標的（黒字）を用いて実証した。また、それら
を活用して、生産課題や制御課題内などとのターゲットタンパク質プログラム内共同研究（青字）や個
別ターゲット研究の支援研究（赤字）を実施している。
計算化学技術開発として、インシリコスクリーニングによる候補化合物の選択と、得られたヒット化
合物の高度化設計を効率化する、4 種類のシステムを開発した。PALLAS と MUSES は、タンパク質の
X 線構造や阻害剤情報を最大限活用してドッキングの精度を向上させ、効率的なインシリコスクリーニ
ングを可能にする。また、LAILAPS はリガンド側の情報に基づいて 2 次元構造類似性だけではなく、
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ファーマコフォア配置
類似性や形状類似性、
機械学習予測など、多
方面による類似・活性
予測を行い、多様な阻
害剤を探索することを
可能にするシステムで
ある。SYROS は、標的
タンパク質のポケット
の構造から低分子制御
化合物が強く結合可能
かを予測するシステム
であり、タンパク質間
相互作用などの高難度
ターゲットに対する医薬品開発の難易度を計る指標として利用できる。
これらの Wet 技術と計算化学技術を実証するために、MdmX-p53 相互作用、EGFR、p70S6K、Pim-1、
Cathepsin K などの阻害剤探索を実施し、それぞれ 100nM 以下の IC50 を有する新規阻害剤を取得した。
さらに、ライブラリーの有用性の検証のために、類縁タンパク質や立体構造が知られておらず阻害剤の
予測が困難な標的である CLK-1 に対して阻害剤探索を実施し、ライブラリー中に有効な阻害剤を見い
だし、ライブラリーの有効性を実証した。さらに、MdmX-p53 相互作用、Cathepsin K、p70S6K に対し
て、ライブラリー化合物中から無作為に抽出したフラグメント化合物でスクリーニングを実施し、1000
個程度のフラグメントスクリーニングでヒットが取得できることを確認した。これらの成果の一部は、
出願するとともに、論文、学会、研究会などで公表してきた。とくに、タンパク質間相互作用阻害剤選
択に関する、Wet およびインシリコスクリーニング技術には反響が高い。
後年度には、これらの基盤技術を用いて、医薬（門脇グループ、北グループ、福井グループ）の AMPK，
ACC2、CaMKK2、DHOD，ATC、Glycerol kinase、DOCK2-ELMO および基本的生命（稲垣グループ）
の Atg4B、LC3−p62 及び Atg8-Atg19 相互作用に対する阻害剤探索の支援研究・共同研究を実施し、そ
れぞれ良い成果を得ている。LC3 及び Atg8 相互作用阻害剤に関しては、制御ライブラリーの利用でき
るほぼ全てに当たる 1 万フラグメント化合物のスクリーニングを実施し、それら化合物のフラグメント
スクリーニングへの適合性を評価、報告した。また、PDB からタンパク質間相互作用を形成している構
造を抽出・分類し、開発したインシリコ技術を用いて、ファーマコフォアを解析した。得られたファー
マコフォアを用いて新規タンパク質間相互作用阻害剤ライブラリーの設計を実施した。
３．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解析したタンパク質数

0件

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の公開したツールやデータベース等の件数

0件

６．各機関の特許出願件数

5 件（うち国外 1 件）
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７．各機関の成果を活用した共同研究数（プログラム内外含む） 14 件（うち産業界との共同研究数 3 件）
８．当初計画に対する各機関の達成度
当初計画のすべてを予定通り達成した。Wet 及びインシリコの新規なスクリーニング技術開発を実施
し、高活性（Pim-1(3 nM)、Cathepsin K(1.6 nM)）の阻害剤取得によって、技術の実証に成功した。また、
稲垣グループの支援研究では、これらを応用した新規なスクリーニング系を開発し、Atg4B を、サブマ
イクロモルで阻害する新規阻害剤を取得した。
９．課題内の情報共有・連携体制
¾

情報共有手段としては、制御領域内ミーティングを実施する他、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。

¾

ライブラリー構築のために全機関連携して方針策定を行い、ファルマデザイン社によるインシリ
コ選定作業を中心にして、化合物構造の適切性確認などの作業を分担した。さらに、タンパク質
間相互作用阻害候補化合物の選定を進め、制御ライブラリーの高度化に貢献した。

¾

東大から化合物情報と化合物を迅速に頂き、理研側ではスクリーニングを実施するとともに化合
物 DB 及びスクリーニングデータアーカイブ DB を作成した。これにより、化合物の構造活性相関
の考察と、定期的な東大へのスクリーニング結果報告が可能となっている。

¾

東京大学とは、研究会や機器の借用で頻繁な交流を実施した。Pim-1 阻害剤の共同開発も行い出願
した。プログラム初期においてファルマデザイン社と共同の研究会を頻繁に行い、開発技術の交
流を実施した。京都大学とは、Eg5 阻害剤の探索と ACC2 阻害剤探索に於いて、相互に協力した。

１０．他の課題との情報共有・連携
¾

ターゲットタンパク個別課題：稲垣、福井、北、門脇の各グループとの共同研究や支援研究を行
った。タンパク質間相互作用阻害剤を探索している松島グループとは、随時技術交流を行った。

¾

生産技術開発課題：制御内の標的である Pim-1 阻害剤開発において、化合物との共結晶の作製依頼
を行った。また、EGFR や p70S6K 等の阻害剤探索を連携して進めている。生産技術開発担当者と
は、頻繁にミーティングを実施し、共同研究を推進している。

¾

本プログラム以外：本プログラムのアウトリーチ活動として、理研の運営費交付金事業である創
薬・医療技術基盤プログラムに参加し、本プログラムのスクリーニング技術開発の成果を応用し、
さらに制御ライブラリー化合物の外部供与制度を活用して、東大・宮園、東北大・宮田、京大・
杉本らのターゲットを含む理研内外の 10 個程度のターゲットに対するインシリコと Wet スクリー
ニング技術による開発を実施している。

¾

企業：プログラム初期に、機器開発メーカーとフラグメント化合物スクリーニング技術を、IT 企
業と計算化学技術の共同研究を実施した。本年度からは、本プログラム成果の発表論文に興味を
持った製薬企業から共同開発の提案を受け、企業側から研究費や化合物の提供を受けながら、プ
ログラム外共同研究を開始し、技術指導などを実施している。

１１．人材育成
雇用されているポスドクやスタッフ、パート雇用されている大学院後期課程学生に対しては、上長の
担当者がついて、実験手技、インシリコスクリーニング技術、計算化学的設計技術の指導と、サイエン
ス研究の進め方・考え方の指導を実施している。
これまでに本プログラムで雇用した理研スタッフは総計 19 名であり、このうち理研から転出した職
員の転出先は大学（3 名）、独立行政法人（2 名）、ベンチャー（1 名）など、主としてプログラムに従事
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した経験を生かした業務である。
１２．終了までの具体的な見通し
本年度は、基質蛍光プローブや、阻害剤蛍光プローブを、これらの標的タンパク質との複合体構造を
参考にしながら計算化学的に設計し、実験室内で合成、精製できるパイプラインを構築する。これまで
開発したスクリーニング技術に汎用性を持たせ、多くの支援研究が低コストで迅速に実施できる体制を
作る。また、基本的生命、稲垣グループの支援として、蛍光相関分光法を用いたフラグメントスクリー
ニングを進め、フラグメントライブラリーの検証を行うとともに、ライブラリーの高度化を進める。
さらに、１）医薬、北グループとの共同研究では、Glycerol kinase に対する、高活性の阻害剤を創出
する。２）医薬、門脇グループへの支援研究では、AMPK、ACC2、CaMKK2 に対する、高活性の阻害
剤を探索する、３）医薬、福井グループでは、DOCK2 タンパク質の相互作用解析を進める。４）基本
的生命、稲垣グループでは、オートファジー阻害剤の創出を目指し、LC3 及び Atg8 相互作用阻害剤探
索を進めるとともに、Atg4B 阻害剤を高度化し、これら阻害剤を医薬に応用する特許を取得するための
応用化研究を支援し、共同出願を実施する見通しである。
また、プログラムで開発した、インシリコ及び Wet の探索技術に関しては、論文、総説などに、まと
めていくとともに、シンポジウムや web などを活用して、研究者に広く紹介していく。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムにおける成果は、2 つの大きな意味がある。1 つは、制御技術開発で開発した Wet およ
びインシリコスクリーニング技術が、初期阻害剤探索及び最適化設計において有用であり、阻害剤の発
見と高度化に大きく貢献できることである。今後、他の薬剤標的に適用することによって、ライフサイ
エンス研究ツール化合物や創薬シードの探索を、大きく加速できると考えている。もう 1 つは、プログ
ラムで見出した阻害剤である。これらについては、最適化をさらに行い、また、基礎的な生理活性を検
討して、製薬企業等に導出できるように展開することが重要である。そのためには、これらの活動を支
援する、新たな枠組みが必要である。
理化学研究所では、運営費交付金を利用した創薬・医療技術基盤プログラムをスタートし、本プログ
ラムの技術開発成果を理研内創薬活動に活用するとともに、MdmX、Pim-1、CLK-1 などの本プログラ
ムの有望な阻害剤を高度化して技術移転するための活動を開始した。これらの創薬支援活動は、さらに
広く、国内の多くの基礎的な研究活動を支援できる形に発展させることが重要である。
１４．特記事項
本プログラムの成果であるタンパク質間相互作用阻害剤探索技術に関する論文を読んだ、国内製薬企
業から、共同開発の申し出を受け、本年度から Wet 及びインシリコ技術を用いた共同開発を開始し、プ
ログラム成果の社会還元を実施している。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

13,517

2,751

6,416

347

0

0

0

0

人件費（千円）

42,833

58,133

50,667

57,441

旅費（千円）

業務実施費（千円）

59,036

70,654

65,225

51,904

その他（千円）

間接経費（千円）

34,616

39,462

36,692

32,908

間接経費（千円）

合計（千円）

150,001

171,000

159,000

142,600

合計（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

815

２３年度
物品費（千円）

6,989

人件費・謝金（千円）

37,771

計

582
57,750
0

143,678

103,092

725,694
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代表／分担機関の課題名

制御化合物探索基盤の検証と新規骨格を有するライブラリー化合物の創出

代 表 ／ 分 担 機 関

京都大学

機関の代表研究者名

藤井

信孝

１．課題開始時における各機関の達成目標
京都大学における分担研究では、タンパク質を制御する機能性小分子化合物（制御化合物）を創出
する基盤を構築することおよびそのための技術開発を行い、生体において重要なタンパク質の構造・
機能解析研究の支援を行う。制御化合物探索基盤を実証する観点、および、代表機関における化合物
提供研究基盤の充実を図る観点から、
［１］Ｇタンパク共役型受容体に対する制御化合物探索に関わる化合物評価基盤技術の確立と実証
［２］化合物ライブラリーの充実につながる京都大
学薬学研究科保有化合物の提供と新規複素環合成
法を活用した新規フラグメント化合物群の創製
［３］抗がん剤への展開が期待される制御化合物の
探索に適用可能な汎用性・一般性のあるスクリー
ニング系の開発（注：平成 21 年度末にて終了）
の３項目を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
［１］金属も酵素も用いない小分子生細胞膜受容体ラベル化法を開
発し、細胞膜上のGPCRの定量とその内在化の過程の検出に有用
であることを明らかにした（図1）。また、本法の定量化に成功
するとともに、研究試薬の実用化（市販）を行った。また、本法
を含む複数のGPCR機能評価系を構築し、化合物スクリーニング
により構造最適化研究に用いられる複数の有用なリード化合物
を見出した。
［２］京都大学薬学研究科が保有する化合物について制御化合物の
候補としての妥当性を評価し、東京大学への化合物の提供を行っ
た。市販化合物及び京大独自化合物では網羅することができない
新規骨格化合物の開発と新規フラグメント化合物群の創製を目
的としたドラッグライク骨格構築法の開発を行い、また、キネシ
ンEg5阻害剤の探索を通して合成・収集化合物の有用性を実証し
た。
［３］がんの悪性化を誘導する増殖因子の一つ hypoxia-inducible

図１．GPCRの内在化の観察例 ヒト
β2アドレナリン受容体のN末端にE3
タグ、C末端にEYFPをそれぞれ融合さ
せ CHO 細 胞 に 発 現 さ せ た も の 。
TMR-K4プローブで細胞膜の受容体を
ラベルしたもの（左）。アゴニスト（イ
ソプロテレノール）投与30分後（右）。

factor-1（HIF-1）の機能評価系に用いる細胞株を作製した。また、その低酸素応答性を検討し、HIF-1
機能制御化合物の評価・探索系に利用できることを明らかにした。（注：平成 21 年度末にて終了）
（２）技術開発の進捗及び成果
【Ｇタンパク共役型受容体に対する制御化合物探索に関わる化合物評価基盤技術の確立と実証】 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の一方（E3：(EIAALEK)3）を GPCR の N 末端に融合して
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発現させ、もう一方（K4：(KIAALKE)4）を蛍光標識合成
ペプチドとして調製しこれを生細胞に投与した（図２）。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化法と比
べて利点が多く、K4 プローブに付加する蛍光色素は、自由
に選択することができる。本ラベル化法を用いて pH 感受
性色素フルオレセインと非感受性色素テトラメチルローダ
ミンで β2 アドレナリン受容体を二重標識し、内在化に伴う
pH 低下を蛍光強度比変化として解析したところ、受容体の
内在化の定量が可能であった。さらに、薬物スクリーニン
グへの適用を目指して、細胞イメージアナライザーによる
画像処理技術による数値化、及び、画像データを総合的高

図２．コイルドコイルラベル化法による膜タン
パク質の蛍光標識原理

速処理する検討を行い、細胞内への移行および細胞内 pH 変化を指標として、アゴニスト活性を評価
可能であることを明らかにした。本標識法は、最近 X 線結晶構造解析結果が報告されたケモカイン受
容体 CXCR4 のリガンド刺激に伴う内在化の検出に有効であり、受容体の種類による制限を受けない
ことを確認した。（関連文献報告：5 報）
また、GPCR に対する化合物評価基盤技術および東京大学の化合物ライブラリーの妥当性の実証研
究として、ケモカイン受容体 CXCR7 リガンド（アゴニスト・アンタゴニスト）の探索を実施した。
まず、多様性指向ライブラリー等をもとに中程度の活性を示す 6 化合物を同定した。これらの化学構
造情報をもとに、東京大学・ファルマデザインとの連携のもと約 700 種類の化合物のスクリーニング
を実施し、10-6 M 程度の阻害活性を示す縮環複素環骨格を有する複数の化合物を獲得した。
【京都大学薬学研究科保有化合物の提供と新規フラグメント化合物群の創製】 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や迅速に化学合成できる
技術（連続反応・多成分反応など）が求められる。これまでに、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ドラッグライク
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、創薬における有用な中心骨格として知ら
れるリゼルグ酸誘導体や各種酵素阻害剤の合成における有用性を実証した。（関連文献報告：73 報）
本法の制御化合物探索における有用性の実証例として、天然物骨格に共通に見られる単純な分子骨
格からのタンパク質制御化合物の創製研究を実施した。微小管上のモータータンパク Eg5 は、細胞分
裂 M 期における染色体の分配に関わるタンパク質であり、これまでに terpendole E（理研和光文献報
告）や HR22C16 といった天然物もしくはその類縁体の化合物（理研横浜同）のμM レベルでの Eg5
阻害活性が報告されていた。これらの分子骨格中に存在する縮環型インドール骨格に着目して、様々
な置換様式を有するカルバゾール骨格ライブラリ
ーの Eg5 阻害活性を評価したところ、アルキル置
換基を有する誘導体が nM レベルの Eg5 阻害活性を
示すことを見出した。また、さらなる構造最適化研
究により、高活性誘導体の１つが in vivo 実験にお
いて腫瘍サイズを縮小する効果があることを明ら
かにした。この探索・構造最適化過程における化学
合成は、本プログラムにおいて開発された独自技術
（遷移金属触媒を用いた効率的カルバゾール骨格
構築法）により行われ、フラグメント化合物群の創
製への有用性を実証した。（関連文献報告：4 報）

図３．フラグメントの創製とその有用性の検証

【抗がん剤への展開が期待される制御化合物の探索に適用可能なスクリーニング系の開発】低酸素環
境下に曝されているがん細胞の悪性化に深く関与している転写因子 HIF-1 の in vitro 評価系を構築し
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た。VEGF のプロモーター中に存在する HIF-1 結合配列を含む配列を５つ連続結合させた配列を、レ
ポーター遺伝子であるルシフェラーゼ遺伝子の上流部に挿入した HIF-1 活性測定用レポータープラ
スミドを作製し、これを染色体中に組み込んだ安定細胞株を樹立した。本細胞株は、低酸素濃度（1%）
に高応答性であり HIF-1 の機能評価に有用である。この系を用いて約 1,000 種の化合物群の活性評価
を行った。つづいて、東京大学から提供を受けた約 1,500 種類のヒット類似化合物等の評価を行い、
活性発現に必須の官能基の同定に成功した。また、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形成過程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を
開発し、本系におけるヒット化合物の構造をもとに、HIF-1 分子内の PAS ドメインを標的とした化合
物のインシリコスクリーニングをファルマデザインとの連携により実施した。
３．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

１件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

８２件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

１件

の件数
６．各機関の特許出願件数

８件（うち国外４件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

２０件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数８件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
これまでに膜タンパク質の新規ラベル化法をはじめとする複数の新規スクリーニング技術を開発
するとともに、4,000 検体を超える市販化合物にない独自骨格を有する化合物を代表機関に提供した。
また、化合物ライブラリーの妥当性評価として実施したいくつかの新規化合物探索において、複数の
標的でリード化合物もしくは動物実験に供することが可能なレベルの化合物を見出すことに成功し、
当初の目標を上回る研究成果を上げることができた。いずれの成果も知的財産権を確保したことで、
得られた知見・技術の今後の産業応用への可能性が期待される。
９．課題内の情報共有・連携体制
《代表機関における化合物ライブラリーの充実への支援》 京都大学が保有する化合物ライブラリー
について、東京大学創薬オープンイノベーションセンターへの登録・保管・配布のために、化合物譲
渡に関わる契約を締結した。2008年度末までに、研究期間開始前までに京都大学が収集した化合物
（6,720件）から3,416化合物の譲渡を完了した。また、2010年度末までに、本プログラム期間中にお
いて合成した化合物（1,340件）から781化合物の譲渡を完了した。また、代表機関におけるgeneralラ
イブラリー構築のための不適当化合物の抽出作業（2007年度）、および、タンパク質間相互作用阻害
剤ライブラリー構築のための基礎文献調査（2010年度）にそれぞれ協力した。
《代表機関における化合物選定の妥当性の検証と制御化合物探索への支援》 化合物ライブラリーの
有用性の実証研究の一環として、東京大学、ファルマデザインとの連携により、２種類のケモカイン
受容体に対して活性を示すことが期待される化合物群についてスクリーニングを実施し、μMレベル
で阻害活性を示す複数のリード化合物を見出すことに成功した。 また、本課題に参画する各分担機
関が保有する研究技術の情報共有・有効活用により、新規フラグメント化合物群を設計し、その中か
ら新規タンパク質制御化合物（Eg5阻害剤）を見出した。
《情報共有・連携体制》 研究討論やスクリーニングデータの共有を会議やメールで随時行うととも
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に、TV会議システムの活用により研究情報の共有を行っている。
１０．他の課題との情報共有・連携
ターゲットタンパク研究への化合物提供は、代表機関へ譲渡した化合物およびそのデータベースを
もとに継続的に実施されている。このうち一部の化合物については、Ｘ線結晶構造解析に利用するた
めの再供給依頼があり粉末資料の提供を行った。
京都大学薬学研究科に設置されている一連の制御化合物探索に利用される施設・設備（プレートリ
ーダをはじめとするスクリーニング機器、構造最適化研究に用いられる分光機器等）は、ファーマコ
ゲノミクス・ケモゲノミクス創薬コアラボとして開放し、プログラム外を含む学内外の研究者が利用
可能である。また、独自化合物を中心とするライブラリー化合物を有効活用し、プログラム外の研究
者との共同研究を数件実施している。
１１．人材育成
本プログラムにより雇用され研究課題に参画した研究者（ポスドク等）は、計８名である。プログ
ラムにおける研究キャリアを活用し、現在、７名が大学（国内６名、海外１名）において、１名が公
的研究機関でそれぞれ勤務している。
また、京都大学薬学研究科では、本プログラムの研究課題の実施を通して、タンパク質構造解析研
究の重要性、これに寄与する制御化合物の価値、さらには、基礎研究の成果から創薬シーズを得るプ
ロセス等、タンパク質研究のさまざまな局面を学部学生・大学院生が実践的・継続的に体験すること
ができるようになった。特に化学系研究室においては、フラグメント化合物の化学合成法の開発のみ
に重点を置くだけでなく、タンパク質制御化合物や機能性分子の分子設計や応用といった幅広い領域
に研究展開が行われるようになった。
こうしたプログラム関連の研究課題および研究設備を活用した人材育成は、今後のプログラムおよ
びプログラム終了後においても継続的に行い、複雑かつ多様な要素技術の集積・統合が求められてい
る我が国におけるライフサイエンス研究を担う人材の研究・教育に有効活用する。
１２．終了までの具体的な見通し
中核機関である東京大学にて整備されている化合物ライブラリーの有効活用とこれから派生する
さまざまな研究活動の支援を実施する。
【Ｇタンパク共役型受容体に対する制御化合物探索に関わる化合物評価基盤技術の確立と実証】これ
までに開発したコイルドコイルラベル化法を用いて、イメージアナライザーを利用した細胞内への移
行および細胞内 pH 変化を指標とした定量評価系の開発を発展させ、GPCR 一般のリガンド探索基盤
技術となるよう実用化を目指す。本法の利用により研究を行う対象をこれまで基礎的検討で用いてき
たアドレナリン受容体からより実践的なケモカイン受容体等へと展開し、化合物ライブラリーを利用
した技術検証を行う。特にこれまでにいくつかのヒット化合物を見出している CXCR7 リガンドの探
索について、東京大学・ファルマデザインとの共同研究によりさらに充実させる。また、既に市販さ
れた蛍光ペプチドの有効活用を通して、他の研究グループや外部機関への技術支援・移転を行う。
【京都大学薬学研究科保有化合物の提供と新規フラグメント化合物群の創製】引き続き市販化合物に
ない新規骨格を有する誘導体を創製し、代表機関・東京大学の化合物ライブラリーの充実に協力する。
ターゲットタンパクプログラムでのスクリーニングから得られたデータや天然物類縁体をはじめと
する生物活性が得られやすい化合物群（タンパク質制御化合物が多く存在する化合物空間にある化合
物群）を合成対象として選択し、ライブラリーの多様性を高める。一方で、生物活性化合物の共通骨
格に見られる分子構造から新たなフラグメント骨格候補構造の設計を行い、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包括的な試薬処理によりタンパク質制御化合物の候補化合物群を
効率的に調製する手法を確立する。これまでの研究により得られた酵素阻害剤等の複数の有望な医薬
品リード化合物について、化合物の結合様式に基づく構造最適化研究を進める。また、ターゲットタ
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ンパク研究や外部機関からの要請に応じて化合物の最適化研究の支援を実施し、フラグメント分子間
の最適化や特許取得可能な新規骨格の化学合成に関わる基盤技術を提供する。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムにおいて開発した膜タンパク質の蛍光標識法に用いられる試薬は、すでに民間企業
（ペプチド研究所）から市販され国内外の研究者に利用されている（共同研究７件）。これにより膜
タンパク質の局在・挙動の多角的な解析が可能となり、各方面での基礎研究への貢献が期待される。
東京大学に提供済みのライブラリー化合物は、いわゆる市販化合物にない独自の分子骨格を有して
おり、ヒット化合物を獲得した時点でそのオリジナリティーの端緒が得られる。これらの化合物から
の創薬研究・分子プローブ創製研究を発展させることにより、我が国独自の研究リソース・基盤技術
を活用した他国では実現できない独自性の高い研究の展開が期待できる。また、これまでの研究によ
り見出された各種ヒット化合物・リード化合物は、今後の構造最適化研究、前臨床研究等を経て、医
薬品シーズとして産業利用が期待される。
分担項目「抗がん剤への展開が期待される制御化合物の探索に適用可能なスクリーニング系の開発
（平成 21 年度末にて終了）」において確立された化合物評価系の一部は、平成 22 年度より文部科学
省科学研究費新学術領域研究「がん研究分野の特性を踏まえた支援活動（化学療法基盤支援活動）」
において、がん治療薬開発のスクリーニング基盤として広く利用されている。今後の共同研究の展開
により産業応用のみならず治療薬開発を通じた医療への貢献が期待できる。
１４．特記事項
（１）研究成果：本研究において確立した膜タンパク質の新規コイルドコイルラベル化法は、他のタ
グ−プローブラベル化法と比較しても、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）多色ラベルのラベル比のコントロールが容易、
などの優れた特徴を持ち、膜タンパク質の生細胞イメージングに最適な手法である。本法は細胞表面
受容体を特異的にラベル可能なため、受容体内在化の観測が容易であり、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。
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、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、多置換キノリン等のドラッグライク複素環化合物の効率的合成法を確立し、リゼルグ酸をはじめ
とする各種医薬品関連分子の合成においてその有用性を実証した。
（２）知的財産権と研究成果の実用化：新規コイルドコイルラベル化法は、産経、日刊工業、日経産
業、京都新聞の各紙にて紹介された。また、国内特許出願・PCT出願も完了し、本法に用いられる蛍
光ペプチドが民間企業から市販され、技術の実用化を実現した。
（３）受賞：研究実施期間中に、本研究に携わる分担研究者が各種学会・学術団体から延べ５件の賞
を受賞した。
１５．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

42,981

48,021

48,899

2,494

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,549

人件費（千円）

10,213

29,736

23,227

0

旅費（千円）

1,506

業務実施費（千円）

39,114

27,474

25,720

39,506

その他（千円）

7,117

間接経費（千円）

27,692

31,569

29,354

12,600

間接経費（千円）

120,000

136,800

127,200

54,600

合計（千円）

試作品費（千円）

合計（千円）
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物品費（千円）

計（左列分類）

35,828

0

101.215

49,000

487,600
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成果報告票（技術開発研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

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／インシリコ
スクリーニング技術

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学創薬オープンイノベーションセンター（旧 生物機能
制御化合物ライブラリー機構）／株式会社ファルマデザイン

機関の代表研究者名

古谷

利夫

１．課題開始時における各機関の達成目標
ターゲットタンパク研究プログラム全体の中で、
「制御」領域の位置づけは下記の通りで、3 つの課題を
設定した。1）化合物ライブラリーの基盤構築。技術開発、2）スクリーニングシステムの技術開発、3）
インシリコアプローチによる制御化合物創製技術である。

（株）ファルマデザインは分担研究機関として、1）と 3）のそれぞれの一部を担当することになった。
具体的には、ターゲットタンパク質の機能を制御する化合物を効率よく見出すために、化合物空間をで
きるだけ網羅し、多様性を考慮した化合物ライブラリー（General および Fragment Library）を構築
することと、精度を改良したドッキング法によるターゲットタンパク質の立体構造に基づくインシリコ
スクリーニングにより、高ヒット率でヒット化合物を見出す制御化合物探索基盤の構築を行うことであ
る。これらは、次の図の 4 つのテーマで示す項目である。
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２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
① 質の高い化合物ライブラリーの構築
ライブラリー化合物（General Library、GL）の化合物空間（Chemical Space）から多様性、
ヒット化合物との類似性などを考慮して化合物を収集した。多様性に加えてイオンチャネルや
PPI 阻害剤にフォーカスした化合物を含めて、平成 22 年度末で合計 209,053 化合物を収集した。
② Focused Library 構築のためのドッキング計算
立体構造情報を利用できる場合には、我々が開発した改良ドッキング法による Consensus
DOCK を用いてインシリコスクリーニングを行い、立体構造情報が無い場合でも、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
を実施した。一方、立体構造情報が全く無い場合には、類似構造タンパク質のリガンド情報を利
用してインシリコスクリーニングを実施した。平成 23 年 5 月末までに実施したテーマは２（２）
の表に示した通りである。
③ Fragment Library の最適化
GL 化合物で集めた化合物の中から Role of 3 による絞り込みを行った化合物に対して LE 値（リ
ガンド効率）および PDB 中の複合体の相互作用情報に基づいた絞り込み、および溶解性の高い
ことを考慮したフラグメント化合物を収集した。
④ インシリコアプローチを導入した制御化合物創製基盤整備および情報プラットフォームとの連携
化合物情報・活性データの取扱を協議し、代表機関である東京大学生物機能制御化合物ライブ
ラリー機構と連携して化合物データベースを構築した。また、情報プラットフォームとは PCI
(Protein Compound Interaction) DB で協力関係にある。
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（２）技術開発の進捗及び成果
① 質の高い化合物ライブラリーの構築
平成 19 年度、20 年度はタンパク質との親和性の高い候補化合物を広く選択し、化合物のクラス
タリングによる代表化合物の収集を行った。平成 21 年度では、生物学的な化合物評価をする研究
者を意識して、まず、第一段階としてアッセイに供する化合物を推薦する目的で 9,600 個からなる
構造多様性と構造活性相関を検討するのに適したセット化合物（Core Library）をデザインした。
また、この中には活性値の指標となる LE を考慮して活性を志向した化合物も収集した。この結果、
平成 23 年 3 月末現在の化合物数は 209,053 化合物である。
平成 22 年度は、研究者がこのライブラリーを活用するために、目的とする標的に対して、結合
活性などが期待される化合物を効果的に抽出することができれば、ライブラリーの有用性が増すこ
とになると考えられるので、ライブラリーの化合物に対して、既知活性化合物との類似性に基づく
情報を注釈（アノテーション）として、付加したケミカルゲノミクスのデータベースを作成した。
② Focused Library 構築のためのドッキング計算
これまでに取り組んだテーマとその手法ならびに状況の一覧を示す。

ASK1 阻害剤探索では、新規な骨格を有する化合物を見出すことに成功し論文投稿した。ALK 阻
害剤探索では、IC50 値で数十 nM の強い阻害活性を有する化合物を複数得ることに成功し、論文投
稿した。平成 22 年度から取り組んでいる CXCR7 アンタゴニスト探索では、インシリコスクリーニ
ングを完了し、アッセイの結果多数のヒット化合物が見出されている。同じく平成 22 年度から取
り組んでいる CXCR4 アンタゴニスト探索では、GPCR である CXCR4 とリガンドの複合体構造モ
デルを検討中で、今後、この構造モデルに基づいてアンタゴニストをデザインしていく。
③ Fragment Library の最適化
PDB に登録されている構造のうち、低分子化合物が相互作用している複合体の構造を解析して、
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General Library に存在するフラグメント化合物の中から各アミノ酸と相互作用に頻出するフラグ
メント化合物 1739 個とその頻度をまとめた。このフラグメント化合物を「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」（医薬 B4）に適用した。
この研究では、セマフォリンファミリーのうち、Semaphorin 6A – Plexin A2 （Sema6A – PlxnA2）の
相互作用を阻害する化合物を探索することを目標としている。そこで、Sema6A – PlxnA2 相互作用
の結合部位を解析したところ、低分子化合物が相互作用し得るような空間は PlxnA2 側にあると判
断した。PlxnA2 の結合ポケットを構成するアミノ酸残基と相互作用をする可能性のあるフラグメ
ント 647 化合物を選択した。リアルタイム PCR 法によるアッセイの結果、4 化合物のヒットが確認
された（ヒット率 0.62%）。アッセイは、この他に Core library から選択した 258 化合物、Glide を使
用した Docking 計算により選択した 55 化合物についても実施し、それぞれ 1 化合物のヒットが確
認された。統計的な議論をするには数が少ないが、単純にヒット率で言えば Docking の方が優って
いた（ヒット率 1.82%）が、Core library からの選択（ヒット率 0.39%）よりは優っていた。
④ インシリコアプローチを導入した制御化合物創製基盤整備および情報プラットフォームとの連携
制御内で構築した General Library について、化学構造情報の他に物性値や活性値を格納する DB
を構築し、東京大学創薬オープンイノベーションセンターに移植した。また、情報プラットフォ
ームで構築した PCI DB について、ユーザーの立場からのコメントおよび要望を伝えるなどの情
報交換を行った。
３．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

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

0件

の件数
６．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

12 件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
100%

９．課題内の情報共有・連携体制
研究代表機関の東京大学創薬オープンイノベーションセンター（発足時は生物機能化合物ライブラリー
機構）とは、理研を含めて必要に応じて進捗会議を実施し、連携して化合物ライブラリーをデザインし
た。ジェネラルライブラリー以外のイオンチャネルなどのフォーカストライブラリーでは設計思想など
を議論して進めた。さらに、最近ニーズの高い PPI（タンパク質間相互作用）を阻害する化合物のライ
ブラリーに関しては、他の分担研究機関にも協力を求め、文献調査を徹底して阻害剤情報を収集し、こ
れらの類似化合物を収集した。
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１０．他の課題との情報共有・連携
研究代表機関の東京大学創薬オープンイノベーションセンターが個別課題とのミーティングを調整し、
方針を協議した。
１１．人材育成
弊社は民間企業として、ターゲットタンパク研究プログラムを創薬に繋げるための研究支援を行った。
学部生、大学院生、ポスドクを特に受け入れて研究を推進することはなかった。
１２．終了までの具体的な見通し
General Library については、創薬に有用なさまざまな情報を付加しアノテーションの充実に注力する。
例えば、ターゲットタンパク質には 3 次元立体構造が PDB に登録されているものに frag をたてリガン
ド情報も付記する。また本プログラムがタンパク質の立体構造情報の活用に重点を置いているので、
ChEMBL で行っているように、ターゲットファミリーの階層分類を行う。また、創薬に関連するターゲ
ットを見出しやすくするために、関係する疾患名を付記することにも取り組みたい。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
以下のような点で、創薬において、より効率のよいヒット化合物の探索が可能となる。
1) 充実したアノテーション情報を持つ化合物ライブラリーより、たとえば、ターゲットが与えられ
た時、活性を持ちうるような化合物をその中から選別することができるようになる。それによって、
ターゲットに対するアッセイの効率化が図れるようになる。
2) ターゲットのアミノ酸との相互作用情報にもとづく Fragment Library は、ユニークなものであり、
作用するアミノ酸がわかっている場合は、特に効率よくヒット化合物を提示できると考えられる。
１４．特記事項
Fragment Library の最適化では、活性化合物の部分構造がどのようなアミノ酸残基と相互作用しやす
いかについての傾向性を明らかにした。この情報は、活性を持つ化合物の活性をより高めるための構
造展開に活用できる。
また、インシリコ技術をより多くの研究機関に周知することができた。本プロジェクト参加者は構造
生物学の分野の研究者が多く、その研究成果の有力な応用分野は創薬である。本プロジェクト終了後
も様々な研究分野の研究者がインシリコ分野を利用し、創薬のシード探索に活用し、日本の創薬力の
底上げを期待したい。

１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

5,090

1,016

600

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

19,422

25,667

28,736

26,663

旅費（千円）

業務実施費（千円）

29,628

36,627

32,940

32,199

その他（千円）

間接経費（千円）

14,715

20,216

18,808

17,838

間接経費（千円）

合計（千円）

63,765

87,600

81,500

77,300

合計（千円）

825

２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

計

0
37,829
0
31,171
0

71,577

69,000

379,165
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成果報告票（技術開発研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

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

機

関

名

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

代 表 研 究 者 名

菅原

秀明

１．課題開始時における達成目標
情報プラットフォーム（以下、情報 PF）は、ターゲッ
トタンパク研究プログラム内のターゲットタンパク研究
課題と技術開発３領域（生産・解析・制御）の研究拠点な
らびに情報 PF 自身の成果情報を集約し、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、プログラ
ム外への適切な情報発信を実現する。右図に、情報 PF に
よるプログラム外の研究情報を含む研究情報の集約・獲得
から、情報共有ならびに多様なコミュニティーへの情報公開への流れをまとめた。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
情報共有：非公開情報も含む研究成果 DB、ビームタイ
ム予約システム、ビームライン情報システムおよび共
有ポータルサイトの構築運用によって実現した。評価
のためのリストや指標を生成する機能も実現した。
情報発信：公開可能な研究成果を構造化・標準化して
集約したアトラス、PREIMS ならびに公開ポータルサイトの構築運用によって実現した。加えて、公開
シンポジウム、産学懇談会、高校生ワークショップなどの開催、YouTube の利用、産学官向けのパンフ
レット、一般向けのリーフレット、ニュースレターなどの配布によって成果の普及に努めた。
タンパク質研究を支援する情報資源を情報 PF 自ら構築（右上図では「技術開発研究」のボックスに包
含される）
：日米欧のアミノ酸配列データベースを集約したデータベース（CASA db）
、アミノ酸配列か
らタンパク質の構造・機能を推定するオンデマンド解析システム（FUJI db）、タンパク質－化合物相互
作用の情報を集約したデータベース（PCI db）、ならびに有用なサイトを分類して短評を付けたリンク
集（TP リンク）を構築し、D1 課題の成果であるタンパク質複合体構造推定（ToSY）と共に公開。
（２）技術開発の進捗及び成果（前項の図参照。データ件数などの詳細は各機関の成果報告票参照）
１．研究成果の集約
１）研究の進捗を公開ポータルサイト（http://www.tanpaku.org/）に集約（H19 年 10 月に運用開始）
x

継続的に改良を加えてきたが現行サイトは、階層を浅くして多様なコンテンツの一覧性を高めた構
造をとっている。3 カラム構成の左カラムにターゲットタンパク研究課題紹介ページへの直行メニ
ューを配置し、右カラムにサイト内検索、問い会わせ窓口、論文数/PDB 登録・公開数/特許申請数
一覧表へのメニュー、技術開発課題の紹介ページへの直行メニュー、情報検索・解析メニューを配
置し、幅の広い中央カラムにてプログラム内外の動向を紹介している。
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中央カラムの項目構成：プログラムの最新動向を紹介する「お知らせ・トピックス」；毎週水曜日
に PDB を精査してプログラム由来の新規構造を集約している「TP 構造ギャラリー」
；タンパク 3000
の成果を追跡調査した結果である「タンパク 3000 構造ギャラリー」
；事務局への通知と新聞報道や
拠点機関の Web サイトのチェック結果を併せて集約した「TP プレスリリース」
；各ジャーナルの電
子版などを日々確認して集約した各課題の発表論文を速報する「TP 論文オンライン」
；構造生物学
に関連する論文・記事を日々幅広く集約し選択して速報する「タンパクニュースウオッチ」

２）非公開情報は共有ポータルサイト（公開ポータルサイトからログイン）に集約
x

研究成果 DB：公開と非公開を問わずに各課題の成果を登録・蓄積・検索・閲覧・集計可能とする
システム群の総称。利用者権限に応じて研究実施者による登録が可能であるが、情報 PF による代
行登録も行った。H22 年度の内部評価の際には、情報 PF が研究成果 DB から論文リスト、特許出
願リストおよび PDB エントリーリストを用意して各課題にチェックを依頼した。

x

ビームタイム管理システム：SPring-8 ならびに Photon Factory と共同で、両施設のビームラインの
一括申請・審査・承認システムを構築し平成 21 年 4 月以来安定に運用してビームタイム割り振り
の効率化に貢献した。

x

ビームライン情報システム：SPring-8 ならびに Photon Factory と共同で両施設のビームラインでの
実験情報を対象とする LIMS を実現した。実験情報の記述を構造化・標準化して研究成果 DB にフ
ァイルとして登録し、次項の PREIMS にも送信して実験情報の再利用を可能にした。

x

ビームタイム管理システムとビームライン情報システムはこれまでプログラム内公開であったが、
今後のプログラム外への展開を視野に入れて、PREIMS と研究成果 DB（進捗 MS）との間における
情報の流れと各システムの操作の理解を助ける動画マニュアルを作成し YouTube の TargetTanpaku
チャンネル（http://www.youtube.com/user/TargetTanpaku?gl=JP）で公開した。

３）研究成果の詳細を DB に集約
x

蛋白質実験情報マネージメント・システム（PREIMS: PRotein Experimental Information Management
System）：技術開発研究課題と連携して、クローニングから構造と機能の解析同定までのフローの
各フェーズにおける実験プロトコルを集約した。オントロジーを構築して標準の形式でノウハウま
で含む詳細情報を集約した PREIMS によって、技術開発研究の成果である先端的実験手法の普及を
加速することを期待できる。また、実験プロトコルに加えて、前項のビームライン情報システムか
らネットワーク経由で取得した実験情報を DB 化し、実験プロトコルと実験情報の相互参照を可能
とした。PREIMS は、H21/3〜H23/5 の間に 68,669 ページ閲覧された。

x

eSOL（Solubility database of all E.coli proteins）
：再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて大腸
菌の全てのタンパク質を発現させた際の凝集の度合い（可溶率）と合成量を集約した（生産領域
PPC1 課題上田研究室と共同で開発）

x

オートファジーDB：オートファジーのタンパク質として実験で検証済みのタンパク質とオーソロ
グならびにホモログを収録し、関連論文を日々追加更新している（基本的生命 FBA3 課題ならびに
プログラム外のオートファジー研究グルプの協力を得て開発）

x

トリパノソーマ DB：トリパノソーマに関するタンパク質ならびに阻害剤を集約し、関連論文を日々
更新している（医学薬学 MPA5 課題と共同で構築）

x

ネットワーク DB：ターゲットタンパク研究 35 課題の協力を得て構築した DB。各研究対象の反応
経路を Cell Illustrator で描いた graphical summary、研究課題の背景、特徴、実施者などをテキスト
で記述した general summary ならびに経路に登場するタンパク質と化合物や、関連論文の情報を統
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合した tabular summary で構成した。研究の進展に応じて随時改訂してきたが、DB の内容をより良
く表現するために、この DB を平成 22 年 10 月以来ターゲットタンパク研究アトラス（TP Atlas）
と呼ぶことにし、その動画マニュアルを作成して YouTube の TargetTanpaku チャンネルから公開し
た。その後、同じ枠組みを技術開発研究課題に適用した技術開発アトラス（Advanced Technologies
Atlas、以下 AT Atlas）の構築も進めている（年内公開予定）
。
４）統合検索システムの構築
平成 22 年度までに構築した DB 群を平成 23 年度に統合検索可能とした。統合検索機能に関連して、
前述第 2）項の成果にならって、情報 PF 全体における情報の流れと各サブシステムの利用法の理解を
助ける動画マニュアル作成を進めている（年内公開予定）
。
２．研究成果の発信
公開ポータルサイトの利用は年々増加している。平成 22 年度の年間訪問者数（ユニーク IP 数）/訪問
数が 23,166 人/81,828 回に達し、平成 23 年 5 月の月間訪問者数/訪問件数は、計画停電期間の落ち込み
から回復して過去最高となり 3,500 人/8,000 件を超えた。プログラムの研究実施者数がおよそ 700 名で
あることから、プログラム外からのアクセスが多数を占めていると推定できる。また、IP アドレスから
判断すると、その約 60%が産業界など、40%程度がアカデミアや政府機関である。
平成 19 年度から毎年行っている公開シンポジウムの参加者数も回を追って増加し、平成 21 年度は会
場の限界に達した（564 名）。参加者のほぼ 50%が企業や一般の参加者である。なお、平成 22 年度は東
日本大震災のためシンポジウム途中で解散した。
３．研究支援情報資源の整備
x

配列 DB（CASA: Comprehensive Amino Acids Sequences Annotated database）
：UniRef、NCBI NR、DDBJ
DAD などから網羅的に取得したアミノ酸配列 2,000 万件を超える和集合に対して、種々のデータベ
ースを参照してアノテーションを付与した。次項 FUJI DB と統合して、既知アミノ酸配列に基づく
迅速アノテーションとアミノ酸配列解析による新奇配列へのアノテーション付与を実現した
（http://sqpr-web.genes.nig.ac.jp/casafuji/casafuji.html）。

x

構造・機能 DB：利用者が与える任意のタンパク質のアミノ酸配列に対し、配列の類似性のみなら
ず立体構造情報も考慮して機能予測を行い、結果を 2 次元ならびに 3 次元表示する。配列の特徴分
析に加え立体構造や天然変性（intrinsically disordered）領域も高速で予測する。オンデマンド解析
（FUJI: Functionally Annotated Japanese Protein Structural Information database）として公開している。

x

TP リンク：タンパク質の配列、構造、解析技術等に関するサイトと、タンパク質の構造や相互作
用等を解析するツールのサイトに短評を付け、サイトが提供する機能の観点で分類整理して提供。
また、随時サイトの追加更新をしている。

x

化合物 DB：研究対象となっているタンパク質と相互作用する化合物の発見を支援するタンパク質
‐化合物相互作用 DB（PCI DB）の観点で構築した。PubChem（Bioassay のデータ）、DrugBank、
Comparative Toxicogenomics DB および ChEMBL を集約し、タンパク質と化合物の双方向検索を実
現した。タンパク質ファミリーや化合物の構造情報からの検索の年内実現を予定している。

x

複合体構造推定：アミノ酸配列からタンパク質単体の構造を予測し、タンパク質単体の立体構造か
ら複合体の構造を推定する（情報課題 D1 の成果を平成 22 年 9 月公開ポータルサイトから公開）。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

該当なし
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PDB 登録の有無にかかわらず構造解析したタ

CASP9（9th Community Wide Experiment on the Critical

ンパク質数

Assessment of Techniques for Protein Structure
Prediction）におけるホモロジーモデリング数 126 件

４．課題全体の論文発表件数

12 件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

41 件【詳細は各機関の成果報告票に記載】

の件数
６．課題全体の特許出願件数

該当なし

７．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

87 件（プログラム内 66 件、プログラム外 21 件）【詳

ログラム内外含む）

細は各機関の成果報告票に記載】

８．当初計画に対する達成度
情報の共有と公開のために企画した情報システム群をプログラムの展開に即して構築・運用した。ま
た、情報共有、情報公開ならびに情報検索・解析のシステムはコミュニティーにとって有用な情報資源
となりつつある。事実、公開サイトの訪問者数が増加を続け、また、第 3 者が Wikipedia に記載したオ
ートファジーDB はその後急速にアクセスが増加している。これは言い換えると、各システムの利用を
のばす余地がまだまだ残っているとも言える。総合して、当初計画の 90%を達成したと判断している。
９．課題内の情報共有・連携体制
構築運用の方向性、情報技術などの課題内情報共
有と連携は、頻繁な電子メールのやりとりと、ビデ
オ会議も利用した情報 PF 班全体会議や情報 PF 運営
委員会で実現した。
【具体的連携の事例】事務局、日立製作所、遺伝研
と共同で、研究課題と研究実施者の DB を構築運
用；遺伝研と事務局が共同して公開ポータルサ

情報 PF 課題内の連携の概要

イトを構築運用；遺伝研によるビームタイム管
理システムの構築と事務局による運用；シングルサインオンを含むポータルサイト構築、CASA、FUJI、
AT Atlas ならびにビームライン情報システム構築における阪大との連携；旧課題 D1 と共同で TP リンク
を整備し、また D1 の研究成果を公開ポータルサイトから公開。
１０．他の課題との情報共有・連携
【詳細は各機関の成果報告票を参照】
・ ターゲットタンパク研究ならびに技術開発研究の各課題と協力して各種データベースを構築した
（例

TP Atlas、AT Atlas、PREIMS など）。

・ プログラム外の研究グル―プとの情報共有・連携によってツールやデータベースを構築した（例
オートファジーDB、PREIMS など）
・ 多くのツール・データベースにおいてプログラム外のツール・データベースとの連携を実現した。
・ プログラム内外のモデル構造解析に協力した。
１１．人材育成
プログラム各課題の研究成果ならびに構造生物学一般の成果を集約して多様な利用者に提供するキ
ュレーションあるいはタンパク質の構造と機能の解析に関する知識・技術・経験を持って、創薬等支援
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技術基盤プラットフォームに貢献することを期待できる。
１２．終了までの具体的な見通し
・ ターゲットタンパク研究課題からの研究成果開示が極大に達する最終年度において、情報共有と情
報発信を円滑に進めるために、これまで以上に知的集約作業を行う。
・ 広く一般のタンパク質関連研究の情報基盤として、これまでに構築した DB のコンテンツと情報検
索・解析システムの機能を更新・拡充する。
・ 学会発表や学術雑誌への発表によって情報 PF の利用拡大を図る。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用等に与える効果について
・ 情報 PF は２つの面で科学技術発展と産業応用に貢献しうる。第 1 に、タンパク質研究にかかる最
先端技術と研究成果を届けるメディアとして機能する。特に、当該分野への新規参入者や、当該分
野の周辺領域の研究開発にとって有用である。第 2 に、タンパク質化合物相互作用探索や複合体構
造予測などの情報解析の精度を上げていくことで、研究開発の効率化をもたらすことができる。
・ 情報 PF の仕組みならびに集約した公開可能なコンテンツは広く一般の利用に供する。一方で、ク
レジットを確保すべく必要に応じて Creative Commons のライセンス表示を活用する。
１４．特記事項：本稿で【平成 21 年度中間評価（外部評価）結果】への対応状況を述べる
【情報共有・公開についてプログラム全体で取組むべき】推進委員会、運営委員会、交流会で議論
【偏ったシステム開発を避けるべき・利便性の検証が必要】上記委員会や情報 PF 運営委員会での議論
ならびに各種学会のポスター発表などでの情報収集を活かしながら開発を進めた。ターゲットタンパク
研究の全ての課題についてアトラスを作成・公開し技術開発研究課題についても全課題についてアトラ
スを作成（年内公開予定）。各 DB や解析システムの訪問者数と訪問件数も見ながら機能向上を検討。
【予算規模の妥当性】平成 22 年度に班を再構成して予算圧縮。また、サービスの優先順位を検討して
大規模データや高速解析に必要なサーバ増強を平成 21 年度で停止。
【PREIMS に対する指摘と技術利用支援の強化】一般の利用者が、SAIL 法等の技術開発研究領域の成
果を検索・表示できるように、分かり易いシステムへと改良した。特に、日本語による検索を実現し、
アニメーションを活用したマニュアルを作成。データ登録についても、実験研究者からのヒアリング結
果に基づいて簡易化を進めた。利用支援については、PREIMS へのリンクを含む AT Atlas（年内公開予
定）によって、入門的パンフレットと高度に専門的な PREIMS のギャップを埋めることを目指している。
【開発した DB などの開示】Creative commons のライセンスに則って開示を進めている。
【個別マネジメントシステム（LIMS）の実現】SPring-8 および Photon Factory において行われた X 線結
晶構造解析実験の結果をネットワーク経由で取得した後に、標準フォーマットへと構造化してアーカイ
ブし、オンラインで再利用可能とした。
１５．研究費一覧

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

69,060

16,625

10,791

2,238

0

0

0

0

人件費（千円）

59,444

90,135

82,201

84,850

業務実施費（千円）

181,660

140,252

137,712

143,130

間接経費（千円）

72,554

59,556

54,665

54,767

合計（千円）

382,718

306,568

285,369

284,985

830

２３年度
物品費（千円）

2,249

人件費・謝金（千円）

80,348

業務実施費

122,320

合計（千円）

204,917

計

1,464,557
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成果報告票（技術開発研究・各機関）
課

題

名

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

機

関

名

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

代 表 研 究 者 名

菅原

秀明

１．課題開始時における各機関の達成目標
国立遺伝学研究所（以下、遺伝研）は、ターゲット
タンパク研究プログラム内のターゲットタンパク研
究課題と技術開発３領域（生産・解析・制御）の研
究拠点ならびに情報 PF 自身の成果情報を集約し、事
務局機能と連動して、プロジェクト内での情報共有
と、プログラム外への適切な情報発信を実現する情
報プットフォーム（以下、情報 PF）を構築運用する。
右図に、情報 PF によるプログラム内外の研究情報の
集約から提供までの流れを示す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
情報共有：非公開情報も含む情報共有を、共有ポータルサイト、研究成果 DB、ビームタイム予約シス
テム、ビームライン情報システムによって実現した。また、評価のためのリストや指標を生成する機能
を実現した（右下図 PREIMS は阪大の分担課題）
。
情報発信：公開ポータルサイトと研究成果を構造化・標準化して集約したデータベース（以下、DB）
群の構築運用、各種学会・公開シンポジウム・産学懇談会・講習会における講演、高校生を対象とする
ワークショップ実施、YouTube への TargetTanpaku チャンネルの設置などによって、情報発信に努めた。
タンパク質研究を支援する情報資源を情報 PF 自ら
構築（右下図では「技術開発研究」のボックスに包
含される）：日米欧のアミノ酸配列 DB を集約した
CASA db、アミノ酸配列のオンデマンド解析システ
ム FUJI db、タンパク質－化合物相互作用の情報を
集約した PCI db、ならびに有用なサイトを分類して
短評を付けたリンク集（TP リンク）を構築・公開
した。
（２）技術開発の進捗及び成果（項目（１）の図を参照、テキスト中で【アルファベット】をふった事
項については別紙に補足説明図または表を掲載）
１．研究成果の集約
１）研究の進捗を公開ポータルサイト（http://www.tanpaku.org/）【A】に集約（H19 年 10 月開始）
x

お知らせ・トピックス（H19 年 10 月開始）：プログラムからのお知らせ累計 90 件掲載

x

TP 構造ギャラリー（H21 年 11 月開始）
：毎水曜日に PDB を確認してプログラム由来の PDB エント
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リー累計 276 件を集約・速報。タンパク 3000 の成果については追跡調査をして PDB エントリー3,677
件を構造ギャラリーに集約し、痛風・高尿酸血症治療薬に結実した複合体構造解析を含む重要な研
究成果 53 件をリストアップ。また、生物種、酵素分類および解析方法の統計情報も表示【B】。
x

TP プレスリリース（H20 年 6 月開始）
：事務局への通知と新聞報道や拠点機関の Web サイトのチェ
ック結果を併せて、プログラム由来のプレス発表 49 件を集約・速報

x

TP 論文オンライン（H20 年 12 月開始）：各ジャーナルの電子版などを日々確認して、プログラム
由来の発表論文累計 536 件を集約・速報。

x

構造生物学に関連する論文や記事を日々集約・選択してタンパクニュースウオッチとして速報。

x

論文、PDB エントリーならびに特許申請の動向を表示【C】

２）非公開情報は共有ポータルサイト【D】（公開ポータルサイトからログイン）に集約
x

研究成果 DB：課題と研究実施者の DB に設定された利用者権限に応じて操作を制御することで、
非公開情報も含めて各課題の成果を登録・蓄積・検索・閲覧・集計可能とするシステム群の総称【E】。
H22 年度の自己点検の際には、研究成果 DB から出力された論文・PDB エントリー・特許出願のリ
ストを各課題がチェックして報告するサイクルが動いた。

x

ビームタイム管理システム：SPring-8 ならびに Photon Factory と共同で、両施設のビームラインの
一括申請・審査・承認システムを構築し平成 21 年 4 月の募集から運用した。H21 年度 77 件、H22
年度 164 件のビームタイム利用申請の効率的調整に貢献し、新規ビームライン追加にも対応した。

x

ビームライン情報システム：前述両施設における実験情報を XML として構造化し、オンラインで
研究成果 DB に登録しかつ分担機関阪大が開発運用している PREIMS に送信する LIMS を構築した。

x

ビームタイム申請からビームライン実験情報の取得までの情報の流れと関連システムの利用法を
動画マニュアルとして表現し YouTube の TargetTanpaku チャンネルから公開【F】

x

セマンティック Web 技術を応用して、多様な切り口でのプロジェクト関係図を生成可能にした（年
内に共有サイトで公開予定）【G】

３）研究成果の詳細を DB に集約
x

eSOL（Solubility database of all E.coli proteins）
：再構築型の試験管内タンパク質合成系を用いて発現
させた大腸菌全タンパク質の可溶率と合成量を集約（生産領域 PPC1 課題上田研究室と共同で開発）

x

オートファジーDB：真核生物 81 種のオートファジーに関わる 7,444 タンパク質を収録し、種間の対
応関係、配列・立体構造・機能・天然変性領域などの情報を付加し【H】
、機能グループごとの閲覧を可
能にした。プログラム外データとともに更新継続。（基本的生命 FBA3 課題の協力を得て開発）

x

トリパノソーマ DB：トリパノソーマに関するタンパク質 17 種と 38,117 編の論文書誌情報を集約。
阻害剤の検索も実現。プログラム外データとともに更新継続。
（医学薬学 MPA5 課題と共同で構築）

x

ネットワーク DB：ターゲットタンパク研究 35 課題の協力を得て構築した DB。各研究対象の反応
経路を Cell Illustrator で描いた graphical summary、研究課題の概要をテキストで記述した general
summary ならびに経路に登場するタンパク質と化合物の情報を統合した tabular summary で構成。平
成 22 年 10 月からはターゲットタンパク研究アトラス（Targeted Proteins Research Atlas、以下 TP
Atlas）と呼ぶことにした。平成 23 年度には TP Atlas の動画マニュアルを作成して YouTube の
TargetTanpaku チャンネルから公開した【I】。その後、同じ枠組みを技術開発研究課題に適用した技
術開発アトラス（Advanced Technologies Atlas、以下 AT Atlas）の構築も進めている【J】
（年内公開）。

４）統合検索システムの構築
平成 22 年度までに構築したサブシステム群を対象とする一括検索システム【K】の開発を進めてお
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り、年内に一般公開する予定である。本システムには検索支援として、ライフサイエンス辞書を組み込
むことで利用者が当初入力したキーワードを変更あるいは展開することを可能にした。
２．研究成果の発信
公開ポータルサイトの利用は年々増加している。平成 22 年度の年間訪問者数（ユニーク IP 数）/訪問
数が 23,166 人/81,828 回に達し、平成 23 年 5 月の月間訪問者数/訪問件数は、計画停電期間の落ち込み
から回復して過去最高となり 3,500 人/8,000 件を超えた。プログラムの研究実施者数がおよそ 700 名で
あることから、プログラム外からのアクセスが多数を占めていると推定できる。また、IP アドレスから
判断すると、その約 60%が産業界など、40%程度がアカデミアや政府機関である。
３．研究支援情報資源の整備
x

配列 DB（CASA: Comprehensive Amino Acids Sequences Annotated database）
：UniRef、NCBI NR、DDBJ
DAD などから網羅的に取得し非冗長化したアミノ酸配列にその時点で最新の参照 DB を使ったア
ノテーションを付加。平成 21 年度版で 1,300 万件超の DB を、平成 22 年度版で 2,100 万件余りの
DB を公開【L】。およそ 300 万件の新規配列を含む平成 23 年度版を年度内に公開予定。

x

構造 DB：任意のアミノ酸配列に対して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
短時間で提供する類例のないオンデマンド解析（FUJI: Functionally Annotated Japanese Protein
Structural Information database）として平成 21 年 3 月に公開【M】。その後、単独で一定の立体構造
を取る領域と、単独では決まった構造を取らない天然変性領域を高精度で分割する機能も付加。

x

配列 DB (CASA db) と構造 DB(FUJI db)を融合させた CASA-FUJI db も開発し提供。融合 db では、
CASA db に登録されているアミノ酸配列に相当するタンパク質に対しては CASA db からの情報を
直ちに表示するとともに、FUJI db によって最新情報を付加しその結果を表示する。CASAS db 未登
録のアミノ酸配列をもつタンパク質に対しては、FUJI db の解析結果を提供する。本システムは
http://sqpr-web.genes.nig.ac.jp/casafuji/casafuji.html で公開しているが、年内に公開ポータルサイト情
報検索・解析のメニューとして組込む。

x

TP リンク：タンパク質の配列や構造、解析技術等の DB 76 件のサイトとタンパク質の構造や相互
作用等を解析するツール提供サイト 170 件を機能の観点で分類整理し、それぞれに短評を付けたリ
ンク集。平成 22 年度には新規サイトの追加とともに、サイト全件を手動で再確認して、URL アド
レスの変更や短評に必要な修正を加えた。

x

タンパク質－化合物相互作用 DB（Protein-Compound Interaction (PCI) db）：化合物ライブラリ
の DB に替えて、一般公開されている大規模あるいは特徴がある化合物関連 DB から PCI の情報を
集約して、タンパク質と化合物の双方向検索を可能とした。対象 DB は、PubChem（化合物の
BioActivity スクリーニングのアッセイ結果）、DrugBank（FDA 認可済み薬剤などとターゲットタ
ンパク質の情報）、CTD（Comparative Toxicogenomics Database：化合物－遺伝子/タンパク質－
疾患の関係を文献から専門家が抽出）ならびに ChEMBL（生理活性化合物のデータ）である【N】。
また、KEGG DB（京都大学）と MeSH DB （米国 NCBI）の情報も組込んだ。集約対象とし

ている 4 種の DB のバージョンアップに対応して随時更新している。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

該当なし

PDB 登録の有無にかかわらず構造解析したタ

該当なし

ンパク質数
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４．各機関の論文発表件数

7件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

23 件

の件数
６．各機関の特許出願件数

該当なし

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

63 件（プログラム内 55 件、プログラム外 8 件）

グラム内外含む）
８．当初計画に対する達成度
情報の共有と公開のために企画した情報システム群をプログラムの展開に即して構築・運用した。ま
た、情報共有、情報公開ならびに情報検索・解析のシステムはコミュニティーにとって有用な情報資源
となりつつある。事実、公開サイトの訪問者数が増加を続け、また、第 3 者が Wikipedia に記載したオ
ートファジーDB はその後急速にアクセスが増加している。これは言い換えると、各システムの利用を
のばす余地がまだまだ残っているとも言える。総合して、当初計画の 90%を達成したと判断している。
９．課題内の情報共有・連携体制
構築運用の方向性、情報技術などの課題内情報共有と連携は、頻繁な電子メールのやりとりと、ビデ
オ会議も利用した情報 PF 班全体会議や情報 PF 運営委員会で実現した。
【具体的連携の事例】事務局、日立製作所、遺伝研と共同で課題と研究実施者の DB を構築運用；遺伝
研と事務局が共同して公開ポータルサイトを構築運用；遺伝研によるビームタイム管理システムの構築
と事務局による運用；シングルサインオンを含むポータルサイト構築、CASA、FUJI、AT Atlas ならび
にビームライン情報システム構築における阪大との連携；旧課題 D1 と共同で TP リンクを整備し、ま
た D1 の研究成果を公開ポータルサイトから公開。
１０．他の課題との情報共有・連携
【プログラム内課題との情報共有・連携】
x

SPring-8 ならびに Photon Factory と共同で、ビームタイム予約システムを構築運用し、また、ビー
ムライン情報システムを構築して、X 線結晶解析実験結果データをオンラインで情報 PF へとアー
カイブ可能に。

x

ターゲットタンパク研究 35 課題と連携して、TP Atlas を構築運用

x

技術開発研究分野と連携して、生産領域が開発した 11 件の実験プロトコル、解析領域の 3 種類の
実験手法ならびに制御領域の AT Atlas を構築し、AT Atlas と PREIMS の連携も実現（年内完成予定）

x

生産領域 PPC1 課題上田研究室と共同で大腸菌全タンパク質の可溶率 DB である eSOL を構築運用

x

基本的生命 FBA3 課題と共同でオートファジーDB を構築運用

x

医学薬学 MPA5 課題と共同でトリパノソーマ DB を構築

x

PCI の機能を株式会社ファイルマデザイン（制御領域の分担機関）と連携しながら設定した。

【プログラム外との情報共有・連携】
x

産業総合研究所の野口保副センター長の協力を得て、CASA db と Poodle の連携を実現

x

DBCLS/NBDC の畠中秀樹研究員により、eSOL が TogoProt（http://lifesciencedb.jp/togoprot/）の
検索対象に包含された。

x

前橋工科大学の福地研究室と共同で、天然変性領域と構造領域を正確に予測できる DICHOT を FUJI
db に組込んだ。

x

理研サイネスの蛋白質統合データベースと情報 PF のタンパク 3000 構造ギャラリーなどとの連携を

834

情報Ｃ１－Ａ
実現（年内公開予定）
x

オートファジーDB は、プログラム外の大阪大学吉森保研究室、東京医科歯科大学水島昇研究室、
前橋工科大学の福地研究室とも共同して構築した。

１１．人材育成
プログラム各課題の研究成果ならびに構造生物学一般の成果を集約して多様な利用者に提供するキ
ュレーションあるいはタンパク質の構造と機能の解析に関する知識・技術・経験を持って、創薬等支援
技術基盤プラットフォームに貢献することを期待できる。
１２．終了までの具体的な見通し
x

ターゲットタンパク研究課題からの研究成果開示が極大に達すると最終年度において、情報共有と
情報発信を円滑に進めるために、これまで以上に知的集約作業が行う。

x

広く一般のタンパク質関連研究の情報基盤として、これまでに構築した DB のコンテンツと情報検
索・解析システムの機能を更新・拡充。

x

学会などでの発表や動画マニュアルの拡充と YouTube 掲載などによって情報 PF の利用拡大を図
る。

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用等に与える効果について
x

情報 PF は２つの面で科学技術発展と産業応用に貢献しうる。第 1 に、タンパク質研究にかかる最
先端技術と研究成果を届けるメディアとして機能する。特に、当該分野への新規参入者や、当該分
野の周辺領域の研究開発にとって有用である。第 2 に、構造・機能予測やタンパク質化合物相互作
用探索などの情報解析の精度を上げていくことで、研究開発の効率化をもたらすことができる。

x

情報 PF を先駆けとしてプロジェクト運用管理のデジタル化が進展することを期待する。学会発表
申込や学術論文投稿についてはすでに、審査を経て発表・出版までインターネットを介して一貫し
てデジタル処理される場合が増えている。各種プロジェクトについても、PC で作成したデジタル
ファイルを印刷物で報告し、印刷物から情報を抽出してデータベース化するといった迂回をするこ
となく、募集・審査・開始・終了までの報告などをデジタルの世界で完結させることによって、プ
ロジェクトの効率化と成果の迅速開示を実現できる。

１４．特記事項
x 研究成果の新しい表現方法を提示した（TP Atlas, AT Atlas, プロジェクト関係図）
x 大規模プロジェクトの運営支援システムを構築した（課題・実施者 DB、研究成果 DB など）
x 任意のアミノ酸配列に対して構造・機能予測とともに新奇構造領域と天然変性領域の範囲を短時間
で提供するシステムを構築した（CASA-FUJI db）
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

50,493

13,818

9,975

1,520

0

0

0

0

人件費（千円）

11,486

30,566

31,236

24,374

旅費（千円）

24,424

業務実施費（千円）

44,175

54,986

48,786

88,106

その他（千円）

83,576

間接経費（千円）

31,846

29,810

26,999

34,200

間接経費（千円）

合計（千円）

138,000

129,180

116,996

148,200

合計（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

計

2,000
0

0
110,000

642,376

情報Ｃ１－Ｂ

成果報告票（技術開発研究・各機関）
分 担 機 関 の 課 題 名

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
（情報マネージメントシステム: タンパク質実験情報の収集と品質管理）

分

担

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人大阪大学
中村 春木

１．課題開始時における各機関の達成目標
実験プロトコール・データに関してオントロジー
を用いた標準化作業を実施し、基本的な実験プロト
コールを収集・登録を行い、データベースを構築す
ることを目的とする。このデータベースを検索・閲
覧できるポータル（PREIMS: Protein Experimental
Information Management System）の構築・公開を行う
一方、ユーザがオフラインで簡易に実験プロトコー
ル・データを登録・修正するためのツール（TPPE:

タンパク質実験データ MS
（申請時の説明図から）
1)実験データ記述の標準化
1-1)発現、精製、構造決定、
制御等の実験データの辞書
1-2)オントロジーによる関係
性の定義
2)データの検証（Validation）
による品質管理
3)データ単位のアクセス制御

Target Protein Protocol Editor）を開発する。こうして、ターゲットタンパク研究に携わる研究者が開発し
た実験プロトコールの登録を進め、研究プロジェクト内での実験プロトコール情報を共有するととも
に、開示可能なものは外部へも発信する。一方、LIMS 開発として、遺伝研と協力し、自動化が進んで
いる放射光 X 線結晶回折実験のログファイルを PREIMS へインポートする仕組みを開発し、SPring-8 と
Photon Factory における実験結果データに対して、オントロジーで整理されたデータベース構築を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①タンパク質実験プロトコールのオントロジーの開発と実験プロトコール・データの収集
タンパク質実験プロトコールを標準的に記述するためオン
トロジーを開発し、オントロジー・エディター法造および本
プログラムで開発した実験プロトコール入力システム(TPPE)
を利用して、本ターゲットタンパク研究によって開発された
新規で有用な実験プロトコール・データを収集し、データベ
ースとして整理した。また、生化学の知識を有するアノテー
タによって文献情報等の入力も継続的に行い、内容を充実さ
せた。こうして、オントロジーによって整理したプロトコー
ルを 261 件登録した。内訳は、クローニング 7，発現 89，PCR
7，growth 1, 精製 47，NMR 実験 12，X 線結晶試料調整 8

実験プロトコール・データベースの
ポータル(PREIMS)のトップページ

結晶化 38，X 線結晶回折実験 43，電子顕微鏡解析 2, 構造と機能の解析同定 7 件である。
②実験プロトコール・データベースの開発と運営
実験プロトコール・データベース（PREIMS）とそのポータルを開発し、情報プラットフォームの他
のデータベースやサービス等と連携して運用する一方、
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を可能とした。実験プロトコール・データについては、261 件全てを本ターゲットタンパク研究のプロ
ジェクト内だけでなく、国内外に対しても公開した。放射光施設における実験結果データ 1420 件は公
開せず、実験者のみが閲覧できる仕組みとした。
③SPring-8 および Photon Factory での実験結果のデータベース化とポータルの開発
放射光施設 SPring-8 および Photon Factory において行われた X 線結晶回折実験の結果を、オントロジ
ーを用いて整理した実験プロトコールのテンプレートを用い、データ・インスタンスをインポートする
仕組みを開発した。この仕組みを使って、オントロジー化された実験データ 1420 件を登録した。
２）技術開発の進捗及び成果
①タンパク質実験プロトコールのオントロジーの開発と実験プロトコール・データの収集
ターゲットタンパク研究を加速するため、これまでに開発されてきた困難なターゲットに対する優れ
た実験プロトコールをコミュニティーで共有するため、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。我々は、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、[プロトコール－サブ・プロトコール－アクション]の階層構造で実
験プロトコール記述を開発した。
実験プロトコールを、生化学実験における溶媒の緩衝液や培地の作成等で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」は、オントロジー辞書にて定義と説明が
なされる。次に、この「action」が固有の順番でつながれたものが、比較的汎用的に利用される「サブ・
プロトコール」と定義される。例えば、緩衝液の準備や培地の作成等などの作業を「サブ・プロトコー
ル」
（実際の名称は"buffer_preparation"）として定義し、それら「サブ・プロトコール」をつなげたフロ
ーとして全体の「プロトコール」が記述される。この場合、作業自体は同一でも、対象の試薬または細
胞や緩衝液の量、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。これらの「サブ・プロトコール」はライブラリとして登録され、それをダウンロードしてテンプ
レートとして利用し、パラメータを入力した後にその時系列に従うフローを作成する手順となる。

Subprotocol Profile Assignment
Object before/after Operation

図１：PC 上でオフラインで稼動する実験プロトコール入力ツール（TPPE）によるプロトコール構築
の流れ。左側にあるサブ・プロトコールのライブラリからサブ・プロトコールを選択し、そのプロフ
ァイル表に詳細を書き込んだり修正をし、その後にサブ・プロトコールを接続する。
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手元の PC を用いてオフラインで実験プロトコールを簡便に入力するためのツール（TPPE）を開発し、
一般の実験研究者が独自に実験プロトコールを構築し入力が行える支援ソフトとしてプロジェクトメ
ンバーに対し公開した。利用者自身がプロトコールをすぐに記載できるように、単位のサブ・プロトコ
ールをテキストで記述し、それらを矢印でつなげて一連のフローとして全体のプロトコールとする簡易
版も構築・登録できる（図１）。ターゲットタンパク研究に携わる研究者（TPPE の利用者）の意見を加
え初期の版の TPPE に対して修正をほどこし、オブジェクトの追加・削除を行ってプロトコールの修正
に対して容易に利用者自らが対応できるようにした。
ターゲットタンパク研究で行われた実験プロトコールとして、ターゲット・タンパク研究に関わる研
究者から、論文や実験データ資料等によって具体的な実験プロトコー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ールを 2011 年 5 月末までに 261 件登録した。内訳は、クローニング 7，
発現 89，PCR 7，growth 1, 精製 47，NMR 実験 12，X 線結晶試料調整 8，結晶化 38，X 線結晶回折実
験 43，電子顕微鏡解析 2, 構造と機能の解析同定 7 件である。
②実験プロトコール・データベースの開発と運営
関係データベース(RDB)である PostgreSQL により実験 MS ポータル（PREIMS, http://preims.pdbj.org/）
を開発し、そのポータルを用いて、利用者のアクセス制御を行いつつ、上記①にて収集し整理したプロ
トコールデータを公開した（図２）
。

図２：実験プロトコールデータベースのポータ
ル（PREIMS）のプロトコール表示画面。この画
面の左にある Profile of Ontology には、Image of
Ontology がリンクされているおり、また、プロ
トコールのオントロジーで定義されている各プ
ロセスの値も表として示される。

図３： PREIMS での放射光施設における
X 線結晶回折実験結果が、左側の表で示
される。右側は対応するプロトコール。
測定結果のイメージ・ファイルは Filepath
と Filename によって同定される（現在は
リンクを張らない仕様としている）
。

このポータルは、内容が英語で記載されているため基本的に全て英語による表示だが、トップページ
は日本語と英語の両方の表示のページを用意し、日本語から英語への翻訳機能により、日本語キーワー
ド検索も可能とした。また、日本語によるオンラインの利用者マニュアルや動画による利用法の案内も
作成した。このポータルを、情報プラットフォームの他のデータベースやサービス等と連携するため、
遺伝研ポータル（AT-Atlas）からの横断検索も可能とした。、実験プロトコール・データについては、261
件全てを本ターゲットタンパク研究のプロジェクト内だけでなく、国内外に対しても公開した。
③SPring-8 および Photon Factory での実験結果のデータベース化とポータルの開発
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遺伝研と協力し、放射光施設 SPring-8 および Photon Factory から取得する X 線結晶回折実験の結果を、
オントロジーを用いて整理しデータベース化した。まずこのデータベースへ記載する内容を整理し、
XML スキーマを作成してそれぞれの実験ログ・ファイルを XML 化した。次に、対応する実験プロトコ
ールのテンプレートを作成し、XML 化したログデータのインスタンスをインポートして、PREIMS デ
ータベースの一部として蓄積する仕組みを開発した。このインスタンスの内容を html 化し、表の形で
PREIMS ポータルで表示する仕組みも構築した（図３）。2011 年 5 月末の時点では、発表前の生の実験
情報も多く含まれているため、データベース化した 1420 件全てをプロジェクト外へは公開せず、実験
者のみが PREIMS で閲覧できる仕組みとしている。以上のシステムは LIMS ともなっており、この仕組
みを拡張することにより実験室レベルでの LIMS へも拡張可能である。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

該当しない

該当しない

該当しない

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

2件

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

9件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
A (95%)
理由：当初計画は、ほぼ全てを実現した。ただし、当初計画では日立製作所が実施することとなってい
て具体的になっていなかった SPring-8 および Photon Factory での実験結果のデータベース化について
は、平成 22 年度から遺伝研との協力により LIMS 構築として開始した。そのため、SPring-8 の実験デー
タに対するデータベースは構築できたが Photon Factory のデータに対するデータベース構築作業が平成
23 年度に残っており、また実験結果データの検索と表示方法についても改良の余地が残っている。
９．課題内の情報共有・連携体制
・シングルサインオンの仕組みを代表機関（国立遺伝学研究所）と分担者とで協力し、実現した。
・PREIMS における横断検索、日本語キーワード検索について、代表機関と分担者とで協力して実施し
た。、一方、代表機関の共有ポータル TanpakuWiki と PREIMS による新技術情報の統合については、新
規研究参入者と専門家の双方に有用な情報資源となるよう、代表機関が実施する事業に協力した。
・代表機関が開発・公開した網羅的配列データベース CASA db とオンデマンド構造解析 FUJI db のサー
ビスについて、利用し易さの観点から改良する要望点を指摘し、その開発・拡充に協力した。
１０．他の課題との情報共有・連携
・他の課題（ターゲットプログラム（生産）課題総数６：PPC1, PPD1, PPD2, PPD3, SAC1, SAD2）にお
いて開発された実験プロトコールを、未発表の内容も含めてデータベース化した。
・SPring-8 と Photon Factory の 2 つの機関の放射光 X 線結晶回折実験結果データをデータベース化した。
（実際の image data file は、放射光実験施設の HDD 上におき、meta-data や file name を登録した。
）
・実験プロトコールのオントロジー化は、世界的に見ても新たな試みであり、オントロジー研究の国際
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的なパイオニアのグループ大阪大学産業科学研究所・溝口研究室の古崎晃司博士との連携により、デー
タ内容が検証できるオントロジー・システムを構築した。
１１．人材育成
・具体的な個々の実験プロトコール作成を行うために雇用した研究者は、生化学の知識は持つものの、
必ずしも情報科学やオントロジーについての知識は、当初は持っていなかった。しかし、オントロジー
についての公開講習会や研究室での輪読会への参加、および on-the-job training によって、オントロジー
を作成する充分な能力を持つ人材として育成できた。本プログラム終了後の進路は未定である。
１２．終了までの具体的な見通し
・本ターゲットタンパク研究プログラムで開発された有用でオリジナルな実験プロトコールについて、
さらに多くのプロトコールをデータベース化し、内容が詳細で利用者にわかりやすいものとする。
・Photon Factory の放射光 X 線結晶解析実験結果データを、SPring-8 と同様のデータベースとして整理
する。実験結果情報を、実験実施者、プロジェクト内、場合によってはプロジェクト外にも公開する。
・本プログラム終了後にも、大学スタッフによるデータの更新が可能な仕組みとなるよう整備しておく。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
・終了後に本プログラムで開発した実験プロトコールデータベースを陳腐化させないため、大阪大学蛋
白質研究所において、国立遺伝学研究所と共同して、大学のスタッフが中心となり、継続的に本データ
ベースを維持し、最新の知識を加えて発展させていく。
・タンパク質の発現・精製・結晶化等のプロトコール情報は、広く産業界にとっても重要な情報であり、
論文では詳細が記述しきれていない内容を、データベースとして PREIMS ポータルから発信すること
は、本ターゲットタンパク研究の成果の橋渡しのツールとして大いに利用できる。
１４．特記事項
・本プログラムがスタートする以前には全く存在していなかった、タンパク質実験プロトコールについ
てのオントロジーを確立し、それを検索・表示するポータルを開発し公開した。
・オントロジーの標準化については、法造エディターで構築したライブラリーと辞書を他のオントロジ
ー、例えば OBO foundry で公開されているオントロジーとのマッピングをすることで対応できる。
・構築した実験プロトコールのオントロジーに基づいて、SPring-8 や Photon Factory の放射光施設にお
ける X 線結晶回折実験の実験条件と実験結果であるイメージファイル情報を収集する LIMS を構築し、
ポータルから利用者権限に応じて閲覧できる仕組みを開発し、運用を始めた。
・アウトリーチ：開発した実験プロトコール・データベースと、放射光施設における X 線結晶解析実験
結果のデータベースの利用法については、アニメーションによる利用案内を作成し、公開した。
１５．研究費一覧
１９年度
設備備品費（千円）
試作品費（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

２２年度

２３年度

1,526

1,612

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

2,857

4,401

4,360,

4,372

旅費（千円）

24,848

15,055

14,812

5,474

その他（千円）

8,769

6,320

5,751

2,954

間接経費（千円）

38,000

27,388

24,923

12,800

840

合計（千円）

計
0

4,407
494
3,999
0
8,900

112,011
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成果報告票（技術開発研究・各機関）
代 表／分 担機 関の課 題名

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
（プロジェクト推進の支援）

分

担

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人 東京大学大学院農学生命科学研究科
大野 美惠

１．課題開始時における各機関の達成目標
本プロジェクト全体における事業の円滑な運営と事業目標達成のため、研究等の支援業務、本プロジェクト
内各種委員会など関係会議の開催実務、ホームページによる情報発信やシンポジウム開催等の広報業務等を
実施する。具体には１）参画機関のタイムリーな研究

Tanp aku .org

プロジェクト推進の支援

進捗調査、連絡・調整、及び参画研究機関間の交
流の促進並びに事業者である文部科学省との連携

各種委員会等の運営実務支援
■事業者である文部科学省、委員会等の意向を十分理解し、
円滑でかつ安定した会議の運営実務支援

を密に行うことにより、研究等の支援を行う。２）本プ
ロジェクト推進委員会及び各種委員会等関係会議
の開催実務、並びにセミナー・ワークショップ等の毎
年度の開催支援を行う。３）「情報マネージメントシス

人的ネットワークの構築
(人的ネットワークの『ハブ』として)
■合宿形式ワー クショップ等開催
に よる研究者交流の場の提供支援
■文部科学省、各研究グルー プとの
日常的で密な連絡・調整

テム」及び「統合データベース」との連携のもと、プロ

情報流通・技術活用の促進
(情報ＭＳの積極活用)

事務局機能による効果
・ 多様な参 画機関間にお ける連携の促進
・スムーズ な事務機能の提供
・円滑 なプロジェクト進行の実現
・研究 成果の周知の促進

■研究進捗状況や知財等、各研究
グ ループの成果登録を促進
■技術情報、研究情報のＰＪ内流通、
新技術活用の促進
■プロジェクト全体の研究経過と成果
を客観的に把握できる仕組みの提供

外部への情報発信(成果の社会還元)
■ポー タルサイト(ＨＰ)等によるＰＪ成果のタイムリーな発信
■公開シンポジウム，フォーラム等開催の円滑な運営支援

ジェクト情報発信に向けた広報用資料作成、及び
公開シンポジウム等の開催、並びにプロジェクトに

0

関する照会等実務の広報業務を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要

推進委員会等の方針に沿って、本研究プログラムの事務局として、以下のようなプロジェクト
の推進支援を行った。
１）推進委員会等本研究プログラムに係わる各種委員会の開催にあたり、日程調整、会場設営、
会議資料作成及び議事録作成等を行い、これら会議全般にわたりその円滑な運営を行った。
２）毎年度開催される公開シンポジウムの開催に際し、日程調整及び会場設営、予稿集、ポスター、
等の資料作成、当日の進行等、シンポジウム運営全般に係わる実務を行った。
また、本研究プログラムの成果を広く産業界に情報発信し、産業応用等につなげるために産業界と
の意見交換の場としての「産学懇談会」を日本製薬工業協会及びバイオインダストリー協会と提携し
て開催し、同協会等との連絡調整及び日程調整及び会場設営等運営全般を行った。
３）参画研究機関間の情報交換、技術交流の場として、「全体交流会」（課題代表者）、分野ご

との「班会議」（若手研究者；合宿形式）及び特定トピックスに特化した「研究交流会」開催
に際し、その全体の運営を担当した。
また、実施者によるネットワーク上の意見交換の場として、「共有ポータルサイト」を設置
し、本研究プログラム内の情報発信等の運用に供した。
４）参画研究機関の進捗状況・成果の調査及び同研究機関との連絡・調整等を行い、遺伝研チー
ムと共同で本研究プログラムの公式サイトを運営し、広く社会への情報発信を行った。
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また、本研究プログラムの研究内容あるいは研究成果を分かりやすく解説した２種類のパン
フレットを作成・配布するとともに、タンパク研究の意義を高校生等非専門家にも理解できる
ようなリーフレットとしても発刊し、社会一般への広報を行った。
（２）技術開発の進捗及び成果

以下の事項はいずれも当初目標として掲げた「プロジェクト推進の支援」の成果と考える。
１）推進委員会等、本事業に関わる各種委員会の開催実務
毎年度開催された下記委員会について、日程調整及び会議資料作成、議事録作成等、会議全般にわ
たる実務の支援を行った（平成２１年度に推進体制の改組があった。補足資料１）。
【平成１９年度～平成２０年度】推進委員会（６回）、プログラム連絡会（４回）、技術基盤委員会（２
回）、ターゲットタンパク研究委員会（１回）、研究成果・情報プラットフォーム委員会（３回）、
シンポジウム実行委員会（３回）
【平成２１年度～平成２３年度】推進委員会（５回）、運営委員会（５回）、技術開発検討ワーキング
グループ、ビームタイム利用調整ワーキンググループ、タンパク質研究検討会（以上各１回）

２）本プロジェクトの成果を問う公開シンポジウム等の開催実務
①公開シンポジウム（補足資料２）

毎年度開催される公開シンポジウムの開催に際し、推進委員会等委員会の方針に沿って、日程
調整及び会場設営、予稿集、ポスター等資料作成、当日の進行等、シンポジウム運営全般の実務を行っ
た。開催にあたっては、顕著な研究成果を紹介するのみならず、海外に在住する研究者を講師として招
聘し、海外の研究動向及びタンパク研究あるいは機能・構造解析研究の意義等についての講演も行った。
下表に示すように企業及び一般からの参加者が毎年度４０～５０％を占めている。

参加者の所属
大学関係
公的研究機関
一般企業
報道機関
その他一般

平成１９年度
140(33%)
73(17%)
139(33%)
9(2%)
56(13%)

平成２０年度
166(31%)
81(15%)
156(30%)
6(1%)
109(21%)

平成２１年度
203(36%)
61(11%)
132(23%)
6(1%)
142(25%)

平成２２年度 *
280(52%)
49(9%)
134(25%)
3(1%)
58(11%)

文科省、事務局

8(2%)

9(2%)

16(2%)

15(2%)

４２５

５２７

５６４

５３９

合

計

*平成２２年度は東北地方太平洋沖地震発生により会の途中で中止されたため、参加登録者数。

②産学懇談会
（１）研究成果の産業界への応用（出口）展開の具体化（２）タンパク質研究の社会的意義（産
業応用、ライフサイエンス研究の基盤の必要性等）等の必要性から、本研究プログラムから産生さ
れている研究成果を産業界に情報発信すること、及び産業界からの意見を聴取するための意見交換
の場とすることを目的として、２０～３０名程度と比較的少人数の企業研究・技術者による「産学
懇談会」を平成２２年度開催した。具体には、関連する業界を束ねる日本製薬工業協会及びバイオ
インダストリー協会と提携して開催した。課題及び講師の選定等を含めて、同協会等との連絡調整
及び日程調整及び会場設営等の運営等実務全般を行った。

テーマ数
企業からの参加者数

基本的な生命
の解明
２
２６

医学・薬学等
への貢献
３
２７
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食品・環境等の
産業利用
２
２７

技術開発研究
７
５７
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３）参画研究機関間の情報交換、技術交流の場としてのワークショップ等の開催及び情報共有
のためのポータルサイトの設置・運営等実務支援
①ワークショップ等の開催
本研究プログラム内での各種行事について、その開催に向けての日程調整及び会場設営、予稿集作
成等の準備段階から当日の運営に至るまで行事全般にわたる実務支援を行った。
ア）全体交流会：本研究プログラムは医・理・工・農等異分野の代表的研究者から構成されているこ
とから、研究・技術交流による異分野融合を目指し、共同研究等更なる研究発展を期して開催した
ものである。本研究プログラム開始時より３年にわたり毎年度開催した。本交流会では、課題代表
者が２日間の合宿形式をとることにより、夜を徹しての議論がなされた。（全３回）
イ）成果発表会：上記「全体交流会」は研究者間の交流においては一定の成果をあげ、異分野の研究
交流も個別に進められていることから、平成２２年度は「全体交流会」を換骨奪胎し、ＰＤ・ＰＯ
による内部評価のための成果発表の場とし、併せて、各研究課題の進捗状況や具体の研究上の隘路
等についての研究者間の意見交換を可能ならしめることも目的として、３日間にわたり分野ごとに
開催した。（１回）
ウ）分野別班会議：本研究プログラムは３分野１領域からなるが、それぞれの分野・領域ごとに平成
２０年度から２年度にわたり、分野別の班会議を開催した。本会議は、実験に携わる若手研究者を
主な対象者とし、実験上の隘路等を議論し、その問題解決を模索することを目的として開催したも
のである。このために、時間の制約を取り払って自由に議論しようということから始まったもので
あり、通常の会議終了後も夜を徹して議論ができるようにとの配慮から合宿形式にて行われた。夜
２時過ぎまで有志が集まって議論を行った班会議グループもあった。（２回×４分野＝全８回）
エ）研究交流会：本研究交流会は、技術分野の特定のテーマに焦点を合わせ、その基礎から応用まで
の最新の技術についてのレビューを行うことを目的とした、非専門分野、とりわけ若手研究者に向
けた研究セミナーである。平成１９年度より毎年度、以下のようなテーマで開催した。（全４回）。
平成１９年度：構造解析の基礎（116名）、平成２０年度：化合物ライブラリーの活用（99名）
平成２１年度：構造・機能解析の最新技術とその応用（94名）
平成２２年度：最新の生産技術とその応用（157名）
なお、カッコ内数字は参加者数を示す。

②研究実施者向け情報共有ポータルサイトの設置及び運用
本ポータルサイトは、本研究プログラム内において（１）研究情報を共有すること、（２）意見交
換を行うこと、
（３）各種行事等の案内、
（４）公式書類様式等のダウンロード、等を可能ならしめる
ために、平成１９年度にサーバーを導入、並行してシステムの開発を行い、平成２０年度６月より運
用に供している。本ポータルサイトは本研究プログラム内部に限定されたものであり、機密保護の観
点から、研究実施者及び推進委員会委員等個別にユーザーアカウント及びパスワードを連絡・付与し、
統一されたセキュリティ・ポリシーの下、厳格なアクセス管理を行った。（アカウント数 690）
これまで、ビームタイム枠の割当時間の案内等の「案内記事」120 件、
「ダウンロード資料」960 件
以上の記事掲載を行った。平成２０年度６月の開設時より平成２３年５月までの３年間での合計アク
セス数約 25,150 件（月平均約 700 件）
、月平均 53 名のユーザー訪問があった。

４）ホームページ及びパンフレット等の印刷物を通じた社会への情報発信
①本研究プログラムの公開サイト（ホームページ）運用による広報（補足資料３）
ターゲットタンパク研究プログラムにおける研究の意義及び研究内容を研究コミュニティ、マスコ
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ミ、産業界及び一般に広くアピールし、さらに研究成果等の普及促進を目的として、本プログラムの
ポータルサイトを設置し、広報基盤とするために、平成１９年１０月に運用を開始した。
その後、遺伝研チームにおいて公開サイトのリニューアルが行われ、平成２１年２月２日より運用
を開始したが、その過程で開発に協力してきた。公開サイトの再構築にあたっては、公表された論文
情報等は、従来前記「共有ポータルサイト」に掲載されていたが、これら研究情報は、むしろ積極的
に外部に公開すべきとの判断から、公開しても問題のない研究情報を精選し、それらをできる限り公
開サイトに移行して掲載することになった。また、研究成果の報道発表等顕著な成果の公表について
は、研究実施者からの情報提供を積極的に依頼し、情報発信してきた。これらは遺伝研チームとの密
接な連携のもとに進められ、その後の運用についての主担当として推進してきた。
②パンフレット等の印刷物による情報発信
本研究プログラムの研究の意義や期待される成果等を紹介するパンフレットを本研究プログラム
開始直後に、また、平成２２年８月にそれまでに各課題で得られた成果を要約したパンフレットを作
成し、研究機関・企業等に配布した。本パンフレットを作成するにあたっては、読者層として一般の
方々にも理解しやすい内容にすることを目標とし、このために研究課題代表者の協力の下、サイエン
スライターに作成委託を行った。また、本研究プログラムがなぜ必要になったか等、疾病との関連等
卑近な例をあげながら、本研究の意義・背景を紹介することにも多くの稿をあてた。その結果、非常
に分かりやすいパンフレットとなった。本パンフレットは公開シンポジウム等においても配布した
が、そのほか各方面から提供の依頼を受けている。本パンフレットは公開サイトからもダウンロード
で可能となっており、また電子ブックとしても閲覧できるようにしている。
また、本研究の社会的意義を広く周知するために、高校生等でも理解できるようなやさしい語り口
で解説したリーフレットを作成し、シンポジウム等で配布してきた。本リーフレットは研究実施者等
によるアウトリーチ活動の講義資料や各研究機関公開時の配布資料としてたびたび活用されており、
現在までに関係部署への配布は 14,000 部に達している。（補足資料４）
また、平成２２年度より遺伝研チームと協力して、本研究プログラムから産生された顕著な成果を
特定のトピックスに絞ったニュースレターを発行した。第１号は植物ホルモンについての特集号を発
行した。（補足資料５）
３．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

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

０件

の件数
６．各機関の特許出願件数

０件

７．各機関の成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）
８．当初計画に対する各機関の達成度
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当初目標としていた委員会運営、情報発信、本プログラム内の情報共有について、委員会委員及び研
究実施者の積極的な協力体制を得ることができ、これらが円滑に実施できたことから、９５％達成した
と考えます。
９．課題内の情報共有・連携体制
本文にて記載した通り、公開サイト及び共有ポータルサイトの運用に際しては、その機能強化及び記
事の掲載等について、遺伝研及び日立製作所、大阪大学との日常的な連絡の下推進してきた。
１０．他の課題との情報共有・連携
当業務は、課題全般に係わるものであり、特定の課題との特別な関係を持たないが、当事務局の職務
は、研究実施者から理解されており、報道発表や論文投稿の連絡等、実施者からの自主的な情報提供も
得られるようになっていること、また、当事務局からの情報提供はメールあるいはポータルサイト等の
手段を活用することにより、情報共有をタイムリーに行っている。
１１．人材育成
本業務自体に若手人材は存在しないが、各研究機関にて従事している若手研究・技術者の育成を、事
務局として支援するために、セミナーや勉強会等の開催運営に尽力してきた。
１２．終了までの具体的な見通し
引き続き、委員会等の円滑な運営及びタイムリーな広報活動を努めると同時に、最終年度にあたり、
これまでの成果とりまとめ支援を行う。その一環として、特に本研究プログラムの知的財産取得のため
の支援及び調査業務を実施し、各研究機関での知的財産取得の進捗状況等を調査することとしたい。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本文にも記した通り、産業界との意見交換の場としての「産学懇談会」は産業界の研究・技術者との
つながりを持つ機会を設けたが、今後各課題において具体の産業移転につながるものと考える。
１４．特記事項
当業務は事務局業務であることから、行政（文部科学省）、推進委員会、研究実施者との信頼関係が
成立してはじめて有効に機能する。当事務局は本研究プログラムの「ハブ」の自覚をもって推進し、上
記関係者との人的なつながりを何よりも重視しながら努めてきた。現在までに、当事務局は研究実施者
からの第一次相談窓口としての役割を果たしており、また、実施者からの研究情報提供を積極的に呼び
掛けていること等を通じて、当事務局の役割についての理解が十分得られており、相互の信頼関係は築
かれているものと考えている。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

6,027

500

300

518

0

0

0

0

人件費（千円）

27,130

37,160

37,291

37,695

業務実施費（千円）

69,314

35,068

35,136

33,270

一般管理費（千円）

10,247

7,273

7,273

7,148

合計（千円）

112,718

80,000

80,000

78,631

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

845

２３年度
設備備品費（千円）

計

249

人件費（千円）

38,747

業務実施費（千円）

19,162

合計（千円）

58,158

409,507
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代表／分担機関の課題名

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（構造バイオイ
ンフォマティクス技術利用の推進）

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人お茶の水女子大学

機関の代表研究者名

由良

敬

１．課題開始時における各機関の達成目標
（１）生体高分子の高精度立体構造モデリング手法の研究開発：明らかになったタンパク質立体構造
の情報を類縁タンパク質に拡大し、構造解析困難なタンパク質の立体構造を実験解析と同程度の精度
で明らかにするために、従来よりも精度の高いタンパク質モデル構造を構築する。モデリング手法の
要であるテンプレートとターゲットタンパク質のアラインメント法の改善と、モデル構造構築法の精
度向上を達成する。
（２）タンパク質間相互作用部位予測法の研究開発：解析困難なタンパク質複合体の構造を明らかに
し、産業応用などに利用するために、２つのタンパク質がどのような配向で相互作用するかを、それ
ぞれのタンパク質の立体構造から推定する方法を研究開発する。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
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の研究開発、およびタンパク質間相互作用
の予測方法を研究開発し、さらにタンパク質相互作用界面に世界ではじめて新規特徴を見いだすことに
成功した。研究開発した技術はインターネットで公開し、プログラム内外の研究者が利用できるように
した。

高精度アラインメント法

相互作用の予測

相互作用界面に新規特徴

（２）技術開発の進捗及び成果
高精度アラインメント法の研究開発：ホモロジーモデリングを行う際に必要なアラインメントは、タ
ーゲットとテンプレートの配列一致度が低い場合には、十分な精度が得られていなかった。当該研究開
発において、アラインメントで高い精度を得るためには、ギャップペナルティを適確に定めることが重
要であることを新たに見いだし、ギャップペナルティの新規計算方法を考案した。共通祖先由来タンパ
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ク質の立体構造を比較すると、ギャップ部位は挿入アミノ酸残基の溶媒露出度と指数関数的関係にある
ことがわかった。この関係から新しいギャップペナルティ算出法を考案し、従来よりも 4～5%精度の高
いアラインメントを構築できるようになり、モデル構造の精度を上げることに成功した（Hijikata et al.,
PROTEINS, 2011）。この技術を利用して、タンパク質立体構造予測とホモロジーモデリングの国際コン
テスト CASP9 に参加し、他国の参加チームと互角の高精度ホモロジーモデル構造を構築できることを
示せた。アラインメント法は ALAdeGAP と命名し、インターネットで公開しており、ターゲットタン
パク研究プログラム内外の研究者が利用している。論文発表後（2011 年 2 月）からのアクセス数は、760
件以上である。ALAdeGAP を利用したモデリング研究依頼が、プ
ログラム外部からすでに３件届いている（東大、お茶大、千葉工
大）。さらに高精度アラインメントをタンパク質の進化解析にも
適用した（Yura, Go, BMC Plant Biology, 2008）。
タンパク質間相互作用部位の予測方法の研究開発：タンパク質の
単体立体構造をドッキングさせて複合体構造を推定するために、単体構造をもとに、どのアミノ酸残基
が複合体形成に関与するかを推定できるようにした。既知複合体タンパク質の界面における、アミノ酸
残基種出現頻度をもとにして、各アミノ酸残基種の界面形成度スコアを算出し、スコアの高いアミノ酸
残基が局在する表面が、複合体界面であると予測した。その結果約 60%の精度で、界面を正しく推定で
きることがわかった（論文準備中）。各種の予測法の精度と比べて、精度 60%は相応の値である。この
方法をもちいて、ターゲットタンパクプログラム内の東大田之倉研と共同でダ
イニンとマイクロチューブルの相互作用構造の推定を行った（論文準備中）。
さらに複合体構造のデコイを生成するプログラム ZDOCK を併用し、複合体構
造の予測ができるように研究開発を行った。この技術は ToSY と命名された統
合サーバーから、インターネットで公開しており、ターゲットタンパク研究プ
ログラム内外の研究者が利用できる。またプログラム外からも複合体構造の推
定依頼が２件届いている（東大、千葉工大）。
タンパク質相互作用界面における新規特徴：タンパク質複合体構造の推定精度を上げるために、複合
体界面がどのような構造特徴を持っているかを詳細に解析した。その結果、構造既知のタンパク質複合
体界面の 1/3 には、複合体構造形成時のダイナミクスに関連する特殊な構造（絡まり構造）があること
がわかり、絡まり性（Interwinding nature）というあたらしい概念を打ち出した。この構造は、複合体形
成以前は安定な構造を取らず（天然変性部位）、複合体を形成した時点ではじめて安定な構造を取る部
分と推定された（Yura, Hayward, Bioinformatics, 2009）。この概念は、
国際学術雑誌に掲載されたタンパク質相互作用のレビューに取り上
げられ、複合体形成部位と天然変性部位の関係を定量的に指摘した点
において注目を集めている（Perkins, et al, Structure, 2010）。タンパク
質複合体界面の予測は、界面には大きな構造変化があるために難しい
と一般的に言われてきたが、実際には界面の 2/3 には、大きな構造変
化はないことを、初めて定量的に示すことができた。相互作用面の絡
まり性を同定する技術はインターネットに公開し、ターゲットタンパク研究プログラム内外の研究者に
利用可能となっており、タンパク質複合体構造推定のための重要な情報を提供できるようにした。
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開発技術の利用推進：本課題において開発した技術はすべてをインターネットで利用可能とした。さ
らに技術の利用促進を図るために、開発技術とその適用例を論文、学会（国際学会を含む）、講演会、
人材養成講義などで発表してきた。さらに技術利用をターゲットタンパク研究プログラム内で促進する
ために、技術講習会（平成２２年度は２回、平成２３年度も２回を予定）を開催した。
３．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

126 件（CASP9 におけるホモロジーモデリング数）

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

4件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

10 件

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

8件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
当初の計画を 100%達成した。最終目標はタンパク質の高精度モデリングとタンパク質複合体構造のモ
デリングであった。タンパク質単体のモデリングの精度向上は、アラインメントの精度を向上すること
で達成した。精度向上はモデリングの国際コンテスト CASP9 で他グループと互角のモデルを構築でき
たことで証明された。タンパク質複合体構造のモデリングに必要な技術が完成し、実際の問題に適用で
きるようになった。
９．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た。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い、物理的な課題内の会合を
年２回程度開催し、互いの進捗状況を確認した。特に、塩生氏のドメイン間の相互作用予測（共有結合
があるドメイン間の相互作用予測）と、由良のタンパク質間相互作用予測（共有結合がないサブユニッ
ト間の相互作用予測）との間で情報共有を密に行い、手法と対象の独立性を明確にし続けた。平成２１
年度以降には、課題内の全技術を連携した統合サーバ（ToSY）を研究代表機関に構築し、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
となるシステムを構築した。平成２３年度には、関東圏の電力不足に対応し、課題内でコンピュータ資
源配置の変更を行った。
１０．他の課題との情報共有・連携
以下のプログラム内課題と協力している。（１）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とタンパ
ク質の動的構造変化の解析。
また、以下のプログラム外研究者との共同研究を進めている。（１）千葉工業大学河合剛太教授：プ
リン合成系タンパク質群の複合体構造予測データ提供。（２）お茶の水女子大学作田正明准教授：酵
素タンパク質のモデリングデータ提供。（３）東京大学八木俊樹講師：タンパク質複合体形成残基の
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情報提供。
１１．人材育成
平成２０年度にお茶の水女子大学生命情報学教育研究センターを創設し、由良がセンター長として学
内の生命情報学の研究と教育拠点を構築した。本センターのもとで若手人材の育成を目的に、本課題で
開発した高精度ホモロジーモデリング法、複合体界面推定法および絡まり性の概念および、計算生物学
全般の講義と実習を、学部、大学院および学外の研究者に日本語と英語で行った。これらの活動は、生
命情報学の女性人材を育てるプログラム（大学院ＧＰ採択）とともに運営し、外国からの講師による招
聘講義も行った。毎回の講義には約１０名の受講者が出席した。また最先端の生命情報学研究セミナー
を、学内の学科や専攻を越え、外国人特任助教や外部からの参加者を含めて毎週英語で開催した。平成
２３年度には東京大学大学院と名古屋大学大学院におけるホモロジーモデリングに関する集中講義が
予定されており、ライフサイエンス分野の若手研究者にタンパク質立体構造バイオインフォマティクス
の解説を行う。韓国及び英国の大学院においても、２年間にわたりホモロジーモデリングの集中講義を
行い、各集中講義に５名前後の大学院生が出席した。また、ターゲットタンパク研究プログラム内研究
者向けに講習会を開催し、１０名程度の受講者に対して利用方法の実習を行った。
講義実習とは独立に、タンパク質立体構造の理解を深めてもらうために、生物物理学会誌「生物物理」
に「タンパク質立体構造散歩」を約２年間連載した（埋め草「タンパク質立体構造散歩」の経緯、 生

物物理, 51 (3), 144-145 に総括記事を掲載）。タンパク質の立体構造から、どのような考察を通して機能
的情報を抽出するのかを、若手人材向けに記した。また、「タンパク質の立体構造入門：基礎から構造
バイオインフォマティクスへ」を分担執筆し、構造バイオインフォマティクスの基礎を勉強する大学院
生の教科書を日本語で記した。この教科書は韓国語への翻訳が始まっている。これら執筆と平行して「化
学と生物」２０１０年１月号に、「タンパク質の構造から機能を推定する：構造バイオインフォマティ
クス」を掲載し、異分野の研究者に向けて、構造バイオインフォマティクスの重要性を記した。
平成２０年度から２年間、物理学で博士号を取得した若手研究者を博士研究員として雇用し、異分野
からの人材育成も行った。当該博士研究員によるタンパク質と ATP の相互作用の研究は、現在論文
執筆中である。
１２．終了までの具体的な見通し
ターゲットタンパク研究プログラム開始時点で、立体構造を決定するターゲットのリストにかかげら
れているにもかかわらず、現時点で構造が決定できていないタンパク質が約 300 個存在する。これらの
タンパク質の立体構造を、研究開発した手法で可能な限りモデリングし、プログラム内に開示する。ま
た相互作用することがわかっているタンパク質の複合体構造も可能な限り推定し、プログラム内に開示
する。モデル構造の詳細や構造変化の解析が必要な場合は、共同研究によりデータを提供し、実験とバ
イオインフォマティクスとが協力して論文発表等を行う。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
タンパク質立体構造の高精度モデリング手法の開発により、実験的に決定が難しいタンパク質の予測
構造を提供できる可能性を広げた。この技術は、タンパク質の構造に基づく機能発現機構の理解と、創
薬分子ターゲット設計へ適用できる。
高精度モデリング手法を実際に適用することで、タンパク質のループ構造部分をモデリングすること
が非常に難しいことが明らかになってきた。モジュール程度の長さの挿入や欠失（選択的スプライシン
グ）があった場合にどのように対処するかは、まだ研究が進んでいない。病気の原因タンパク質におい
て長い挿入や欠失があっても、タンパク質が立体構造と機能を維持する場合があることが明らかになっ
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てきている。このようなタンパク質の立体構造すべてを実験的に決定するのは、時間とコストの両面で
無理がある。長い挿入や欠失があるタンパク質のコンピュータモデリング法の研究と開発に進む必要が
ある。
タンパク質の複合体構造予測の技術開発によって、複合体構造の決定が難しい場合でも構造を提供で
きる可能性を広げた。この技術によりＸ線結晶解析が困難な複合体の構造を事前に推定し、この推定構
造をもとに安定な複合体構造を得るために必要な変異をタンパク質に導入し、Ｘ線結晶解析で構造を決
定することが可能となった。この新しい研究サイクルは各方面に応用可能である。
複合体構造予測の研究開発の過程で、「絡まり性」の概念を提案した。タンパク質が単体で存在する
ときは構造を取らない（天然変性）領域が、複合体形成を駆動する（他のサブユニットを呼びよせる）
部位としてはたらき、複合体を形成した際には相手のサブユニットに絡まりつくようにして安定な立体
構造を形成するモデルを提案した。この仮説を証明するためのシミュレーションと実験を進める必要が
ある。絡まり性の概念が正しければ、タンパク質の相互作用を制御するための理論的バックグラウンド
を与えることができる。絡まり性を持つループの改変、またはループの動的構造を変化させる低分子と
の相互作用により、相互作用を制御できるようになり、この技術の産業転用が見えてくる。
１４．特記事項
新規開発高精度アランメント法（ALAdeGAP (Hijikata et al., PROTEINS, 2011)）にもとづくホモロジー
モデリングによる、タンパク質立体構造予測国際コンテスト CASP9 で世界各国のトップレベルのモデ
リングチームと同レベルのタンパク質立体構造モデルを提供できた。「絡まり性」の概念提案は、タン
パク質立体構造の専門誌レビュー（Perkins, et al, Structure, 2010）においてとりあがられるなど、ヨーロ
ッパで注目を集め始めている。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

0

0

721

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

1,439

業務実施費（千円）

0

0

0

13,356

その他（千円）

8,817

間接経費（千円）

0

0

0

4,223

合計（千円）

0

0

0

18,300

850

物品費（千円）

計

間接経費（千円）
合計（千円）

0
144

0

4,223

10,400

28,700

情報Ｃ１－Ｆ
代表／分担機関の課題名

ターゲットタンパクプログラムの情報解析支援

代 表 ／ 分 担 機 関

分担機関

機関の代表研究者名

塩生真史

学校法人関西文理総合学園

長浜バイオ大学

１．課題開始時における各機関の達成目標
ヒトを含む高等生物由来のタンパク質の多くは多機能・マルチドメインである。それらは、各ドメイ
ンが機能を持つ他に、細胞接着に関わるインテグリンなどに見られるように、ドメインが共同して機能
を発揮する場合が多い。一方で、マルチドメイン全体の立体構造を決定されたタンパク質は少なく、各
ドメインを切り出して、その構造が決定される場合がほとんどである。そのようなマルチドメインタン
パク質において、まだわかっていない機能の予測、および、機能の分子メカニズムの解明や機能改変の
ための論理的基盤として、それらがどのような全体構造を形成するかを予測することは非常に重要であ
る。予測法は生命科学や創薬において希少価値をもつことから、タンパク質を対象とする生命情報研究
者により研究開発されてはいるものの、創薬基盤技術としての重要性から非公開となっており、現在、
自由に利用できる予測法は存在していない。そこでまず、
1) 既知の構造情報からドメイン間相互作用部位の特徴抽出を行う。
2) その情報をもとにドメイン間相互作用面を推定する方法の研究開発を行う。
3) さらに推定された相互作用面の情報に基づいてマルチドメインタンパク質の全体構造をモデリン
グする手法を研究開発する。
ことを目標とした。さらに、ターゲットタンパ
クプログラムから産出された立体構造データ、
および、既存の立体構造データを用いて、
4) 開発したマルチドメインタンパク質のモデ
リング法を適用し、全体構造未知のマルチ
ドメインタンパク質の構造予測を行う。
5) 開発中の機能部位予測法などの構造バイオ
インフォマティクス技術を適用し、マルチ
ドメインタンパク質の機能推定を行う。
ことを目標とした。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１） 成果概要
1)ドメイン間相互作用部位に特徴的に存在するアミノ酸残基の種類や、相同なドメインにおけるドメ
イン間相互作用部位の類似性について特徴抽出を行った。また、ターゲットタンパクプログラムにより
得られた立体構造データについてドメインの範囲の同定を行い、既存のマルチドメインタンパク質とあ
わせてドメイン間相互作用部位のデータベースを構築した。このデータベースを PreDom:DiD として
Web 上に公開した。2) この結果に基づくドメイン間相互作用部位の予測法を研究開発し、Web ツール
として公開した。3) 予測されたドメイン間相互作用部位やドメインリンカーに基づいて、マルチドメ
インタンパク質の立体構造をモデリングするシステムの研究開発を行い、Web ツールとして公開した。
これらのドメイ間相互作用部位の予測法とそれによるモデリングシステムは共に、世界で自由に利用で
きる唯一の Web ツールである。4) 愛知医科大学の渡辺秀人教授のグループと共同で、糖鎖合成酵素の
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ドメインについてホモロジーモデリング法により構造予測を行い、その構造と機能の関係について解析
した。

（２）技術開発の進捗及び成果
1)ドメイン間相互作用部位の特徴抽出と、そのデータベースの公開
ドメイン間相互作用部位の情報抽出のために必要なドメイン間相互作用部位の同定と、ドメイン間相
互作用部位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。これによりドメイン間も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のうち、
溶媒露出度が 0.1 以下であるコア相互作用部位は、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（由良ら、2009、54:1535-1541）。また、平均的なドメイ
ン間相互作用部位は、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し、コア相互
作用部位の周辺にやや親水性が高い平均 10 残基程度のその他の相互作用部位が存在していることがわ
かった。これらの解析結果をもとにしてドメイン間相互作用部位の Web データベースを作成し、
PreDom:DiD として公開した（2010 年度 BMB2010 で発表）。PreDom:DiD では、ドメイン構造データベ
ースを選択し、ドメイン間相互作用部位を閲覧したい立体構造データの PDB ID とそのデータに含まれ
るタンパク質鎖の ID を指定して実行すると、指定したタンパク質のドメインの範囲、ドメイン間相互
作用残基、接触面積を調べることができる。
2) ドメイン間相互作用部位の予測法の研究開発
上記の解析結果から、ドメイン間相互作用部位におけるアミノ酸残基の出現傾向値を用いて、ドメイ
ン間相互作用面の予測を行うアルゴリズム（IP 法）を開発した（2009 年度蛋白質科学会年会で発表）。
また、相同なドメインファミリーにおける
ドメイン間相互作用部位の位置を解析し
たところ、相同ドメインにおけるドメイン
間相互作用部位の位置情報が、ドメイン間
相互作用残基を推定する際の良い指標に
なることがわかった。この解析結果に基づ
き、相同ドメインのドメイン間相互作用部
位の位置情報をクエリーとするドメイン
に射影することでドメイン間相互作用部
位を推定するアルゴリズム（KIP 法）を開
発した。さらに、ドメイン間相互作用残基
のデータベースにおいて、相同ドメインが検出できる場合には KIP 法を、検出できない場合は IP 法を
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適用することで、より多くのクエリーについてドメイン間相互作用部位推定が行えるようにしたアルゴ
リズム（図１）を、ドメイン間相互作用部位予測 Web ツール PreDom:Interface として公開した（2009
年度の生物物理学会年会で発表）。
3) マルチドメインタンパク質構造モデリングシステムの研究開発
ドメイン間相互作用部位の予
測結果、および、ドメインどうし
の剛体ドッキングの結果、さら
に、ドメイン間をつなぐリンカー
の残基長に基づいて、マルチドメ
インタンパク質の全体構造をモ
デリングするシステムを開発し
た。この開発したアルゴリズム
は、マルチドメインタンパク質の
構造モデリングを行う Web ツー
ル PreDom:Structure として実装し公開した（2010 年度の蛋白質科学会年会・生物物理学会年会、BMB2010
で発表）。この Web ツールで作成されるモデル構造の精度をブラインドテストにより調べたところ、実
際の構造とのずれが平均 5.5 Åとなり、一般的なドッキング法によるモデル構造に比べて、ずれが平均
して約 2.0 Å小さいことがわかった（図２）。また、情報プラットフォームにより公開されている TP
Atlas を用いて、ターゲットタンパクプログラムの解析対象になっているタンパク質群のリストを取得
し、タンパク質中の一部のドメインの立体構造が決定されているものを抽出し、全体構造のモデリング
を開始した。このモデリング結果は平成２３年度終了までに Web データベースとして公開していく。
さらに、PreDom:Structure を基礎として、由良、および、藤と共同で、実験的に立体構造を決定するこ
とが困難なタンパク質の複合体構造、および、マルチドメインタンパク質の立体構造を推定する統合モ
デリングシステム ToSY を開発した。統合モデリングシステムでは、KIP 法により推定されるドメイン
間相互作用部位を用いて、マルチドメインタンパク質のモデリングが行えるようにしている。ToSY で
は、２つのドメインの立体構造をクエリーとしてマルチドメインタンパク質の全体構造を推定するだけ
でなく、ドメインのアミノ酸配列をクエリーとした場合はホモロジーモデリングによりドメインの立体
構造を推定し、その結果をもとに全体構造を推定できる。
4) コンドロイチン硫酸合成酵素の構造予測
愛知医科大学の渡辺秀人教授のグループと共同で、立体構造が未だ決定されていないコンドロイチン
硫酸合成酵素の１種（CSS2）について、ホモロジーモデリング法により構造予測を行い、その構造と
機能の関係について解析した。マウスにおける CSS2 は選択的スプライシングにより２種類のタンパク
質（CSS2A と CSS2B）を生じることが知られており、それらについての酵素活性や細胞内での局在を
解析した。その結果、CSS2B では、CSS2A に比べてグルクロン酸転位活性が低下していることが明ら
かとなった。CSS2B では N 末の 162 残基が欠失してはいるものの、酵素活性に重要な機能モチーフは
CSS2A と同じであり、CSS2B の酵素活性の低下のメカニズムが不明であった。これを明らかにするた
めに、CSS2 においてグルクロン酸転位活性を担う N 端側ドメインの構造予測を行い、スプライシング
バリアント間（N-CSS2A、N-CSS2B）でそれらを比較した。この際、N-CSS2A、N-CSS2B ともに一般
的な相同性検索では構造予測の鋳型となる構造既知の糖転移酵素が得られなかったため、既存のフォー
ルド認識アルゴリズムを複数組み合わせて、それらのコンセンサスを取る手法を作成し、鋳型とできる
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タンパク質を検索した。その結果、配列一致度
が 10%程度しかないものの、有意にアミノ酸
配列が類似した鋳型タンパク質を得ることが
できた。また、N-CSS2B と鋳型タンパク質の
単純なアラインメントではドメインの立体構
造形成に重要な疎水性コアが欠失してしまう
ため、ドメインの二次構造を考慮したアライン
メントを新たに行い、それをもとに構造予測を
行った（図３）。その結果、N-CSS2A、N-CSS2B ともに構造評価ソフトウエアにより尤もらしい構造と
評価されたものの、N-CSS2B では選択的スプライシングにより基質認識に関わる部位の構造が大きく変
化していることがわかった。このことがグルクロン酸転位活性の低下の原因と考えられた。これらのこ
とより、一般的な相同性検索では鋳型タンパク質が見つからないタンパク質であっても構造予測するこ
とができる例を示すことができた。また、コンドロイチン硫酸の合成は複数のタンパク質が複雑に相互
作用しつつ行われるが、この研究により選択的スプライシングバリアントがコンドロイチン硫酸合成の
調節を行っているという初めての知見を示すことができた。
３．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

0 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

6件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

7 件

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

5件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
課題開始時における達成目標であったドメイン間相互作用部位の特徴抽出、ドメイン間相互作用面推
定法の研究開発、マルチドメインタンパク質の全体構造モデリング法の研究開発については、D1 課題
終了年度である平成２１年度までに達成することができた。一方で、C1 課題の活動として行うターゲ
ットタンパク研究の解析対象マルチドメインタンパク質の構造予測、および、その情報公開は、平成２
３年度いっぱいかかる予定であるため、達成度は 85%と自己評価する。
９．課題内の情報共有・連携体制
年数回、不定期に各研究室や学会などで打ち合せを行い、情報共有、進捗状況の把握に努め、互いの
支援研究、個別解析の状況、また解析ツールのアップデートなどの情報を共有している。平成２３年度
には、関東圏の電力不足に対応し、コンピュータ資源を長浜バイオ大学に配置した。また、情報プラッ
トフォームの会合には由良、藤、塩生のうちの誰かが必ず出席し、その内容の共有を行った。
１０．他の課題との情報共有・連携
本プログラム内では、菅原秀明教授のグループに協力し、タンパク質解析ツール群の調査を行った。

854

情報Ｃ１－Ｆ
本プログラム外では、愛知医科大学の渡辺秀人教授のグループとコンドロイチン硫酸合成酵素のモデ
リングにもとづく機能解析を連携して行った。さらに、長浜バイオ大学の水上民夫教授、長谷川慎准教
授のグループとプロテアソームの立体構造情報にもとづく新規阻害剤の結合様式についての解析、同じ
く、長浜バイオ大学の中村卓講師のグループと好熱菌由来のハロ酸デハロゲナーゼファミリーに属する
酵素についての機能予測を共同で行っている。
１１．人材育成
本課題の期間中、学部生３４名、大学院生３名に対して、タンパク質の機能部位予測などの構造バイ
オインフォマティクスに関するテーマを与え、卒業・修士論文にまとめるまでの指導を行った。
また、愛知医科大学の渡辺秀人グループとの共同研究に際して、リモートホモログの取得やホモロジ
ーモデリング法について習得してもらった。さらに、物理系の出身であるプログラム技術者を雇用し、
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。
１２．終了までの具体的な見通し
現在、開発したマルチドメインタンパク質のモデリング手法について更なる精度向上を行うための改
良を行いつつ、それらの結果にもとづく論文を平成２３年度終了までに受理されるよう準備している。
また、本プログラム内で解析対象となっているマルチドメインタンパク質の中で、現在も全体構造の決
定がされていない解析困難なものについて、開発した手法により構造モデルを作成し、Web 上で公開で
きるように解析を行っている。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
マルチドメインタンパク質の全体構造予測も含め、難構造解析のタンパク質に対してのバイオインフ
ォマティクスの技術を用いた立体構造予測は、それらの構造情報を得るための唯一の方法である。開発
した手法の精度をより高め、さらに、予測した立体構造を一般に公開することにより、それらの構造情
報を用いたタンパク質機能解析や薬物設計などに資することができる。
１４．特記事項
塩生は本課題で開発した Web ツールの他にも、世界で最も早く開発・公開したタンパク質立体構造
と低分子との相互作用のデータベース Het-PDB Navi.の研究開発に携わった一人であり、現在は長浜バ
イオ大学からの公開・維持・更新を担当する責任者である。Het-PDB Navi.の Web データベースでは、
毎月１回データ更新をしており、本プログラムで立体構造が決定されたタンパク質と相互作用する低分
子の情報も掲載している。国内だけでなく、アメリカなど海外からのアクセスも頻繁にある重要なデー
タベースとなっている。
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

0

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

0

144

業務実施費（千円）

0

0

0

3,856

その他（千円）

間接経費（千円）

0

0

0

1,200

間接経費（千円）

合計（千円）

0

0

0

5,200

合計（千円）
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２３年度

旅費（千円）

計

110
2,990
0

-

3,100

8,300
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代表／分担機関の課題名

「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」(ターゲットタンパクプログラムの情報解析支援)

代 表 ／ 分 担 機 関

独立法人

機 関 の 代表研究者名

藤

産業技術総合研究所

博幸

１．課題開始時における各機関の達成目標
情報プラットフォーム内でお茶の水女子大

図１

学、産業技術総合研究所および長浜バイオ大
学が協力して構造バイオインフォマティクスの
先端技術を提供するプラットフォームを実現す
る。難解析タンパク質複合体の立体構造解析
を支援するために開発された構造バイオインフ
ォマティクス技術の共用利用の支援と技術向
上を本事業目標とする。タンパク質の高精度立
体構造モデリングや相互作用部位推定などの
技術を、ターゲットタンパク研究プログラム内で
インターネットを介して共用し、オンデマンドで解析を支援する。

・ターゲットタンパク実験グループの支援
これまで研究支援をおこなってきたターゲットタンパクのメンバーとの情報解析支援を実施する。
・プログラム新規データの独自解析推進
ターゲットタンパクプログラムから産出された立体構造データを、過去３年間に本プログラムで開発
したマルチドメインタンパク質のモデリング法や、ホモロジーモデリング法およびタンパク質複合体の
モデリング法、既存のバイオインフォマティクス技術で解析することによってプログラム内に技術の適
用例を示し、ターゲットタンパク研究テーマの進展のための手がかりをプログラム内に開示する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①
ターゲットタンパク実験グループの支援 （上記図１の①に相当）
九州大学の住本教授から以前より依頼されていた、Nox系のペルオキシダーゼの触媒ドメインの分
子系統解析に着手した。平成22年度は予備的な解析を行なったが、cyclooxygenase (COX)の中で二量
体形成のインターフェースとなる部分について新規知見が得られた
②プログラム新規データの独自解析推進 （上記図１の②に相当）
ターゲットタンパクの対象タンパク質の内、複数の実験グループの解析対象となっているユビキチン
ファミリーと、GPCRの一種であるケモカイン受容体について解析を行なった。ユビキチンについては、
その低分子ハブとしての機能と表面電荷、disorderの関係を解析した。ケモカイン受容体については、生
体内でシグナル伝達に関与するものの他に、構成的にシグナル伝達活性を有するウイルス受容体、また
リガンド結合能のみを有するデコイ受容体など、機能的に異なるものの比較から、GPCRの作用機構に
関する新規知見をえることができた。
（２）技術開発の進捗及び成果
① ターゲットタンパク実験グループの支援
図2
平成２２年度は、九州大学の住本教授から以前より依頼されていた、Nox系のペルオキシダーゼ
の触媒ドメインの分子系統解析に着手した。データ数が多いことから、本年度は予備的な解析を行
なったが、その中から新規の知見が得られた。以前にも、我々はこのファミリーの分子系統解析を
行なっており、cyclooxygenase (COX)の中で、ドメインとして注目されていなかったN末側の領域に
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二量体形成のためのインターフェースとなる部分が存在する
ことを明らかにした。今回、新たにデータベース検索を実施し
たところ、バクテリアに由来するcyclooygenaseに近縁なタンパ
ク質が検出された。下図は、COXとそのホモログの系統樹であ
る。
緑色の枝が、真正細菌由来のCOX/ミエロペルオキシダーゼの
ホモログである。特にCOXに近縁な４種由来のタンパク質は、
COXを特徴づけるEGF様ドメインや膜結合ドメインは持って
いなかったが、触媒ドメインにおいては有意な類似性を示し
た。さらに、そのN末には触媒ドメインを越えてCOXと有意な
配列類似性が観察された。EGF様ドメインも、その一部は二量
体のインターフェースであることから、上記の領域だけではこ
れら真正細菌由来COX様タンパク質が二量体を形成するとは
いえないが、実験等による検討が待たれる。一方、今回の解析
から、ドメイン構造を完全に保持したCOX様タンパク質は刺胞
動物から脊椎動物まで分布しているが、前口動物からは見つか
っていない。今回検出された不完全なドメイン構造をもつCOX
も、真正細菌全体で見いだされるのではなく、その分布は細菌
内部でも非常に限られたものであり、その進化的な意味は、今
後のデータの増加を待たねばならないが、本ファミリーについて，進化的観点からばかりでなかく、
機能的な観点からも興味深い結果が得られたと考えている。今後、本ファミリーの解析をさらに進め、
本ファミリーについて新たな知見を抽出していきたい。

図2

図3

② プログラム新規データの独自解析推進
ターゲットタンパクの研究促進あるいは研究成果の拡張を行
なうことを目的として、ターゲットタンパクの解析対象となっ
ているタンパク質に対して、情報の観点から独自に解析を実施
した。そのため、由良、塩生と会合を開き分担を決めた。
藤は、分担タンパク質の内、複数の実験グループの解析対象と
なっているユビキチンファミリーと、GPCRの一種であるケモカ
イン受容体について解析を行なった。ユビキチンは、低分子ハ
ブとして働き、そのハブとしての機能は表面電荷に依存するこ
とが中村らによって報告されている。今回、ファミリー全体で
解析したところ、ユビキチンファミリーの中にも長いdisorder領
域を持つものがあることがわかった。図2はユビキチンファミリ
ーの代表的なメンバーに対してPOODLEを使用してdisorder予測を行なった結果である。SUMO1や
PRKN2、またATG12などのN末にdisorder領域が存在することが示唆された。
そこで、ユビキチンファミリーの機能とこれらの構造的な特徴との関係をさらに調べることにした。ま
ず、ユビキチンファミリーで立体構造が決定されているものを収集し、構造がないものについてはホモ
ロジーモデリングで構造データをおこして解析に使用した。それらを、D, E, R, Kの頻度、疎水アミノ酸
の表面での頻度、相互作用する相手の数、マルチドメインタンパク質の一部であるか否か、重合能、
disorder領域の有無を要素とした9次元の特徴ベクトルで表現した。それらの特徴ベクトルを用いて主成
分分析を行なったところ、まだ予備的な結果であるが、第三軸から相互作用の数は,Eの頻度に負の相関
を示し、disorderとは正の相関を示してた。また、第二軸からdisorerとマルチドメインであることに正の
相関が、またdisorderとKやRなど正電荷を持つアミノ酸の頻度の間にも正の相関が見いだされた。今後
データ数などもあわせてさらに検討していきたい。

ケモカイン受容体については、生体内でシグナル伝達に関与するものの他に、構成的にシグナル伝達活
性を有するウイルス受容体、またリガンド結合能のみを有するデコイ受容体など、機能的に異なる近縁
なものが多数存在しており、配列解析からそれら機能の差異をもたらすサイトを推測し、構造上に対応
する残基をマッピングした。機能の差をもたらすサイトの推定には、自作のプログラムを用いた
Kullback-Leibler情報量による方法と、GuのDIVERGEを使用した方法の２種類を試みた。前者は、アラ
インメントを二つのグループに分割して、グループごとサイトごとにアミノ酸の組成を推定し、アミノ
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酸組成の違いを評価する
手法である。後者は分子系
統樹で２つのグループを
指定し、グループ間での進
化速度に差のあるサイト
を検出する方法である。
図4の左３つはデコイ受容
体、右３つはウイルス受容
体と、通常のケモカイン受
容体の比較である。
手法的に問題があるのだ
が、ウイルス受容体は、細
胞外のリガンド結合に関与

図 4

すると思われる領域に，デコイ受容体については細胞内で受容体の活性/非活性のコンフォメーションの
変化に関与すると考えられる DRY もチーフの近傍に、機能差を生じるサイトが集中する傾向が見いだ
された。解析手法の開発も含めて、本予備的解析の結果の確認を行なっている。
また、図１の③のポータルサイトの充実のため、D1 班時代に開発したタンパク質間相互作用予測のさ
ら な る 改 良 を 試 み て い る 。 D1 班 時 代 の 開 発 手 法 は 、 サ ー バ を た て 公 開 し て い る （ ESPAER 、
http://esper.cbrc.jp/~ESPER/form.php、図５参照）。現在、震災に伴う節電のため停止中だが、由良、塩生
と開発した複合体モデリングサーバーToSY に組み込まれている。最近、別プロジェクトでタンパク質
の構造的制約と機能的制約を分離するために開発したプロファイル比較法により、インターフェイス構
成残基を効率的に予測できることを偶然発見した（図 6）
。図 6 でオレンジ、シアンで色をつけたアミノ
酸がプロファイル比較により機能的制約が働いている残基である。空間充塡モデルで示された触媒残基
に色がついていることがわかる。加えて、複合体の状態でインターフェースを構成するアミノ酸も、多
数色がつけられており、プロファイル比較により選択されていることがわかる。現在、この手法を導入
することによる本システムのさらなるパフォーマンスの向上させる方法の開発を計画している。

図5 ESPER トップページ

図6 プロファイル比較の結果

論文発表、公開したツールやデータベースの件数は以下の通りである。
(1) 計算サーバ 1件
ESPER (http://esper.cbrc.jp/~ESPER/form.php) 震災後の節電のため停止中
(2) 論文

6報

（別紙参照, D1班からの継続研究ためD1班時代の成果も含む）。

当初、設定していたターゲットタンパク内外の支援は着実に進行している。しかし、人的資源の
不足のため、ターゲットタンパク全体を縦断する形での支援や個別解析は行なえていない。
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論文や学会発表以外の外部への研究成果等の発信は以下の形で行なっている。
(1)

D1 班時代に開発した手法は計算サーバ ESPER、統合モデリングサーバ ToSY、それらへの情報

プラットフォームからのリンクの３つにより成果を発信している。
(2)

支援研究、個別解析の結果は、まとまり次第、情報プラットフォームを通じて，対応するターッ

ゲットタンパク内の実験研究者との情報共有をはかりたい。
本プログラムは C1 班になってからは、技術開発ではなく、情報からの研究支援を行なうことがミッ
ションとして要求されているので、本プログラムからの技術基盤形成は本来ありえないが、D1 班時代
の開発技術のアップデートを継続しており、その点が基盤整備と位置づけられる。藤の担当の複合体予
測は、タンパク質の構造解析や複合体形成阻害による創薬などを支援する基盤技術を与える。上記のプ
ロファイル比較手法の導入から、より高い性能の予測技術が開発できると考えている。
オンデマンドの解析については、当然のことながら結果を報告し、情報を共有してきた。一方、個別解
析は平成 22 年度からのスタートであり、まだ予備的な段階であるため、情報の共有ははかられていな
い。まとまり次第、情報プラットフォームを通じて情報共有を進めていきたい。
３．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．各機関の論文発表件数

6件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

1件

の件数
６．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

0件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

８．当初計画に対する各機関の達成度
現時点での達成度ではあるが、60%程度であると考えている。ユビキチン系、ケモカイン受容体の系
については、興味深い知見が得られてきており、基礎研究としてターゲット内の研究者との共同研究や、
産業応用につながっていけるのではないかと期待している。また、ターッゲット内ばかりでなく、外部
の研究者からの様々な要求に対応する形で、支援を行なっている。本プログラムの目的である実験グル
ープの支援に加え、D1 班時代の成果である相互作用予測技術のアップデートについても検討しており、
本プログラムとは異なる課題で研究していたプロファイル比較の手法の導入を計画している。
９．課題内の情報共有・連携体制
本課題では、ポスドクを１名と大阪大学の研究協力者１名と協力して、ターゲットタンパク内外の研究
者の実験支援を行なっている。ポスドクについては、進捗状況は、週１回のミーティング、月１回の
monthly report で把握した。研究協力者については、主にメールで連絡をとりあい、情報を共有している。
年数回、不定期に代表の由良の研究室や学会などで打ち合せを行い、代表機関及び分担機関間の情報
共有、進捗状況の把握に努め、互いの支援研究、個別解析の状況、また解析ツールのアップデートなど
の情報を共有している。
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１０．他の課題との情報共有・連携
ターゲットタンパク参加者である九州大学の住本英樹教授、九州大学

福井宣規教授、大阪大学

中

村春木教授と実験支援（配列解析、モデリング）や共同研究を行なった。また、情報プラットフォーム
の運営会議に出席し、C1 班内での情報共有を行なった。
本プログラム以外の研究者としては、東亜大学、渡部紀久子教授、岡山県立大学
州大学

近藤久男教授、九州大学

東京農工大

横溝岳彦教授、九州大学

高橋吉孝教授、九

吉開秦信教授、大阪大学

森正樹教授、

黒田裕准教授と共同研究を行なった。

１１．人材育成
ポスドクには週一回のミーティング、月報会で研究状況の把握に努めた。研究指導は、藤が主になっ
て行なっている。ポスドクの本課題終了後の職などは未定。
１２．終了までの具体的な見通し
研究代表者の藤は、平成 22 年度より産業総合技術研究所生命情報工学研究センタ―へ異動し、そちら
で C1 班として、個別解析、共同研究などを通じての支援を行なっている。サーバも生命情報工学研究
センタ―に移設したが、現在震災後の節電対策のため停止している。研究成果の活用の推進は情報プラ
ットフォームからのリンクを介して行なっている。支援のためには、開発した技術をアップデートして
いく必要もあり、そのための取り組みも行なっている。先に述べたプロファイル比較などの手法の考慮
は、相互作用予測システムのアップデートの一環である。研究支援、個別研究については、上に述べた
ものについては、既に予備的な解析は終了しており、これからまとめていく段階である。現在おこなっ
ている３つの支援研究、個別解析の内、２つまでは 23 年度にまとめることができると考えている。
１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ユビキチンの個別解析は、相互作用とネットワークという現在のタンパク質科学の研究の大きな流れの
中にあるもので、タンパク質のハブ化について新たな知見をあたえてくれると考えている。また、ケモ
カイン受容体の解析は、ケモカイン受容体に留まらず、GPCR の作用機構についての一般的知見を与え
てくれると期待している。また、D1 班時代からの相互作用解析のアップデートについては、プロファ
イル比較の導入によるさらなる性能改善を考えている。現在の予測システム、あるいは今後改良される
システムは相互作用予測だけではなく、相互作用部位のキー残基が予測できるので、その情報を利用し
たププチドミメティクスによる創薬の基盤を構成できる可能性がある。
１４．特記事項
Shimizu, K., Toh, H. J. Mol. Biol. 392, 1253-1265 (2009) は Faculty of 1000 Biology に選抜
１５．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

0
6,257

人件費（千円）

6,236

旅費（千円）

267

業務実施費（千円）

1,533

その他（千円）

476

間接経費（千円）

2,331

間接経費（千円）

合計（千円）

10,100

合計（千円）

860

計

0

2,331

7,000

17,100

