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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）

199

２３年度

計

574
23,166
96

６

Ａ２（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
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。

210

Ａ２－Ｂ（基本的な生命の解明）
（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
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・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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２３年度

計

62
6,391

58,000

Ａ２－Ｃ（基本的な生命の解明）
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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Ａ２－Ｃ（基本的な生命の解明）
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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Ａ２－Ｃ（基本的な生命の解明）
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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Ａ２－Ｃ（基本的な生命の解明）
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
4,934

Ａ２－Ｄ（基本的な生命の解明）
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

Ａ３（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント

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
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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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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
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LC3
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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

231

Ａ３－Ａ（基本的な生命の解明）
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

Ａ３－Ｃ（基本的な生命の解明）
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

13

C,15N,2H-三重標識試料を用

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

240

Ａ３－Ｃ（基本的な生命の解明）
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

13

C,15N,2H-三重標識試料を用

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

Ａ４（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
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。
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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。
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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）
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計

1,991 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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合計（千円）

16,000

135,480

Ａ６（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
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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計

594
14,014

Ａ６－Ｂ（基本的な生命の解明）
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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２３年度

計

2,898

876

8,340

3,800

36,150

６
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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
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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

770
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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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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

