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

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

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

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

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

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

２件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

56 件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

１０件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数３件）

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

設備備品費（千円）

１９年度

２０年度

２１年度

14,938

9,718

11,727

２２年度

9,630

試作品費（千円）
人件費（千円）

0

２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

計

9,601
16,948

9,958

18,475

17,030

19,034

旅費（千円）

業務実施費（千円）

16,642

10,269

11,243

11,336

その他（千円）

1,239

間接経費（千円）

12,462

11,538

12,000

12,000

間接経費（千円）

8,538

56,538

合計（千円）

54,000

50,000

52,000

52,000

合計（千円）

37,000

245,000

314
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代表／分担機関の課題名

発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤

代 表 ／ 分 担 機 関

東北大学

機関の代表研究者名

山本雅之

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

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

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

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

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

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

２件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

56 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数３件）

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

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

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

11,756

7,035

7,625

8,978

0

0

0
5,411

13,085

12,288

8,650

12,064

6,803

8,164

10,449

8,769

8,077

8,423

8,423

38,000

35,000

36,500

36,500
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２３年度
物品費（千円）

9,331

人件費・謝金（千円）

8,344

旅費（千円）

591

その他（千円）

811

間接経費（千円）
合計（千円）

5,723
24,800

計

39,415
170,800
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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

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

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人産業技術総合研究所

機関の代表研究者名

佐藤主税

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

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

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

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

図２

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

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

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

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

1 件 (EM data base に登録)

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

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

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

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

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

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

２０年度

２１年度

２２年度

3,182

2,682

4,103

652

0

0

0

0

人件費（千円）

4,547

5,389

4,742

10,384

業務実施費（千円）

4,579

3,467

3,078

887

間接経費（千円）

3,692

3,462

3,577

3,577

16,000

15,000

15,500

15,500

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

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

計

270
8,604
83
428
2,815

17,123

12,200

74,200

Ｂ２（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
課

題

名

ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析

機

関

名

国立大学法人大阪大学

代 表 研 究 者 名

阿久津

秀雄

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

２件

PDB 登録の有無にかかわらず構

５１件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

２８件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

７件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

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

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

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

２０年度

２１年度

２２年度

20,111

7,150.43

0

7,527.25

0

0

0

0

人件費（千円）

2,687.76

14,390.85

19,616.80

業務実施費（千円）

19,740.16

25,335.81

間接経費（千円）

12,761.08
55,300

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

11,566.88

人件費・謝金（千円）

21,360.81

38,785.47

旅費（千円）

3,133.19

24,575.97

44,256.52

その他（千円）

3,555.12

14,062.92

13,257.23

27,170.77

間接経費（千円）

11,884

79,136

60,940

57,450

117,740

合計（千円）

51,500

342,930
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代表／分担機関の課題名

ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析

代 表 ／ 分 担 機 関

大阪大学

機関の代表研究者名

阿久津

蛋白質研究所
秀雄

１．課題開始時における各機関の達成目標
H+-ATP 合成酵素は生体エネルギー変換系の最終段に位置する巨大膜タンパク質複合体である。本研究
においては研究の困難な膜内在 Fo 中のサブユニットｃ-リングの構造と機能を固体 NMR と生化学的な方
法をあわせ用いることにより明らかにすることを目指す。さらに、サブユニットｃはバッテン病と呼ば
れる遺伝子病において脳神経細胞内の小
胞中に大量に蓄えられることが知られて
いるこれにも光を当てる。
本研究出発時、応募書類に掲げた具体
的な達成目標は以下のとおりである（図を
参照）。１）好熱菌 PS3 より安定同位体標
識したｃ-リングをインタクトな状態で単
離してくる方法を確立する。２）サブユニ
ットｃ-リングを脂質二重膜に再構成し、
固体 NMR 用の試料を調製する。３）コムギ
胚芽の無細胞発現系を用いてサブユニッ
トｃを発現させる方法を開発する。４）無
細胞系で発現したサブユニットｃを 10 量
体リングとして脂質二重膜に再構成する
方法を開発する。５）これを用いて、安定
同位体選択標識の固体 NMR 用試料調製を行う。その試料が Fo から単離したｃ-リングと同じであること
を機能解析から確認する。６）以上の試料を用いて、ｃ-リングの構造解析を行う。７）次にサブユニ
ット ab2 とｃ-リングの複合体を脂質二重膜中に再構成して、ｃ-リングの構造解析を行う。この複合体
が活性構造をとっていることを機能解析により確認する。８）サブユニット ab2 とｃ-リングの複合体の
界面からの情報を得るための固体 NMR 測定法の開発を行う。９）機能と構造の関係を明確にするために、
変異体を用いた解析も行い、膜にかかる電気化学ポテンシャルがどのようにしてｃ-リングの回転に結
びつくかを明らかにする。10）単離ｃ-リングや発現サブユニットｃを用いて不正規構造モデルについ
て検討し、その構造を調べる。11）バッテン病との関係を調べるために、ヒトサブユニットｃの合成を
検討する。大量合成と選択標識を視野に入れて化学的に合成する方法を検討する。12）これを用いて、
ヒトサブユニットｃの不正規構造の解析を行い、バッテン病で観察される凝集体との関係で考察を行
う。平成 22 年度から 13) 固体 NMR 感度向上、技術開発が目的に加わった。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１．目標(1)から(5)の試料調製は最も困難な部分の一つであったが、詳細に述べるように 100%達成した。
２．脂質膜への再構成、目標(6)の固体 NMR 解析法の開発では生化学的知見が豊富な大腸菌サブユニッ
トｃを先ず用いて研究を進めた。13C,15N 均一標識大腸菌サブユニットｃを調製し、脂質膜に再構成して
固体 NMR による解析を行った。帰属された化学シフトからは提案されているヘアピン構造に近かったが、
二つの核だけを選択的に 13C 標識したサブユニットｃの距離測定結果は現在提案されているリング構造
モデルとは矛盾した。大腸菌サブユニットｃと脂質の動的相互作用の解析を重水素 NMR により行ったと
ころ、液晶状態では膜の脂質分子はｃ-リング表面を脂質分子であるかのように認識しており、摩擦に
よるエネルギーの損失が非常に少ないことが示唆された。
３．目標(6-9): 13C,15N 均一および部分標識好熱菌サブユニットｃ(TFoc)-リングを脂質膜に再構成し、
図１
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脂質膜に再構成し、それがリング構造をとっていることを高速原子間力顕微鏡(AFM)で確認した（図 1）。
４種類の試料を作製して一連の固体多次元 NMR スペクトルを測定した。これら
のスペクトルを用いてシグナルの配列帰属に成功した。さらに、コムギ胚芽無
細胞系で３種類の試料を作成して解析に用いた。帰属した Cα, CO, NH シグナル
の化学シフト、双極子相互作用からの距離情報を収集して構造計算を行い、骨
格 RMSD 1.45Å のモデル構造(図 2)を得た。サブユニット ab2 とｃ-リングの複合体
を脂質二重膜中に再構成する方法を検討して活性の確認を行った。固体ＮＭＲに
よる構造解析にプロトンを使うための方法論の開発を行い、SAIL アミノ酸を用
いて特定アミノ酸間の距離情報を得た。これは活性部位の構造を決める重要な
図２ TFoc-ring 構造
構造データを提供した。
４．目標(10-12):サブユニット ｃ不正規構造の解析のためにヒトサブユニット ｃ の化学および生
合成法を開発し、困難な全合成と単離精製に成功した。溶液構造の解析を進めるとともに、AFM
を用いて不正規構造凝集体と凝集要因について検討した(図は詳細項目中)。
５．目標（13）: 動的核分極（DNP）システムの開発と液体 He を用いた低温プローブの開発により、室
温での通常 NMR スペクトルに比べて、約 550 倍の感度向上を実現した。シミュレーションと低分解能ス
ペクトルを用いた膜蛋白質構造解析法を開発し、膜結合ペプチド、古細菌ロドプシンに適用した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
１．目標（１－５）安定同位体標識サブユニットｃ-リング試料調製法の確立
生化学的知見が豊富で、精製法が詳しく報告されている大腸菌サブユニットｃを用いて方法の検討を
行った。次に、分担者吉田によって10量体であることが証明されている好熱菌Foサブユニットｃ（TFoc）
-リングをNMR用に大量精製するための方法を確立した。TFocのN末端から2番目の残基であるSerを
Hisに置き換え、リング構造を持つもののみにHisタグを持たせて、リングのアフィニティー精製を可能
にした。得られたTFocリングを重水素化ジミリストイルフォスファチジルコリン (DMPC) 膜に再構成
した。一方、SAILアミノ酸など、特定アミノ酸の効率的標識のためにコムギ胚芽無細胞系による発現
系の確立に取り組んだ。発現系にリポソームを加えることで、発現と界面活性剤への可溶化効率を高め
ることが出来た。さらに、界面活性剤条件の探索とリング式Hisタグにより、リング状TFocの選択的な
精製に成功した。10mlの反応スケールで固体NMR測定可能な量のTFocを得ることができた。
得られた試料が確かにリング構造をとっていることを高速原子間力顕微鏡（AFM）により確認した。
大腸菌で発現し、TFoc -リングとして精製してきた試料のAFM像には膜中に分散したリング構造がは
っきりと観測され（概要図）、インタクトなリング構造が維持されていることを確認できた。コムギ胚
芽無細胞系で発現し、精製したTFocも同じ高速AFM像が観察された。これらのリングの直径は10量体
に予想されるものとほぼ一致した。さらに、c -リングを膜中でFoF1複合体に再構成して、これがATP
分解に伴うプロトンポンプ活性を持っていることを確認した。
２．目標(6) 大腸菌サブユニットｃ-リングの固体 NMR による構造解析
固体 NMR 解析法の開発も、まず大腸菌サブユニットｃ（EFoc）を用いて進めた。13C,15N 均一標識 EFoc
を調製して固体 NMR による解析を行った。帰属された化学シフトから得られた二面角は提案されている
ヘアピン構造に近かった。そこで、二つの核だけを選択的に 13C 標識した EFoc を相本が化学合成して、
その核間距離測定を行った。結果は現在提案されているリング構造モデルと矛盾した。また、EFoc -リ
ングと脂質の磁化移動を用いて脂質膜表面に露出しているアミノ酸残基を調べたところ、EFoF1 での cリングとサブユニット a との架橋実験(Fillingame ら)の結果と一致した。これらの構造データを基に構
造モデルを得て論文発表を行った。次に、膜中におけるサブユニットｃと脂質の相互作用を脂質重水素
のダイナミックス解析から、液晶状態では脂質分子はｃリング表面を脂質分子であるかのように認識し
ており、回転の摩擦によるエネルギーの損失が非常に少ない可能性があることを別の論文で報告した。
３．目標(6-9) 好熱菌サブユニットｃ-リングの固体NMRによる構造解析
本格的な構造解析には、安定な好熱菌サブユニットｃ（TFoc）を用いた。固体 NMR シグナル帰属のた
めに、13C と 15N で均一標識した試料、および逆標識によりシグナルの数を減らした試料３種類を大腸
菌の発現系を用いて調製した。３種類の試料をデザインするにあたっては、配列帰属を可能にするよう
に、しかもシグナルの重なりが最小になるようにした。この方法は COMpensated Patch ASsignment
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by reverse labeling Sampling (COMPASS)法と命名した。これらの試料を用いて一連の多次元スペク
トルを測定してシグナルの帰属を行った。次に、距離情報を与える DARR スペクトルを測定して、近
接原子対の同定を行った。帰属の確認と分解能の高い距離情報を得るために、コムギ胚芽無細胞系を用
いて特定アミノ酸（Ala, Val, Asn, Glu, Gly）標識、および SAIL アミノ酸（Glu, Asn, Pro）標識試料
を調製し、同様な測定を行った。化学シフトから見積もった二面角から TFoc がヘリックス-ループ-ヘリ
ックス構造をとっており、ヘリックス間の磁化移動からヘアピン構造をとっていることが直ちに分か
る。これはわれわれが決定した溶液構造と同じであることを示す。
われわれは目標(8)の一つとしてプロトン・プロトン間距離を測定する方法を開発し、論文発表した。
上記の SAIL-Glu, Asn 標識試料を用いて活性部位での Asn23 と Glu56 の距離をこのプロトン磁化移動
法で決定したところ、それぞれのβプロトン間の距離が約 0.3 nm であり、この両者が水素結合をして
いる構造が強く示唆された。c-リング全構造の計算には、上記固体 NMR 測定で得られた化学シフトか
らの二面角（140）、DARR 磁化移動からの距離情報（サブユニット内 181、サブユニット間 10）、水素
結合（57）と AFM から得られたリング情報を用いた。現時点で得られた構造制限を基に低分解能の構
造モデルを得ることができた（概要図）。骨格原子の RMSD は 1.45 Å である。この構造は、脂質との
磁化移動からどのアミノ酸が脂質に面しているのかを解析した結果とも一致している。今後、この構造
の精密化を進めていくが、これにより本プロジェクトの重要な目的の一つが達成される見通しが立っ
た。これは重要な成果である。この構造はわれわれが提案したプロトン移動モデルと一致している。
精製された TFoc
TFo 中のサブユニットｃ−リングの解析を目指して大腸菌の発現系から ab2 を精製し、
－リング、F１を用いて活性のある TFoF1 を再構成することに成功した。現在、安定同位体標識 ab2c10
の脂質膜再構成試料を作製している。したがって、まだ c－リングとサブユニット a の界面の解析に至
っていない。機能解析は吉田グループの協力を得て進めつつある。
４．目標(10-12) サブユニットｃ不正規構造モデルの検討と構造解析
サブユニットｃの不正規構造形成については EFoc や TFoc でも検討した。しかし、バッテン病との
関連があるのでヒトサブユニットｃ（hFoc）に焦点を絞った。hFoc は EFoc や TFoc より遙かに会合性
が強く、その全合成は困難を極めた。相本グループは化学合成に、吉田グループは生合成に取り組んだ。
化学合成では、最初部分合成を試みたが、強い会合性のために成功せず、一挙に全合成することにした。
合成途中で凝集を起こさない工夫をすることで Fmoc 固相合成法により hFoc (1-75)の全合成に成功し
た。しかし、精製途中で試料の消失が続き、さまざまなタグを開発した。光照射により切断可能な精製
用タグを導入した hFoc (1-75)粗生成物は逆相 HPLC でピークとして溶出されたが、光照射すると消え
てしまった。そこで、酸で除去できるタグをつけて精製し、hFoc (1-75)が可溶な酸性溶媒条件を見つけ
てタグの除去を行い、純品を得ることに成功した。この膜タンパク質合成法は世界的インパクトを持つ
ものである。精製方法の一部を論文で報告した。収量は多くなかったが、この試料を用いて NMR によ
る溶液構造のキャラクタリゼーションを行った。まだ、解析は始まったばかりであるが、NOESY スペ
クトルでは正の NOE（負のピーク）が全く観られなか
ったため、合成された hFoc は少なくとも二次構造は堅
持していることが分かった。生合成でも一定の発現に成
功し、hFoc 遺伝子を好熱菌の他の構成成分とともに発
現させると活性のある複合体が再構成された。したがっ
て、このペプチドが形成するリングには活性があり、リ
ングとしても 10 量体に近い可能性が高い。
さまざまな条件下での hFoc 標品の非正規構造を AFM
により観察した。一例を示すと、光切断性精製タグの付
いたままの hFoc (1-75)を 100 mM 食塩存在下 pH 2 に放
置しておくと、図３上に示すように太さ 7−8 nm の繊維
図３ 光切断性タグ付き sub.c(1-75)（上）と
状のものが形成されていた。さらに、同じ状態のペプチ
緩衝液中で光照射によりタグを除去された
ド溶液中で光照射により精製用タグを除去したものに
sub. c(1-75)（下）から精製した線維状物質の
原子間力顕微鏡像
おいては、図３下に示すようにタグ付き hFoc (1-75)の数
分の一の太さの繊維が観測された。これは非正規構造形
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成がゆっくり進むか、急速に進むかを反映しているものと考えられる。
５．目標（13）固体 NMR の感度向上と解析法の開発
動的核分極システムの開発と液体 He を用い低温プローブの開発により、室温での通常 NMR スペク
トル感度に比べて、約 550 倍の感度向上を実現した。この取り組みの一部を論文で報告した。また、デ
ータ解析法では NMR インフォマティクスとレプリカ交換分子動力学解析を固体 NMR と組み合わせた方法を開
発した。この方法を膜結合ペプチドマストパラン X と古細菌ロドプシンの構造解析に適用した。マスト
パラン X についての結果は論文にまとめて発表した。
以上で述べた発表論文は別紙にまとめてある。特許の申請はない。研究成果は国内外の学会で積極的
に発表した。課題公募時の目的に対しては７０％程度達成されていると考える。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

分かりやすくするために構造解析の項目でまとめて述べた。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１５件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

２件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

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

332

Ｂ２－Ａ（基本的な生命の解明）
チームと膜蛋白試料調製法、NMR 測定に関する情報交換を行っている。
１０．人材育成

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

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

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

２０年度

２１年度

２２年度

15,960

2,245.425

0

7,527.25

0

0

0

0

人件費（千円）

2,687.764

14,390.846

16,047.804

21,840.466

旅費（千円）

2,504.19

業務実施費（千円）

15,429.16

22,286.806

19,682.966

28,401.515

その他（千円）

3,540.121

間接経費（千円）

10,223.076

11,676.923

10,719.23

17,330.769

間接経費（千円）

11,100

61049.998

44,300

50,600

46,450

75,100

合計（千円）

48,100

264,550

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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２３年度
物品費（千円）

計

9,594.884

人件費・謝金（千円） 21,360.805

Ｂ２－Ｂ（基本的な生命の解明）
代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

学校法人京都産業大学

機関の代表研究者名

吉田

賢右

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

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

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数○件）

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

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

１３．特記事項
なし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

4,355

4,074

3,056

0

旅費（千円）

0

799

849

444

2,462

その他（千円）

0

間接経費（千円）

1,546

1,477

1,050

738

合計（千円）

6,700

6,400

4,550

3,200

人件費（千円）
業務実施費（千円）
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間接経費（千円）
合計（千円）

1,308

392
1,700

計

Ｂ２－Ｃ（基本的な生命の解明）
代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人北海道大学

機関の代表研究者名

出村

誠

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

図１

ハロロドプシンの二次構造（左）と三次構造モデル（右）

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

(a)
図１

(b)

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

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

等

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

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件
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５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

３件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

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

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

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

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

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

4,151

4,905

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

3,569

0

旅費（千円）

629

業務実施費（千円）

4,311

3,049

4,893

5,000

その他（千円）

15

間接経費（千円）

2,538

2,386

2,538

1,500

間接経費（千円）

784

9,747

合計（千円）

11,000

10,340

11,000

6,500

合計（千円）

3,400

42,240

設備備品費（千円）
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計

1,972
0
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代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

兵庫県立大学

機関の代表研究者名

吉川信也

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

図1

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

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

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

極低温２次元電子顕微鏡解析
のため結晶化条件の最適化中

水素原子レベルの構造解析中
非水素原子の構造解析

部位特異的変異解析
時間分解赤外分光装置解析

ウシ酵素のプロトンポンプ機構
装置開発

CO解離後の時間分解赤外
分光解析

X線構造比較
リン異常分散効果
脂質定量

ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞが平衡制御

相互作用解析
Cyt oxi 単量体/２量体 平衡

改善した。この結晶はヘリックス構

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

３者混合溶液の透析開始前の放置

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

２件（平成２２年以降）

PDB 登録の有無にかかわらず構

７件（平成２２年以降）

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１２件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

４件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

計

人件費（千円）

16,945

旅費（千円）

業務実施費（千円）

10,855

その他（千円）

間接経費（千円）

8,340

間接経費（千円）

8,340

合計（千円）

36,140

合計（千円）

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

題

名

創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明

機

関

名

京都大学 大学院医学研究科

代 表 研 究 者 名

岩田

想

１．課題開始時における達成目標
輸送体膜蛋白質は生活習慣病、がん、精神神経障害等さまざまな疾患の治療に有効な医薬品の作用点
となり得る、あるいは薬物動態に関与し得るため、医学的にきわめて重要な研究対象である。本研究の
目的は、輸送体膜蛋白質の立体構造を X 線結晶構造解析の手法を用いて高分解能で明らかにし、その分
子機構を解明した上で、構造情報に基づく阻害剤の in silico スクリーニング、化合物ライブラリーから
の阻害剤スクリーニング、新規阻害剤の分子設計・有機合成等を行い、医薬品シーズを合理的に創出す
ることである。
平成 19〜21 年度は V-ATPase のみに関して構
造・機能解析を進めたが、平成 22 年度以降の当課
題では、創薬ターゲットとして重要な輸送体膜蛋
白質 ATP 駆動性膜輸送体および SLC ファミリー膜
輸送体をも研究対象に含める。平成 19〜21 年度の
技術開発課題 生産 D2 ならびに生産 D3 において
確立された膜蛋白質生産・品質評価技術、膜蛋白
質の結晶化を促進する構造認識抗体作製技術等の
基盤を継承・共有化し、
「膜蛋白質構造解析プラッ
トフォーム」を形成する。さらにプログラム内外
（産業界も含む）で膜蛋白質構造解析に関する共
同研究を募集し、このプラットフォームを活用し
ての技術支援を積極的に行う（図 1）。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析に関する成果概要：細菌 V-ATPase の膜内リングおよび種々の膜外ドメイン（EGa 複合体，
DF 複合体，A3B3 複合体、ならびに A3B3DF 複合体）を高分解能で構造解析した。また，ヒト V-ATPase
における創薬ターゲット部分である DF 複合体の結晶化に成功し、構造解析を進めている。その他に、
2 種の SLC 輸送体と 1 種の ABC 輸送体の構造解析（いずれも 3.5Å分解能）、1 種の哺乳類 SLC 輸送体
の結晶化に成功した。
機能解析に関する成果概要：細菌 V-ATPase について、１分子測定計系等の種々の機能アッセイ系を
確立し、酵素学的パラメーター、回転の素過程を明らかにした。また、ヒト V-ATPase の創薬ターゲッ
ト部分のサブユニット構成を明らかにした。さらに上記のアッセイ系を用いて細菌 V-ATPase 阻害活性
を有する数多くの新規化合物を見出した。重要な阻害剤のコンビナトリアル合成にも成功した。細菌
V-ATPase 膜内リングと新規阻害剤との共結晶構造を決定し、その構造データに基づき阻害剤の in silico
スクリーニングを行った。哺乳類 SLC 輸送体に対する抗体が、当該輸送体の基質輸送活性を阻害する
ことを明らかにし、抗体医薬シーズとしての可能性を示した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
(i) V-ATPase（平成 19 年度から現在まで）
細菌 V-ATPase：一般に V 型 ATPase はプロトンを輸送するが、腸球菌 V 型 ATPase は Na+と Li+を輸
送する特性をもつ。新たに Li+結合型膜内リングの X 線結晶構造と性質を明らかにし、以前求めた Na+
結合型の構造と比較することにより、本酵素のイオン選択性の分子基盤を明らかにした（PNAS, 2008;
図 2a）。また、F 型および V 型の両 ATPase の阻害剤として知られる阻害剤 DCCD と膜内リングとの共
結晶構造を明らかにした（分解能 3.1 Å; PDB 3AOU; 図 2b）。得られた基質イオン非結合型の構造か
らイオン輸送機構モデルを提案した（論文投稿中）。
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また、細菌 V-ATPase における種々の膜外ドメインについ
ても構造解析を進めた。腸球菌 V-ATPase の外周固定子であ
るサブユニット E、G、a（N 末水溶性領域）をそれぞれ発
現•精製し、複合体形成能などの機能や X 線小角散乱による
溶 液 構 造 を 明 ら か に し た （ JBC, 2008; 図 3a ）。 腸 球 菌
V-ATPase の回転軸部分である DF 複合体の原子分解能構造
（分解能 2.0 Å; PDB 3AON）を V 型 ATPase として初めて
明らかにした（論文準備中; 図 3b）。好熱菌由来 V-ATPase
の触媒部分である A3B3 複合体の X 線結晶構造（分解能 2.8 Å; PDB 3GQB）を V 型 ATPase として初め
て明らかにした。
（EMBO J, 2009; 図 3c）。腸球菌 V-ATPase の A3B3 複合体について、解像度 2.8 Å（ヌ
クレオチド結合型）および 3.4 Å（ヌクレオチド非結合型）を示す結晶を得ることに成功した。現在構
造精密化中である（図 3d）。腸球菌 V-ATPase の触媒頭部 A3B3DF 複合体の発現精製系を確立し(BBRC,
2009)、原子分解能構造（分解能 2.1 Å）を V
型 ATPase として初めて明らかにした（論文準
備中; 図 3e）。また、腸球菌および好熱菌の
V-ATPase に対する構造認識抗体を作製し、得
られた抗体フラグメント(Fab)と全体構造及
び各種複合体との共結晶化スクリーニングも
行っている。
ヒト V-ATPase：ヒト V-ATPase の各種サ
ブユニットや複合体の大量精製系を確立した
（PEP, 2011）。創薬ターゲット部分であるヒ
ト DF 複合体の結晶化（分解能 2.9 Å）に成
功した。現在、構造精密化中である。
(ii) SLC ファミリー輸送体（平成 22 年度から現在まで）
平成 19〜22 年度の生産 D3 課題にて着手したものの未完了であった SLC 輸送体／抗体フラグメント
複合体の結晶構造解析を引き継いで進めた。その結果、ヒト SLC 輸送体および細菌 SLC 輸送体オーソ
ログの構造決定（分解能はともに 3.5Å）に成功し、その他に 1 種の哺乳類 SLC 輸送体について構造解
析可能な結晶（3.2Å分解能まで回折）を得た（図 4）。
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(iii) ATP 駆動性輸送体（平成 22 年度から現在まで）
平成19〜22年度の生産D2課題で確立した蛍光ゲルろ過法とメタノール
酵母による大量生産系を用いて、好温性真核単細胞生物 Cyanidioschyzon
merolae から見いだしたABC輸送体(CmABCB1)を調製し、結晶を作製し
た。3.5Å分解能で構造を決定した（図5）。
(iv) その他の膜輸送体，モデル膜蛋白質
細菌ポリスルフィド還元酵素 Psr：好熱菌 polysulfide reductase (Psr)の結
晶構造を 2.4Å分解能で決定し、細菌における硫黄呼吸の分子基盤を明ら
かにした(NSMB, 2008)。
細菌対向輸送体：In-gel 蛍光 Native 電気泳動法を用いた結晶化試料スク
リーニング法を確立した（AB, 2011）。この方法を利用した細菌対向輸送
体の調製条件至適化を進めると共に、結晶化を促進する構造認識抗体を作
製中である。
ヒト・ヒスタミン H1 受容体：細胞内第 3 ループを T4 リゾチームで置き換えた安定化変異体
（HRH1-Nd-T4L）をメタノール酵母を用いて生産・精製した。アンタゴニストの一つである Doxepin
を結合させてキュービック相結晶化法により結晶化し、構造を 3.1Å分解能で決定した (Nature, 印刷
中)。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
(i) V-ATPase（平成 19 年度から現在まで）
ATP 合成活性測定系の確立：好熱菌 V 型 ATPase の ATP 合成活性測定系を確立し、1 分子の ATP 合
成に必要なプロトン透過数が 4 であることを証明した (PNAS, 2007)。
１分子測定系による酵素学的パラメーターの決定：１分子測定系を改良し、多分子系測定と組み合わ
せることにより、好熱菌 V 型 ATPase の酵素学的パラメーターを明らかにした（JBC, 2008）。
高時間分解能１分子観察系による V-ATPase 反応機構：V1 および VoV1 の回転部分に 40 nm の金
コロイド粒子を結合させ、高速カメラでその挙動を観察することにより、ミリ秒単位での回転素過程の
解析が可能になった。その結果、1) V1 部分での ATP 加水分解の反応素過程の時定数が明らかになり、
F1-ATPase と異なる力学—化学エネルギー変換過程を持つことがほぼ確定された。また、2) VoV1 におけ
る Vo ローターの 30°おきのステップを検出できた (Nature Communications, 2011)。
ヒト V-ATPase 外周固定子および回転軸のサブユニット構成：V1 と Vo の結合解離により活性制御さ
れているヒト V-ATPase では、それらを繋ぐ外周固定子と回転軸部分が創薬ターゲットとなり得る。外
周固定子サブユニット（C1、C2、H、E1G1、E1G2、E1G3）
、および回転軸サブユニット（D、F、d1、
d2）についてサブユニット間相互作用や複合体形成能について明らかにした（論文準備中）
。
既知 V-ATPase 阻害剤の阻害機構：環境ホルモン（TBT）が、V1 部分を特異的に阻害することを発見
した。１分子解析から、TBT は ATP 結合直後に起こるステップ回転を阻害することが示された（BJ,
2009）。
阻害剤の有機合成：骨破細胞 V-ATPase の特異的阻害剤（FR 167356）の合成ルートを確立した。さら
に同様のルートを使い、17 種類の誘導体を合成することに成功した（論文準備中）。また、V-ATPase
阻害活性を有する天然化合物 Palmerolide A に関して、3 つに分割したフラグメントを光学活性体として
合成することに成功した。さらに、2 つのフラグメントのカップリングと側鎖エナミド部の構築方法の
開発に成功した。
化合物ライブラリーからのスクリーニングおよび in silico スクリーニング：腸球菌 V-ATPase の ATPase
活性阻害を指標に、制御領域が保有する化合物ライブラリーから 280 種類（IC50 10 μM 以下）の新規阻
害剤を見いだした。このうち V1-ATPase を阻害する化合物は 3 種類のみであり、残りの多くが膜内リン
グに結合すると予想された。また、24 種の阻害剤はヒト V-ATPase が形成するオルガネラのプロトン勾
配も阻害した。阻害剤結合候補である膜内リングと阻害剤との共結晶構造解析を行い、低分解能の X 線
結晶構造を得た。この構造に基づいて、形状類似性を指標とした in silico スクリーニングを行い、候補
化合物を選択した。
(ii) SLC ファミリー輸送体（平成 22 年度から現在まで）
哺乳類 SLC 輸送体に対する抗体が、当該輸送体の基質輸送活性を阻害することを明らかにし、抗体
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医薬シーズとしての利用可能性を示した。
(iii) ATP 駆動性輸送体（平成 22 年度から現在まで）
CmABCB1 を酵母にて発現させた細胞を用いた薬物耐性試験による輸送基質の同定を行い、ヒト由来
ABCB1 と類似の基質特異性を示すことを明らかにした。さらに、それら基質輸送に伴う ATP 分解活性
測定による機能解析を実施した。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

17 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

36 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

62 件

５．課題全体の特許出願件数

11 件（うち国外 1 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

29 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 3 件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

2,388

0

0

0

物品費（千円）

5,640

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

34,928

人件費（千円）

18,787

25,273

20,805

48,552

旅費（千円）

7,692

業務実施費（千円）

18,825

11,650

13,810

32,656

その他（千円）

4,201

間接経費（千円）

12,000

11,077

10,385

24,362

間接経費（千円）

15,739

合計（千円）

52,000

48,000

45,000

105,570

合計（千円）

68,200

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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計

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

創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明

代

京都大学 大学院医学研究科

表

機

関

機関の代表研究者名

岩田

想

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

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

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

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

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

10 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

13 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

15 件

５．各機関の特許出願件数

3 件（うち国外 1 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

7件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 2 件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

2,388

0

0

0

物品費（千円）

2,063

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

21,139

人件費（千円）

2,522

8,543

5,744

24,999

旅費（千円）

業務実施費（千円）

8,393

3,764

5,794

8,847

その他（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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計

Ｂ４－Ａ（基本的な生命の解明）
間接経費（千円）

4,000

3,692

3,462

10,154

間接経費（千円）

7,615

合計（千円）

17,303

16,000

15,000

44,000

合計（千円）

33,000

125,303

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

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

分

担

機

関

機関の代表研究者名

独立行政法人理化学研究所
１：村田

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

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

7件

359
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PDB 登録の有無にかかわらず構

２２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１３件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１７件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
構造解析に関して：バクテリア V-ATPase の多くの新規複合体の高分解能構造解析に成功し、これを参
考にヒト V-ATPase の創薬ターゲット部分についても構造決定されつつあることを考慮すると、計画は
十分に達成されているといえる。
機能解析に関して：バクテリア及びヒト由来 V-ATPase のサブユニット間相互作用や酵素反応機構につ
いて明らかにした。また、種々の機能アッセイ系を確立し、それを用いて V-ATPase 阻害活性を有する
数多くの新規化合物を見出した。以上より計画は十分に達成されているといえる。
サブテーマ３に関して：生産 D2 課題での開発技術が輸送体膜蛋白質に適用可能であることを確認し、
開発技術を完成させたこと、これらの技術を利用して X 線結晶構造解析未達成の輸送体膜蛋白質の良好
な遺伝子種・精製条件を見つけることに成功したことから、計画は十分に達成できたといえる。
８．課題内の情報共有・連携体制
＜研究の連携体制＞
理化学研究所、及び京都産業大学で V-ATPase の生産を行い、機能解析及び阻害剤のスクリーニング
を行っている。精製標品を代表機関である京都大学に郵送し、結晶化及び構造解析を行っている。その
構造を基に分担機関である静岡県立大学で新規阻害剤の合成を行っている。
＜課題内の班会議や打合せ等の情報共有手段とその頻度＞
プロジェクト全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、ターゲットタンパク研究説明会や交
流会、シンポジウムの後に中核機関（京都大学）および分担機関（理化学研究所、京都産業大学、静岡
県立大学）の代表者が一堂に会して研究方針についての議論と詳細な情報交換を行った。さらに中核機
関の代表者は月に一度の頻度で分担機関である理化学研究所を訪問し、プロジェクトの進行状況や問題
点を相互に確認•照会しつつ、計画全体の合理化を検討した。また、分担機関の静岡県立大学にも訪問
し、連携を深め、その後は電話やメール等で頻繁に情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
本プロジェクトでは課題 C 制御領域が保有する化合物のスクリーニングを行ったが、効率を上げるた
めの化合物のサンプル調製などで長野哲雄先生、岡部隆義先生、小島宏建先生にご協力いただいた。課
題 C 生産領域の横山茂之先生が保有する大腸菌無細胞蛋白質合成システムを使用させてもらい、ヒト及
び腸球菌の V-ATPase サブユニットの合成を行った。発現条件検討が容易であり、これにより多くのヒ
ト V-ATPase サブユニットの精製が可能となった。また、課題 C 制御領域の本間光貴先生にご参加いた
だき、インシリコスクリーニングによる阻害剤の探索及び評価を行った。
開発した In-gel 蛍光検出電気泳動法関連の技術については、プログラム共有サイトでの情報提供の他、
依頼のあったターゲット研究課題２課題に情報提供を行った。また、開発技術の高度化として、生産
D1 課題「新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の高品質生産と精製システムの開発」
（代
表：阪大高木教授）で開発されたタグ技術を本機関で開発した in-gel 蛍光検出 Native 電気泳動法に適用
する応用検討を行った。また本課題の代表機関と連携し、本機関にて開発した技術および生産 D3 課題
「抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術」（代表：京大岩田教授）にて開発された技術を組み合わせ、これ
までに構造解析が達成されていない輸送体膜蛋白質へ適用して、立体構造解析を進めている。
一方、プログラム外との連携としては、開発技術について論文発表やプレスリリースなどを行った結
果、国内外の学術機関・企業などから多くの問い合わせを受け、情報提供を行った。また、開発技術を
利用し、プログラム外研究者と共同研究３件を行っている。
１０．人材育成
当機関にて４名の若手研究者が参画し、これら若手研究者の課題の実施、論文発表や学会発表などの
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研究成果の発表にあたっては、代表研究者が教育指導を行うことで、人材育成を行った。参加した４名
のうち、１名は大学の技術系職員として就職し、残りの３名は現在所属機関にて研究活動を継続してお
り、本プログラムおよび本プログラムから発展した研究の成果をまとめ、将来的に学術機関教育・研究
職への就職を目指す予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
サブテーマ１に関して:ヒト DF の構造に基づいた生化学実験を展開し、回転軸部分の役割を明らかにす
る。また、それ以外の部分に関しても生化学的実験を継続し、構造と機能の相関、並びに V-ATPase 間
の違いについて明らかにする。また、本研究で新たに見出された V-ATPase 阻害剤については、がんや
骨粗鬆症の治療薬開発の可能性や、新規の抗生剤の可能性について検討し、有効性が示されれば特許化
する。
サブテーマ２に関して: 平成２３年度より京都産業大学へ移転した。
サブテーマ３に関して: 代表者が内閣府「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択されたため、
平成２２年度で終了した。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
構造解析に関して：イオン輸送を担う膜内リングのイオン選択性の解明は、真核生物のプロトン輸送の
メカニズムを解明する上で極めて重要な成果で、ひいては V 型 ATPase がもたらす疾病の理解や治療に
役立つものと期待できる。また、V1-ATPase の高分解能結晶構造の決定は、類縁酵素である ATP 合成酵
素 FoF1 との比較を可能にし、回転分子モーターによる力学—化学エネルギー変換機構に関する理解や V1
部分を標的とした阻害剤の設計に役立つものと期待できる。
機能解析に関して：V-ATPase による定量的な ATP 合成活性の測定系確立も、特筆すべき点であると考
える。V-ATPase/FoF1 の根幹は、ATP 合成・分解と膜間のイオン移動とのエネルギー共役である。これを
直接評価できるようになり、単に V-ATPase にとどまらず、FoF1 を含めた回転触媒機構によるエネルギ
ー変換機構の理解を進める上で、非常に強力なツールを得たといえる。ATP 合成を根幹とした生体エネ
ルギー変換機構の完全解明は、メタボリックシンドロームの効果的な治療を考える上での基礎知識とし
て重要である。また、V 型 ATPase 研究として初めて輸送イオン結合活性測定系を確立した。このアッ
セイ系を用いて V-ATPase のイオン輸送機構解析や新規阻害剤の作用機構の研究が進むと期待できる。
ヒト V-ATPase の新規阻害剤や有害微生物に対する抗生剤として期待される化合物に関しては、特許化
及び企業等との共同研究を検討する。
サブテーマ３に関して：輸送体膜蛋白質は、生体内で重要な機能を果たしており、創薬の重要な標的と
なっているにも関わらず、立体構造解明が進んでいなかった。本プログラムにて開発した成果は、この
輸送体膜蛋白質の結晶化支援に有効であることが立証できた。さらに、通常の生化学実験設備や入手が
容易な実験試薬などを用いて実施可能な技術であるため、波及効果が非常に高いものである。これらの
ことから、本プログラムでの開発技術は、基礎生物学の分野にも、製薬産業などの産業界へも大きく貢
献することができると考える。
１３．特記事項
研究成果としてアピールする事項について上記１２に記載した。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

16,264.691

16,730.247

15,061.302

8,289.876

旅費（千円）

430.58

業務実施費（千円）

7,098.386

4,808.215

5,131.006

10,787.048

その他（千円）

388.014

間接経費（千円）

6,999.923

6,461.538

6,057.692

5,723.076

間接経費（千円）

30,333

28,000

25,250

24,800

合計（千円）
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合計（千円）

計

194.959
5,678.755

2,007.692
8,700

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

静岡県公立大学法人静岡県立大学

機関の代表研究者名

菅

敏幸

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

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

N
OH

クロロベンズアミド構造を有するため

O

N

HN

N
O

に、活性発現にはこの部分が必須である
O

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

HN
Cl

O
Cl

Cl

Common Unit

HN
Cl

O
Cl

Cl

トに基づき、さらなる誘導体合成を行っ

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

FR202126 (2)

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

いて、C-H 挿入反応を行った。ま
ず、室温で反応を行った。しかし、

OH

O

acetone
60 °C
65%

NO2
3

MeO

1. RuCl3〈nH2O (cat.)
NaIO4
CCl4, CH3CN, H2O

MeO

O
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O
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62% (2 steps)
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NO2
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87%
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5

目的のジヒドロベンゾフラン環 7

OH

O

と同量の水の付加体が得られた。そ
こで、モレキュラーシーブスを加え
ることにより、系中を脱水状態に保

MeO

OMe

O

Rh2(OAc)4
MS4A
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-78 °C
CH2Cl2
85%

NO2

MeLi
O

2.

O

Cl

O

Cl
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Cl

Cl
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ちながら反応を行った。その結果、
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Cl

Et3N
Cl(CH2)2Cl
3. separation
37% (3 steps)

水の付加を抑制し、高収率で目的と

O
THF
70%

O

O

Cl

Cl

8

9
O

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

BnNH2
Me3Al

の条件において良好なジアス
テレオ選択性は得られなかった。7

NHBn

O
HN

CH2Cl2
50%

O

Cl

Cl

Scheme 1

のニトロ基を Zn, AcOH によって

10

OH
R

還元し、2,6-dichlorobenzoyl chloride

R2

2

BnHN

との縮合反応によりアミド体 8 を

HN

得た。この段階で cis 体と trans 体

Cl

O
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を分離することができたために主
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O
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X

X

O
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O
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生成物である trans 体を用いてこ
れより先の合成を行った。MeLi を

R1

作用させ、目的とする FR167356 (1)

R1

のジヒドロ体である 9 を得た。ま

O

HN

H

Cl
14

O

Cl

Cl
O

O

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

O
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Cl
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いる。
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IC50 = 900 μM
H
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NHBn
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Figure 1

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

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

（２）にて示した内容は、本項の成果も兼ねる。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

３１件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

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

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

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

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

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

１３．特記事項

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

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

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度
1,384.616

設備備品費（千円）

物品費（千円）

試作品費（千円）

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

旅費（千円）

0

その他（千円）

0

業務実施費（千円）

3,333.847

3,076.924

2,884.616

2,300

間接経費（千円）

1,000.153

923.076

865.384

690

4,334

4,000

3,750

2,990

合計（千円）

間接経費（千円）
合計（千円）

計

415.384
1,800

６
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分 担 機 関 の 課 題 名

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

分

担

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人
加藤

京都大学

博章

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

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

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

1件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

0

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

4,738

旅費（千円）

5,731

業務実施費（千円）

5,108

その他（千円）

1,269

間接経費（千円）

2,954

間接経費（千円）

2,100

合計（千円）

12,800

合計（千円）

9,100

370

計
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分 担 機 関 の 課 題 名

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

分

担

機

関

東京大学

機関の代表研究者名

浜窪隆雄

先端科学技術研究センター

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

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

２件

５．各機関の公開したツールやデータベース等

０件
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の件数
６．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

１件

グラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

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

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

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

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

452
5,465

人件費（千円）

5,245

旅費（千円）

91

業務実施費（千円）

3,986

その他（千円）

685

間接経費（千円）

2,769

間接経費（千円）

2,008

合計（千円）

12,000

合計（千円）

8,700
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計

20,700

Ｂ４－Ｇ（基本的な生命の解明）
代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

横山 謙 ／京都産業大学

機関の代表研究者名

横山 謙

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

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

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

5件

PDB 登録の有無にかかわら

6件

ず構造解析したタンパク質
数
４．各機関の論文発表件数

7件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）
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Ｂ４－Ｇ（基本的な生命の解明）
６．各機関における成果を活用した共同研究数
（プログラム内外含む）

2件
（うち産業界との共同研究数 0 件）

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

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

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

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

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千

２３年度

0

物品費（千円）

1,545

0

人件費・謝金（千

2,645

円）
試作品費（千円）

円）
人件費（千円）

5,280

旅費（千円）

639

業務実施費（千

1,627

その他（千円）

478

円）

376

計

Ｂ４－Ｇ（基本的な生命の解明）
間接経費（千円）

2,072

間接経費（千円）

1,592

合計（千円）

8,980

合計（千円）

6,900

６
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Ｂ５（基本的な生命の解明）代表機関のマネジメント
課

題

名

非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明

機

関

名

東京大学

代 表 研 究 者 名

濡木理

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

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

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

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

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

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

③

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

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

６９件

PDB 登録の有無にかかわらず構
造解析したタンパク質数

８０件

４．課題全体の論文発表件数

１１４件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

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

４１件
（うち産業界との共同研究数３件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

14,809

13,161

15,225

0

物品費（千円）

5,924

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

30,045

人件費（千円）

19,116

16,606

15,175

29,288

旅費（千円）

1,175

業務実施費（千円）

22,998

23,310

23,446

24,558

その他（千円）

1,395

間接経費（千円）

17,077

15,923

16,154

16,154

間接経費（千円）

11,561

76,869

合計（千円）

74,000

69,000

70,000

70,000

合計（千円）

50,100

333,100

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

濡木理

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

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

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

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

30 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

33 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

36 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

8件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

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

11,709(千円)

２０年度

２１年度

２２年度

9,830（千円） 15,225（千円）

２３年度

0

物品費（千円）

人件費・謝金（千円） 5,528(千円)

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

0

0

2,584(千円)

業務実施費（千円）

5,983(千円)

5,555（千円）

間接経費（千円）

5,308(千円)

4,615（千円)

合計（千円）

23,000(千円)

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

160（千円） 12,801(千円)
4,615（千円)

4,615(千円)
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3,688(千円)

旅費（千円）

372 (千円)

その他（千円）

335 (千円)

間接経費（千円）

計

2,977(千円)

22,130

12,900(千円)

95,900

Ｂ５－Ｂ（基本的な生命の解明）
分 担 機 関 の 課 題 名

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

分

担

機

関

機関の代表研究者名

学校法人慶應義塾
塩見

春彦

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

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

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

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

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件
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造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

13 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

10 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度

充分達成された.
８．課題内の情報共有・連携体制

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

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

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

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

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

3,331

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

5,171

1,000

1,073

5,193

旅費（千円）

93

業務実施費（千円）

2,522

3,361

7,388

3,268

その他（千円）

317

間接経費（千円）

2,307

2,308

2,539

2,539

間接経費（千円）

1,777

11,470

合計（千円）

10,000

10,000

11,000

11,000

合計（千円）

7,700

49,700
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代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科

機関の代表研究者名

鈴木 勉

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

17 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

18 件(すべて共同研究です。)

造解析したタンパク質数

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

４．各機関の論文発表件数

２９件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

２１件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 2 件）

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

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

3,100

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

7,887

旅費（千円）

業務実施費（千円）

7,208

10,000

10,000

2,113

その他（千円）

間接経費（千円）

3,092

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

2,308

14,400

合計（千円）

13,400

13,000

13,000

13,000

合計（千円）

10,000

62,400

設備備品費（千円）
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7,257
0
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代表／分担機関の課題名

細胞内機能発現のための非翻訳 RNA の修飾とプロセシングの構造基盤

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人北海道大学

機関の代表研究者名

田中勲

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

P0‐P1

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

eIF5B

YcbY
TmcA

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

tRNA の成熟・修飾酵素群

リボソーム修飾・翻訳因子

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

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

MiaA-tRNAの構造

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

P-ループ

i6A37

tRNA

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

MiaA
大ドメイン

MiaA
大ドメイン

tRNA

DMASPP

A37

功し，tRNA の認識機構やアデニンへのジメチルアリル基

A37

の転移メカニズムを明らかにした(右図)．
C
N

MiaA
小ドメイン

Dus (グループ内の鈴木研究室との連携研究，Acta Cryst. F67, 685-688
(2011))
Dus はほぼすべての tRNA に存在するジヒドロウリジン修飾を導
入する酵素である．我々は Dus と tRNA 複合体（左図）および tRNA
フラグメント複合体の X 線結晶構造解析を行い，tRNA 認識機構と
酵素活性発現機構を解明した．
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TmcA（グループ内鈴木研究室との連携研究，The EMBO J. 28, 1362-1373
(2009)）
大腸菌由来の TmcA は Acetyl-CoA の Acetyl 基を tRNAMet の wobble 塩基 C
の N4 へ転移し，ac4C を合成する酵素である．他の Acetyl 基転移酵素と異なり，
TmcA は活性発現に ATP を要求するため，特異な反応機構を持つと考えられ
ていた．本研究では，TmcA の構造解析（左図）と構造に基づく機能解析によ
り，TmcA による新規なアセチル基転移機構を提案した．tRNA 複合体につい
ては，活性部位の変異体を用いて，安定な tRNA 複合体を調製する系を構築し，
初期結晶を得ることができた．

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

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

eIF5B

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

modeling

論することができた．

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

GatA

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

GatC

Gln

GatB に特徴的な配列を見い出した．更に GatCAB と tRNA

変異体のアッ
GatB

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

tRNAGln

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

び込まれて活性化される．リボソーム GTPase センターに存在す

P1 dimer1
P1 dimer2

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

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

50S ribosome

また，構造に基づいて作成した P0 変異体の機能解析により，P1

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

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

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

Three-Hybrid法

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

Y3H 法を使用して原核生物由来の tRNA 修飾酵素 TmcA

転写活性化

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

ヒスチジンを合成できる

作用を検出することに成功した．これは，KRE33 が RNA

酵母の量

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

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

結果である．

0.05 mM

0.5 mM

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

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

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

12 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

14 件

造解析したタンパク質数
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４．各機関の論文発表件数

12 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
Ａ:80-99%

構造解析，機能解析とも目的に対し，十分な成果を収めたと言える．

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

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

8,243

8,220

7,138

7,816

旅費（千円）

業務実施費（千円）

2,373

1,780

2,862

2,184

その他（千円）

間接経費（千円）

3,184

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

13,800

13,000

13,000

13,000

合計（千円）
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合計（千円）

計

820
6,243
557
72
2,308

14,492

10,000

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

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

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究所

機関の代表研究者名

横山 茂之

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

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

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

３．タンパク質の構造解析件数
DB 登録数

27 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

33 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

24 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

0 件）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

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

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

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

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

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

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

1,047.97

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

5,794.975

人件費（千円）

5,703.304

7,386.222

6,963.9

5,808.454

旅費（千円）

業務実施費（千円）

4,912.081

2,613.778

3,036.1

4,191.546

その他（千円）

間接経費（千円）

3,184.615

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

13,800

13,000

13,000

13,000

合計（千円）

合計（千円）
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２３年度

計

153
311.748
2,192.307
9,500

62,300

