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

２件

PDB 登録の有無にかかわらず構

２件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

１３件

５．課題全体の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

１２件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

19,050

3,073

0

2,963

0

0

0

0

人件費（千円）

2,016

15,822

11,014

7,621

業務実施費（千円）

5,088

5,720

12,063

10,186

間接経費（千円）

7,846

7,385

6,923

6,230

34,000

32,000

30,000

27,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

664

２３年度

計

物品費（千円）

8,425

人件費・謝金（千円）

1,015

旅費（千円）

1,281

その他（千円）

1,126

間接経費（千円）

3,553

31,937

15,400

138,400

合計（千円）
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代表機関の課題名

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

代表機関

国立大学法人

機関の代表研究者名

寺沢宏明

熊本大学

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

図２

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

667

Ｂ１－Ａ（食品・環境等の産業利用）
（３）機能解析に関する進捗及び成果
分担機関が記載
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

２件

PDB 登録の有無にかかわらず構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

５件

５．各機関の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

９件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

12,550

3,073

0

983

0

0

0

0

人件費（千円）

2,016

10,349

5,479

業務実施費（千円）

3,588

1,578

間接経費（千円）

5,446
23,600

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

3,308

人件費・謝金（千円）

1,015

2,107

旅費（千円）

1,184

6,060

7,295

その他（千円）

4,500

3,461

3,115

間接経費（千円）

1,938

18,460

19,500

15,000

13,500

合計（千円）

8,400

80,000

669

955
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分担機関の課題名

齧歯類ペプチド性フェロモン ESP ファミリーの機能解析

分担機関

国立大学法人

機関の代表研究者名

東原和成

東京大学

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

２件

PDB 登録の有無にかかわらず構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

９件

５．各機関の特許出願件数

２件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１２件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度
物品費（千円）

計

6,500

0

0

1,980

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

0

5,473

5,535

5,514

旅費（千円）

業務実施費（千円）

1,500

4,142

6,003

2,891

その他（千円）

間接経費（千円）

2,400

2,885

3,462

3,115

間接経費（千円）

1,615

13,477

10,400

12,500

15,000

13,500

合計（千円）

7,000

58,400

合計（千円）
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人件費・謝金（千円）

5,117
0
97
171
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代表／分担機関の課題名

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

代 表 ／ 分 担 機 関

京都大学

機関の代表研究者名

橋本

渉

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

M
M

G

M
M

G

M
G

制御

M

M

(AlgQ1,AlgQ2)

M

G

M
G

活性化

M

M
M
M
G

M

ATP

M

ADP

M M
M

algS

algM1 algM2

algQ1

G

M

M

ccpA

G

M

M

aly

G

G

G

algQ2

a1-IV

M

a1-IV'

G

M

a1-II'

a1-I
a1-II
a1-III

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

35 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

50 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

35 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

1,019

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

6,382

人件費（千円）

5,253

7,820

8,415

7,838

旅費（千円）

263

業務実施費（千円）

10,132

3,719

2,354

2,931

その他（千円）

490

間接経費（千円）

4,615

3,461

3,231

3,231

間接経費（千円）

2,446

合計（千円）

20,000

15,000

14,000

14,000

合計（千円）

10,600
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課

題

名

新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良

機

関

名

国立大学法人

代 表 研 究 者 名

三木

京都大学

邦夫

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

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

細胞内核酸の量的制御
への関与を証明（課題1）

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

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

図 2: 本研究の成果概要

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

C末ドメイン
間の会合

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

N末ドメイン
間の会合

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

図 3: AMP phosphorylase
N 末欠失体の会合状態

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

α4

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

α2

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

α1

R63

D202
R20

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

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

図 4: R15P isomerase
C133S 基質複合体

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

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

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

図 6: deoA, rbc 破壊株等の増殖曲線

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

図 7: AMP phosphorylase の
アロステリック効果

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

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

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

6件

PDB 登録の有無にかかわらず構

8件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

8件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

1件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

926,

4,123

265

931

0

0

0

0

人件費（千円）

5,604

8,489

8,660,

業務実施費（千円）

18,855

11,234

間接経費（千円）

7,615

合計（千円）

33,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

5,644

人件費・謝金（千円）

5,590

7,920

旅費（千円）

1,278

13,383

12,534

その他（千円）

7,154

6,692

6,415

間接経費（千円）

3,877

31,000

29,000

27,800

合計（千円）

16,800
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代表／分担機関の課題名

新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

三木

京都大学

邦夫

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

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

細胞内核酸の量的制御
への関与を証明（課題1）

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

WT
SP6

本経路に関わるすべての酵素の
構造解析に成功（課題2）

図 2: 本研究の成果概要

酵素の活性が上昇した理由を考察した．その知見を元に，より高活性な第二•第三世代変異体酵素の
設計を行い，分担機関へとフィードバックした．

685

Ｂ４－Ａ（食品・環境等の産業利用）
（２）構造解析に関する進捗及び成果
(1) AMP phosphorylase: 本酵素は，全長では巨大複合体を形成してお

C末ドメイン
間の会合

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

N末ドメイン
間の会合

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

図 3:AMP phosphorylase
N 末欠失体の会合状態

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

α4
α1

α2

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

R63

D202
R20

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

C133S

図 4: R15P isomerase
C133S 基質複合体

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

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

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

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

図 6: deoA, rbc 破壊株等の増殖曲線

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

図 7: AMP phosphorylase の
アロステリック効果

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

6件

PDB 登録の有無にかかわらず構

8件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

1件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

926,

4,123

265

931

0

0

0

0

人件費（千円）

5,604

8,489

8,660,

業務実施費（千円）

18,855

11,234

間接経費（千円）

7,615

合計（千円）

33,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度
物品費（千円）

4,028

人件費・謝金（千円）

5,590

7,920

旅費（千円）

1,278

9,883

9,457

その他（千円）

7,154

5,642

5,492

間接経費（千円）

3,392

31,000

24,450

23,800

合計（千円）

14,700
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126,950
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代表／分担機関の課題名

新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析・改変

代 表 ／ 分 担 機 関

学校法人立命館

機関の代表研究者名

今中 忠行

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

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

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

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

図 2.

学校法人立命館における分担研究の流れ

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

変異が重要であることが判明した。

体のアミノ酸配列

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

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

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

6件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

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

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

９．他の課題との情報共有・連携
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該当なし

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

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

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

１３．特記事項
該当なし。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

0

旅費（千円）

0

業務実施費（千円）

4,000

3,500

3,077

その他（千円）

0

間接経費（千円）

1,200

1,050

923

合計（千円）

5,200

4,550

4,000
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２３年度

間接経費（千円）
合計（千円）

1,615

485
2,100

計
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課

題

名

キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化

機

関

名

学校法人京都学園

代 表 研 究 者 名

清水

昌

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

図 1：CYE の開閉構造

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

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

図 3：2 種類のキヌクリジノン還元酵素の基質認識機構

図 4：BaDO の基質結合モデル（左）と L-DOPS の立体障害（右）

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

１３件

PDB 登録の有無にかかわらず構

１９件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

２３件

５．課題全体の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

７件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数６件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

19,818

1,701

0

4,314

0

0

0

0

人件費（千円）

6,770

24,056

18,477

業務実施費（千円）

23,411

21,166

間接経費（千円）

15,001

合計（千円）

65,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

9,336

人件費・謝金（千円）

18,567

19,383

旅費（千円）

3,427

29,985

24,766

その他（千円）

2,361

14,077

14,538

14,537

間接経費（千円）

10,109

68,262

61,000

63,000

63,000

合計（千円）

43,800

295,800
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化

代 表 ／ 分 担 機 関

学校法人京都学園

機関の代表研究者名

清水

昌（H21〜）

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

(4R,6R)-アクチノール合成系に利用可能である。

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

らかとなった（図 2）。

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

０件（PDB 登録は東大グループ側で行っている）

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１０件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

５件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数５件）

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

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

4,064

試作品費（千円）

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

旅費（千円）

406

業務実施費（千円）

3,846

3,629

その他（千円）

88

間接経費（千円）

1,154

2,307

間接経費（千円）

1,108

4,569

5,000

10,000

合計（千円）

4,800

19,800

合計（千円）

0

２０年度

0
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２３年度
物品費（千円）

計

3,198
0
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物合成酵素の高機能化と解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人東京大学

機関の代表研究者名

田之倉

優

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

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

図 1：CYE の開閉構造

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

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

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

図 3：2 種類のキヌクリジノン還元酵素の基質認識機構

図 4：BaDO の基質結合モデル（左）と L-DOPS の立体障害（右）

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

１３件

PDB 登録の有無にかかわらず構

１９件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

９件

５．各機関の特許出願件数

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

２件
（うち産業界との共同研究数１件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

9,670

0

0

250

0

0

0

0

人件費（千円）

6,435

14,438

10,613

業務実施費（千円）

8,510

8,639

間接経費（千円）

7,385

合計（千円）

32,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

4,322

人件費・謝金（千円）

8,336

9,684

旅費（千円）

1,536

11,695

12,374

その他（千円）

1,498

6,923

6,692

6,692

間接経費（千円）

4,708

32,400

30,000

29,000

29,000

合計（千円）

20,400

140,400
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物合成酵素の高機能化のための触媒機構の解析

代 表 ／ 分 担 機 関

公立大学法人大阪府立大学

機関の代表研究者名

片岡道彦（H22〜）

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

図 1：LATA の立体選択性制御

ったところ、H128Y 以外に H128F, H128L, H128M, H128S で
L-allo 体特異性が低下することが明らかとなった。特に、H128S での L-allo 体特異性の低下が著しく、
L 体特異的な酵素の創生への基盤を築くことができた。
２）カルボニル還元酵素
Rhodotorula rubra 由来の NADPH 利 用型酵素（ RrQR）の NADH 要求性への改変によって、
Y59D/R60I/S61N 変異酵素 RrQR-MT が得られていたが、野生型 RrQR と比較して大幅な活性の減少が見
られ、野生型 RrQR の約 3.7%となっていた。この活性を引き上げるために、理論設計と進化分子工学の
2 種類の手法を用いて活性の上昇した NADH 依存性変異酵素の取得を試みた。まず、構造情報に基づき、
NADH 要求性変異酵素 RrQR-MT のアデノシンのリボース環とリン酸基に対する認識を強化することを
目的に作製した変異酵素３種（G39R、D59E、N61Q）において、わずかながら活性が上昇したものの、
いずれも RrQR-MT の約 1.4 倍にとどまっていた。そこで、RrQR-MT に対して error-prone PCR によるラ
ンダム変異を導入した約 3000 種の変異酵素をスクリーニングした結果、活性の上昇した 2 種の変異酵
素を取得できた。変異酵素 No.1 は変異点 N173I で RrQR-MT の約 4.5 倍の活性を、変異酵素 No.2 は変
異点 A99V/Q135L で RrQR-MT の約 1.3 倍の活性を有していた。さらに、上記の 2 種類の手法で得られ
た変異酵素の変異点のかけあわせを行った結果、活性が RrQR-MT の約 6.9 倍となった変異酵素を取得
することができた。また、酵素の立体構造安定化に寄与すると推定された N173I 変異を野生型 RrQR に
導入した結果、野生型 RrQR の約 3.1 倍の活性を有した変異酵素を創出することができた。
カルボニル還元酵素 S1 については、その立体構造に基づいて既知の NADH 要求性変換体の in silico
解析を行い、NADH 近傍で全く NADH 認識に関わらない His 残基を見出し、この残基を Arg 残基に置
換することにより、NADH 要求性変換体の酵素活性を 1.7 倍向上することに成功した。この S1 変異体
の活性をさらに高めるために、NADH との相互作用が強く、NAD+との相互作用が弱い変異酵素の in
silico スクリーニングを行った結果、活性が約 1.9 倍上昇した変異酵素を得ることができた。
Candida parapsilosis 由来の共役ポリケトン還元酵素 CPR-C1 について、構造解析情報から得られた基
質結合部位周辺のアミノ酸残基の解析を行ったところ、触媒部位の基質入口付近に位置しているかさ高
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い残基（F28, R30, F126, F296）について、それぞれ Ala 残基に置換して触媒部位を広げることで活性に
及ぼす影響を検討した。その結果、R30A および F126A 変異体において、酵素活性がそれぞれ約 1.7 倍
および約 1.5 倍上昇することが明らかとなった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件（PDB 登録は東大グループ側で行っている）

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

５件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

５件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数５件）

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

２０年度

２１年度

２２年度
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設備備品費（千円）

0

物品費（千円）

1,068

試作品費（千円）

0

人件費・謝金（千円）

5,875

人件費（千円）

4,226

旅費（千円）

441

業務実施費（千円）

5,389

その他（千円）

385

間接経費（千円）

2,885

間接経費（千円）

2,331

5,216

合計（千円）

12,500

合計（千円）

10,100

22,600
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代表／分担機関の課題名

キラル化合物合成酵素の触媒機構の解析と高機能化

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人京都大学

機関の代表研究者名

小川

順（H22〜）〔清水 昌（H19〜20）、片岡道彦（H21）〕

１．課題開始時における各機関の達成目標
近年、医薬、農業、化学工業分野などにおいて光学活性体（キラル化合物）の需要はますます高まっ
ている。このような社会的背景から、必要とされる様々な種類のキラル化合物を立体選択的に高効率で
生産する方法の技術開発が求められている。キラル化合物合成において微生物由来タンパク質酵素を利
用した合成手法は、高効率で環境に優しい最も有効な手段の一つである。本研究では、種々のキラル化
合物合成酵素を中心に構造機能相関を明らかにし、さらに高効率
で生産可能なキラル化合物合成反応系の開発を行う。具体的に
は、１） 炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）、２）βヒドロキシ-α-アミノ酸合成酵素（スレオニンアルドラーゼ）
、３）
カルボニル不斉還元酵素（アミノアルコール脱水素酵素、キヌク
リジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1 等）などをターゲッ
トとする。これらの酵素がもつ基質特異性、立体選択性および触
媒反応機構をタンパク質構造解析の手法によって構造生物学的
に理解する。タンパク質-基質複合体の立体構造情報を基にして、
産 業 利 用 する 際 に 高 効率 で 働 く 改変 酵 素 の 創生 を 目 指 す。
京都大学では、東京大学で構造解析が行われる各種ターゲット酵素の立体構造情報を基に、各種改変
酵素を作成して触媒反応機構の解析を行うとともに、基質特異性拡大や補酵素特異性改変といった高機
能化を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）2 種類の旧黄色酵素の補酵素及び阻害剤との複合体構造を決定し、基質選択性と触媒効率に重要
な構造基盤を見出すことに成功した。この構造情報に基づいた改変により、本酵素を用いた(4R,6R)-ア
クチノール合成系で基質となる KIP 及び (4S)-フォレノールに対し、触媒活性を高めることに成功した。
２）L 体と L-allo 体への作用比率が異なる 3 種類のスレオニンアルドラーゼと 1 種類の変異酵素の立体
構造を決定し、スレオニンの β 位水酸基を立体選択的に認識して L 体と L-allo 体への作用比率を規定す
る構造基盤の一部を明らかにした。３）カルボニル還元酵素について、補酵素要求性の異なる 2 種類の
キヌクリジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水
素酵素の高活性化変異体の立体構造を決定し、各酵素の立体選択的な反応機構、基質選択性・補酵素特
異性を規定する構造基盤を明らかにした。これらの情報を基に設計した変異体の活性を評価し、高活性
化変異体や工業生産に有益な NADH への補酵素要求性変換体を取得することに成功した。また、昨年
度よりターゲットに加えた新規酵素の中で、HpaI/HpcH アルドラーゼ BaDO、分岐鎖アミノ酸ジオキシ
ゲナーゼの構造を決定した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
東京大学・田之倉グループとの連携により、2 種類の旧黄色酵素、L 体と L-allo 体への作用比率が異
なる 3 種類のスレオニンアルドラーゼと 1 種類の変異体酵素、補酵素要求性の異なる 2 種類のキヌクリ

714

Ｂ５－Ｄ（食品・環境等の産業利用）
ジノン還元酵素、カルボニル還元酵素 S1、共役ポリケトン還元酵素、アミノアルコール脱水素酵素の
高活性化変異体酵素、HpaI/HpcH アルドラーゼ asHPAL、分岐鎖アミノ酸ジオキシゲナーゼ BaDO につ
いて、それぞれの立体構造を決定することに成功した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
構造解析により推定した各酵素の触媒反応、基質及び補酵素特異性、立体選択性に関わる残基に注目
し、各種変異体の機能解析を行った。
１）炭素二重結合不斉水素添加酵素（旧黄色酵素）
旧黄色酵素は、炭素二重結合の不斉水素添加触媒として幅広い応用が期待されている。キラル化合物
(4R,6R)- ア ク チ ノ ー ル （ キ サ ン ト フ ィ ル 類 合 成 前 駆 体 ） 合 成 系 へ の 利 用 が 期 待 さ れ る Candida
macedoniensis 由来旧黄色酵素（CYE）および Torulopsis sp.由来旧黄色酵素（TYE）の２種の旧黄色酵素
について立体構造の決定に成功している。CYE と TYE は同じ旧黄色酵素ファミリーに属するが、基質
選択性に違いがあり、プロキラルな化合物ケトイソフォロン（KIP）には共通して作用できるのに対し、
その構造類縁体である(4S)-フォレノールには TYE のみが作用できることが分かっている。そこで、CYE
および TYE の立体構造から触媒部位の構造を明らかにし、KIP と(4S)-フォレノールを CYE が区別して
認識するための構造基盤の解明を行った。TYE の F246 残基は対応する CYE の F250 残基と比較して基
質結合部位の空間を広げるような位置に配置しており、これにより(4S)-フォレノールに対する基質選択
性を獲得していると考えられた（図 1）。すなわち、CYE が
TYE に比べて(4S)-フォレノールに対する活性が低いのは、
CYE の F250 残基の空間配置が立体障害となっているためと
考えられた。そこで、CYE の F250 残基をより小さな残基に
置き換えて基質選択性の変化を検討した結果、
CYE の F250A
および F250G 変異体において、(4S)-フォレノールに対する
活性が約 4 倍に高めることができ、KIP および(4S)-フォレ
ノールに対する基質選択性の構造基盤の一部を明らかにす

図 1：CYE（左）と TYE（右）の触媒部位の構造

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

図 3：NADH 認識強化による S1 の高活性化

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

０件（PDB 登録は東大グループ側で行っている）

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

２０件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

５件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数５件）

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

２０年度

２１年度

２２年度

10,147

1,701

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,356

人件費（千円）

1,650

9,618

7,864

5,473

旅費（千円）

1,044

業務実施費（千円）

13,587

12,527

14,444

3,374

その他（千円）

間接経費（千円）

7,616

7,154

6,692

2,653

間接経費（千円）

1,962

26,077

合計（千円）

33,000

31,000

29,000

11,500

合計（千円）

8,500

113,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度

計

748
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の構
造・機能解析

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
島本

功

１．課題開始時における達成目標
安定した食糧生産や植物バイオマス等を活用
した循環型経済社会システムの構築の実現に
は、様々な環境に適応した植物の開発技術が必
要不可欠である。そこで、本研究課題では、開
花・生長を制御する光応答制御タンパク質と植
物免疫反応の中枢を司るキータンパク質の構
造・機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達
の分子基盤を解明する。さらに、これら植物タ
ンパク質の構造的分子基盤情報をもとに、開
花・生長を制御するシステムや効率的に防御反
応を誘導するシステムを考案する。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
開花を促進するフロリゲン複合体 Hd3a-GF14-OsFD1 の発見と
その立体構造（図１）及び機能解析（図２）、活性酸素を生成
する OsRbohB の構造解析と OsRac1 との相互作用（図３）、OsRac1
を含む植物免疫複合体 Defensome の発見（図４）など、植物耐
病性反応の中枢
を司るキータン
パク質と生長・開
花を制御する光
応答制御タンパ
ク質の構造・機能
解析に成功し、植
物環境応答の情
報伝達の分子基
盤を解明した。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
NMR による相互作用解析および構造解析について、PHY、GI、Hd1、Hd3a、FD などの開花制御因子や RACK1
や Sti1 などの耐病性因子の構造ドメインの大量発現系および精製系を確立し、NMR スペクトルを測定
し、良好な結果が得られたタンパク質の構造解析を行った。また、OsRac1 との相互作用ドメインである
OsRbohB の N 末端領域の立体構造を 2.4Å分解能で明らかにした。
具体的には、フロリゲンと相互作用する GF14 や開花制御に係わる bZIP 型転写因子 OsFD1 について、
本プロジェクトで開発した pCold-GST システムにてタンパク質試料を調製し、生化学実験・NMR・恒温
滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。その結果、Hd3a と OsFD1 は、GF14 が存在するときに初めて
３者が複合体を形成できることが明らかとなった。GF14 の立体構造を決定したところ、GF14 が２量体
を形成し、14-3-3 に保存されたリン酸化ペプチド結合ポケットを持つことがわかった。このことから
GF14 のリン酸化ペプチド結合ポケットにはリン酸化された転写因子等が結合し、機能的なフロリゲン複
合体が形成される可能性が考えられた。実際、OsFD1 は C 末端側に 14-3-3 タンパク質による認識配列を
もち、この認識配列を変異させると GF14 と相互作用できなくなった。一方、GF14 のリン酸化ペプチド
認識部位を点変異によって機能欠失させると OsFD1 との相互作用が失われることがわかった。実際にリ
ン酸化型 OsFD1 が GF14 と直接相互作用することから、両者の相互作用は OsFD1 のリン酸化を介してい
ることが示された。また、Hd3a と GF14 は、GF14 のリン酸化ペプチド結合部位を介さず、新規な様式に
より相互作用していることが明らかになった。これらの解析結果から、Hd3a-GF14-OsFD1 の３者の複合
体の結合様式が推定され、GF14 がフロリゲンの受容体として機能していると考えられた。
OsRac1 と OsRbohB の相互作用をタンパク質構造学的に解析するため、OsRac1 の相互作用ドメインで
ある OsRbohB の N 末端領域の立体構造を 2.4Å分解能で明らかにした。OsrbohB はスワップする形でホ
モ二量体を形成していた。さらにこの二量体化はシロイヌナズナの AtRbohH, AtRbohJ でも起こってい
ることが判明し、二量体化が植物の Rboh に普遍的である可能性が示唆された。また OsRbohB の N 末端
領域の２つの予想 EF-hand motif（EF1 と EF2）のうち、EF1 のみカルシウムが結合していることが明ら
かとなった。CD スペクトルおよび X 線小角散乱により OsRbohB はカルシウム依存的に構造変化を起こす
ことが明らかになった。OsRbohB の立体構造から予測された OsRac1 との結合ドメインのアミノ酸配列に
変異をいれ、OsRac1 との相互作用を in vitro で解析し、両タンパク質の相互作用に関与するアミノ酸
の候補を同定した。OsRbohB の活性化機構として N 末側の細胞内ドメインと C 末側の FAD/NADPH ドメイ
ンの分子内相互作用の可能性が考えられた。そこで N 末端側の全長及び EF ハンド領域の相互作用を調
べた結果、両者とも C 末端側と結合したが、全長のほうが強い結合がみられた。この相互作用はカルシ
ウム非依存的であった。またシロイヌナズナの AtRbohH, AtRbohJ でも同様の相互作用が観察された。
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次に C 末端側の相互作用領域を調べたところ NADPH ドメインで結合していることがわかった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
光応答制御タンパク質および耐病性タンパク質複合体の機能解析について、開花制御因子(Hd3a、FD、
GF14b,c,e,f、OsKANADI、Bip116b)や耐病性因子(RbohB、CCR)のタンパク質間相互作用を酵母 Two Hybrid
や in vitro 系で解析した。また、RbohB の構造解析によって得られた情報をもとに、Rac との相互作用
に必要な部位に変異をいれ、変異タンパク質を用いて in vitro で Rac との相互作用を解析した。
具体的には、Hd3a による開花制御機構を解析するため、酵母 Two Hybrid 法により Hd3a と相互作用す
る因子を探索し、14-3-3 タンパク質 GF14b や bZIP 型転写因子 OsFD1 を含む合計 4 種類の相互作用因子
を同定した。さらに、それぞれのタンパク質間相互作用を酵母 Two Hybrid 法およびプルダウン法、免
疫沈降法を用いて解析した。さらに、一過的発現系を用いて、開花制御因子(Hd3a、14-3-3 タンパク質、
FD1)の植物細胞内での相互作用を解析した。また、それらのタンパク質間相互作用の変化が下流の開花
実行遺伝子の発現にどのような影響を与えるかを解析した。
BiFC 法による細胞内相互作用解析により Hd3a-GF14b 複合体は通常は核から排出されて細胞質に存在
していることが分かった。さらに詳細な解析から、OsFD1 が発現していると、Hd3a-GF14b 複合体が細胞
質から核へ移動することが明らかとなった。Hd3a-GF14-OsFD1 の三者が１つの複合体を形成しているこ
とは、BiFC-FRET/FLIM 法によっても確認された。また、イネ培養細胞を用いたトランジェントアッセイ
において、Hd3a と OsFD1 の両者が OsMADS15 の発現上昇に必須であり、それには、14-3-3 タンパク質と
の相互作用が必須であることが変異体解析から強く示唆された。
OsRac1 が含まれる植物免疫複合体(Defensome)の解析をゲルろ過クロマトグラフィーを用いて行った。
その結果、GTP 型 OsRac1 は高分子（200-300kDa）の画分に含まれ、GDP 型 OsRac1 は低分子(30-60kDa)
の画分に含まれていることがわかった。また、OsRac1 複合体の構成因子として同定されている HSP90、
HSP70、Sti1 は高分子の画分に含まれていることから、OsRac1 が GTP 型のときに、それらと複合体を形
成していると考えられる。また、OsRac1 は通常状態では GDP 型として低分子の画分に存在するが、キチ
ンエリシター処理後、数分で GTP 型となり、高分子の画分に移動することが明らかとなり、OsRac1 の活
性化と複合体形成が一致していることがわかった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

７件

PDB 登録の有無にかかわらず構

16 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

48 件

５．課題全体の特許出願件数

1 件（うち国外 1 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

4件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
本研究課題は３年間であり平成２１年度で終了する予定であったが、研究の進捗や今後の展望を考慮し
て 、 さ ら に ２ 年 間 の 期 間 延 長 が 認 め ら れ た 。 フ ロ リ ゲ ン の 受 容 体 と し て 14-3-3 を 同 定 し 、
Hd3a-14-3-3-OsFD1 の３者からなる複合体の構造を決定できたこと、さらにその複合体形成の細胞内機
能における重要性を明らかにできたことは、開始時には謎であったフロリゲンの分子機能を理解する上
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で極めて重要な進展である。また、植物免疫複合体（Defensome）の発見、複合体構成要素の同定、エ
リシター処理による動態変化の発見、NADPH オキシダーゼの OsRac1 相互作用領域の構造の解明など、
非常に大きな進展があり、成果は当初の予定を大幅に上回っている。現時点での達成度は約 80％である。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関および代表分担研究者間での研究連携は緊密であり、情報共有も頻繁に行われ、代表研究者主
導のもとで組織的に研究活動を行っている。分担機関（大阪大学、東京大学）との連携は、分担機関へ
のサンプルや発現系の供与と分担機関からの立体構造情報の提供、これに基づく代表機関での機能解析
などを行っている。情報共有の手段としては、全体班会議、全体打ち合わせ、個別打ち合わせを実施し、
必要に応じて（月２回程度）電子メールにて情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
化合物ライブラリーを担当する長野グループと共同で、フロリゲン複合体の形成や活性を調節しうる
化合物のスクリーニングを検討し、フロリゲン受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリーニ
ング可能であるとの予備調査結果を得ている。現在、大規模スクリーニングに用いるために、レポータ
ー遺伝子を導入したイネ細胞株樹立に着手している。生産Ｄ１「新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・
細胞外蛋白質の高品質生産と精製システムの開発」（代表：高木淳一

大阪大学）より大腸菌発現系タ

グの供与を受け、本課題で開発した発現システムに組み込み蛋白質発現に用いるなど、大腸菌発現系に
関して連携・情報共有を行っている。本課題で開発された pCold-GST システムなどの蛋白質発現システ
ムは、本プログラム他課題の多数の研究者に配布し、有効に使われている。さらに本プログラム以外で
は、国内だけでなく世界中の研究者から配布要請があり、現在までに 8 カ国 60 カ所以上の研究施設へ
配布した。また pCold-GST システムについては生物系試薬メーカーより販売を予定している。
１０．人材育成
大学院生、ポスドクの研究教育は、実施担当者（助教）による日常的な研究の打ち合わせや個々の実験
の具体的な技術指導、並びに、業務主任者（教授、准教授）による綿密な研究指導や議論によって行な
われている。また、研究成果を学会などで発表する機会を積極的に与えている。過去に雇用されたポス
ドク５人の現状は、民間企業の研究員（１人）、大学で助教に採用（２人）、カナダにおいて研究員（１
人）、中国に帰国（１人）である。雇用継続中のポスドク（２人）のプログラム終了後の進路は未定で
あるが、本プログラムで習得した知識や技術を生かした研究職に就けるよう、積極的な指導を行う。
１１．終了までの具体的な見通し
アンチフロリゲン RCN とその相互作用因子に関して、酵母およびイネ培養細胞での詳細な相互作用解
析、イネ培養細胞での機能解析、イネ植物体での RCN の機能および発現解析を大筋で完了する。フロリ
ゲン複合体活性制御化合物のライブラリースクリーニングは、現在得られている細胞株を用いて小規模
スクリーニングを開始し、さらに大規模なスクリーニングの最適化に向けた条件検討を行なう。
植物免疫複合体については、Defensome 中の２種の異なるエリシター受容体（OsCERK1、Pit）の相
互排他的な存在様式の詳細、OsCERK1 による OsGEF7 のリン酸化制御とそれによる OsRac1 活性化の関
係が明らかになると予想される。NADPH オキシダーゼ（RbohB）の OsRac1 結合部位の構造解析は既に
実施し、特徴的な二量体構造をとっていることを明らかにし、Rac1 結合部位などを同定した。RbohB
のＮ末端領域とＣ末端領域の分子内相互作用を構造科学的に明らかにするため C 末端領域の結晶化を
行っている。天然状態では非常に凝集しやすいので変異体を作成し単量体で存在するコンストラクト
の取得に成功している。本プロジェクトを終えるまでに構造解析を終える予定である。
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１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後もフロリゲン活性調節化合物の精力的なスクリーニングを引き続き精力的に行
う。フロリゲンが植物特異的なホルモンであること、及び、すべての高等植物に共通して保存されてい
ると考えられることから、このような化合物の農作物への適用範囲は極めて広いと期待できる。作物の
収穫までの期間の短縮や、逆に、開花を遅らせることによるバイオマスの増大化にもつながると期待で
きる。OsRac1 の機能解析から、少なくともイネの植物免疫応答において中心的役割を果たしているこ
とが明らかになった。OsRac1 の相互作用、機能解析と結晶構造解析の進展から、さらに効果的な OsRac1
遺伝子機能改変が可能となり、耐病性がより強化されたイネの作出が期待できる。
本課題で開発した大腸菌を用いた高発現試料調製技術 pCold-GST システムが生物系試薬メーカーから
国内およびアジア向けに販売される予定であり、他の大腸菌高発現システムについても同様な技術移転
が期待できる。さらにこれらの高発現系を用いた蛋白質生産技術は産業応用という観点からも極めて大
きなインパクトを与えると考えている。
１３．特記事項
プロジェクトの前段階として我々は 70 年以上謎であったフロリゲンの分子実体が Hd3a タンパク質で
あること(Tamaki et al., Science 2007)を報告した。この成果を基に、本プロジェクトの中心課題の
一つである、Hd3a と GF14 と OsFD1 の３者の複合体の構造と機能に関する論文が、今年６月に Nature
に受理された。また植物免疫において重要な機能を担う OsRac1 と NADPH オキシダーゼである OsRboh と
の相互作用による活性酸素発生の制御機構を解明し(Wong et al., Plant Cell 2007)、OsRboh の部分構
造を明らかにした（Oda et al., JBC 2010）。動物も含め NADPH オキシダーゼ本体の立体構造の一部が
明らかになったのは世界で初めてである。さらに、OsRac1 複合体を発見し（Thao et al., Plant Cell
2007）、細胞膜貫通型免疫受容体の輸送経路(Chen et al., Cell Host Microbe 2010)、OsRac1 の活性化
における受容体 Pi の関与（Kawano et al., Cell Host Microbe.2010）を明らかにした。
フロリゲンの発見とその後の解析結果並びにその応用の可能性については、2010 年 6 月 17 日掲載、
読売新聞夕刊で「花咲かホルモンで農業革命」として紹介された。また、植物免疫複合体の発見が日本
経済新聞社が行った 2008 年度第一期 4 半期の技術トレンド調査で総合 4 位に選ばれるとともに、2008
年度の農林水産研究成果 10 大トピックスに選定された。細胞膜貫通型免疫レセプターの細胞内輸送に
関する発見(Chen ら、Cell Host Microbe, 2010)は日本経済新聞 平成 22 年 3 月 18 日（朝）、産経新
聞 平成 22 年 3 月 18 日（朝）、日刊工業新聞 平成 22 年 3 月 18 日（朝）、化学工業日報 平成 22 年
3 月 18 日（朝）に掲載された。また、受容体 Pit による OsRac1 の活性化機構（河野ら、Cell Host
2010)）については、日経産業新聞

Microbe,

平成 22 年 5 月 20 日（朝）
、日刊工業新聞 平成 22 年 5 月 20 日

（朝）、奈良新聞 平成 22 年 5 月 20 日（朝）、科学新聞 平成 22 年 6 月 11 日（朝）に掲載された。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

3,618

3,050

0

450

0

0

0

0

人件費（千円）

14,424

23,433

29,358

22,354

旅費（千円）

業務実施費（千円）

24,265

12,748

11,411

17,964

その他（千円）

1,167

間接経費（千円）

12,692

11,769

12,230

12,230

間接経費（千円）

8,722

57,643

合計（千円）

55,000

51,000

53,000

53,000

合計（千円）

37,800

249,800

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）

7,592

人件費・謝金（千円）

20,017

計
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の
構造・機能解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

機関の代表研究者名

島本

功

１．課題開始時における各機関の達成目標
耐病性誘導因子である活性酸素シグナルを制御する
Rac と NADPH オキシダーゼのタンパク質構造を明らか
にし、Rac と NADPH オキシダーゼの相互作用の分子機
構を解明する。さらに、両タンパク質の相互作用およ
び活性化におけるカルシウムの役割についても解析
する。構造解析によって得られた情報をもとに、Rac
による NADPH オキシダーゼの活性化モデルを提唱し、
それを植物細胞の実験系を用いて検証する。また耐病
性タンパク質で Rac と相互作用することを明らかに
しているリグニン形成制御因子 CCR についても NADPH
オキシダーゼと同様な解析を行い、その活性化のメカ
ニズムを明らかにする。これら耐病性因子に加え、こ
れまで機能解析をすすめてきた GI, Hd1, Hd3a, FD,
PHY, HY5 などの光応答制御因子についても構造解析
を行い、その光シグナル伝達の分子機構を解明する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
開花を促進するフロリゲン複合体 Hd3a-GF14-OsFD1 の発見とその立体構造解析、フロリゲン Hd3a と
そのパラログ RFT1 による開花制御機構の解明、活性酸素を生成する OsRbohB と Rac との相互作用、Rac
を含む植物免疫複合体 defensome の発見など、植物耐病性反応の中枢を司るキータンパク質と生長・開
花を制御する光応答制御タンパク質の構造・機能解析に成功し、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を
解明した。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
注）平成２２年度以降は、担当責任者であった児嶋長次郎准教授の大阪大学転出に伴い、大阪大学を分
担研究機関として構造解析が継続されている。以下はそれ以前の成果である。
NMR による相互作用解析および構造解析について、PHY、GI、Hd1、Hd3a、FD などの開花制御因
子や RACK1 や Sti1 などの耐病性因子の構造ドメインの大量発現系および精製系を確立し、NMR スペ
クトルを測定した。また、良好な結果が得られたタンパク質の構造解析を行った。
具体的には、フロリゲンと相互作用する GF14 や開花制御に係わる bZIP 型転写因子 OsFD1 につい
て、本プロジェクトで開発した pCold-GST システムにてタンパク質試料を調製した。調製したタンパ
ク質を用いて生化学実験・NMR・恒温滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。その結果、Hd3a は
GF14 と直接相互作用できるが OsFD1 とは直接相互作用することができず、GF14 が存在するときに
初めて３者が複合体を形成できることが明らかとなった。GF14 の立体構造を決定したところ、GF14
が２量体を形成し、14-3-3 に保存されたリン酸化ペプチド結合ポケットを持つことがわかった。このこ
とから GF14 のリン酸化ペプチド結合ポケットにはリン酸化された転写因子等が結合し、機能的なフロ
リゲン複合体が形成される可能性が考えられた。実際、OsFD1 は C 末端側に 14-3-3 タンパク質による
認識配列をもち、この認識配列を欠失させるもしくはリン酸化を受けるセリンをアラニンに置換すると
GF14 と相互作用できなくなった。一方、GF14 のリン酸化ペプチド認識部位を点変異によって機能欠
失させると OsFD1 との相互作用が失われることがわかった。実際にリン酸化型 OsFD1 が GF14 と直
接相互作用することから、両者の相互作用は OsFD1 のリン酸化を介していることが示された。また、
Hd3a と GF14 は、GF14 のリン酸化ペプチド結合部位を介さず、新規な様式により相互作用している
ことが明らかになった。これらの解析結果から、Hd3a-GF14-OsFD1 の３者の複合体の結合様式が推定
され、GF14 がフロリゲンの受容体として機能していると考えられた。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
光応答制御タンパク質および耐病性タンパク質複合体の機能解析について、開花制御因子(Hd3a、FD、
GF14b,c,e,f、OsKANADI、Bip116b)や耐病性因子(RbohB、CCR)のタンパク質間相互作用を酵母 Two
Hybrid や in vitro 系で解析した。また、RbohB の構造解析によって得られた情報をもとに、Rac との
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相互作用に必要な部位に変異をいれ、変異タンパク質を用いて in vitro で Rac との相互作用を解析した。
具体的には、Hd3a による開花制御機構を解析するため、酵母 Two Hybrid 法により Hd3a と相互作用す
る因子を探索し、14-3-3 タンパク質 GF14b や bZIP 型転写因子 OsFD1 を含む合計 4 種類の相互作用因子
を同定した。さらに、それぞれのタンパク質間相互作用を酵母 Two Hybrid 法およびプルダウン法、免
疫沈降法を用いて解析した。その結果、フロリゲンである Hd3a、14-3-3 タンパク質、bZIP 型転写因子
OsFD1 の 3 者が複合体を形成していることが強く示唆された。
さらに、一過的発現系を用いて、開花制御因子(Hd3a、14-3-3 タンパク質、FD1)の植物細胞内での相
互作用を解析した。また、それらのタンパク質間相互作用の変化が下流の開花実行遺伝子の発現にどの
ような影響を与えるかを解析した。
具体的には、14-3-3 タンパク質の生化学的な解析の結果から、Hd3a の受容体と考えられたことから、
フロリゲンの受容から開花の情報伝達に至るメカニズムを明らかにするために、Hd3a、14-3-3 タンパ
ク質のひとつ GF14b 及び OsFD1 からなる複合体の細胞内局在を詳細なバイオイメージングにより明
らかにした。BiFC 法によって Hd3a-GF14b 複合体の細胞内局在を可視化したところ、この複合体は通
常は核から排出されて細胞質に存在していることが分かった。しかし興味深いことに、OsFD1 が発現
していると、Hd3a-GF14b 複合体が細胞質から核へ移動することが明らかとなった。すなわち Hd3a
は細胞質で GF14b に受容された後、核へ移動し、核内で Hd3a-GF14b-OsFD1 複合体を形成して、

OsMADS15 を始めとする開花実行遺伝子の発現を活性化すると考えられる。Hd3a-GF14-OsFD1 の三者
が１つの複合体を形成していることは、BiFC-FRET/FLIM 法によって確認された。また、イネ培養細胞を
用いたトランジェントアッセイにおいて、Hd3a もしくは OsFD1 を単独で導入した場合は OsMADS15
プロモーターをほとんど活性化できないが、両者を同時に導入すると OsMADS15 の発現を大きく上昇
できることを明らかにした。14-3-3 タンパク質との相互作用を失わせた Hd3a 及び OsFD1 ではこれら
の転写活性化能が失われたことから、Hd3a-GF14b-OsFD1 複合体によって OsMADS15 が発現される
ことが強く示唆された。
イネ低分子量 G タンパク質 OsRac1 が含まれる植物免疫複合体(Defensome)の解析をゲルろ過クロマ
トグラフィーを用いて行った。その結果、GTP 型 OsRac1 は高分子（200-300kDa）の画分に含まれ、
GDP 型 OsRac1 は低分子(30-60kDa)の画分に含まれていることがわかった。また、OsRac1 複合体の
構成因子として同定されている HSP90、HSP70、Sti1 は高分子の画分に含まれていることから、
OsRac1
が GTP 型のときに、それらと複合体を形成していると考えられる。また、キチンエリシター処理後の
OsRac1 の動態を解析したところ、OsRac1 は通常状態では GDP 型として低分子の画分に存在するが、
エリシター処理後、数分で GTP 型となり、高分子の画分に移動することが明らかとなり、OsRac1 の
活性化と複合体形成が一致していることがわかった。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず構

０件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１９件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）
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７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題は３年間であり平成２１年度で終了する予定であったが、研究の進捗や今後の展望を考慮し
て、さらに２年間の期間延長が認められた。プロジェクト開始時の目標は、開花生長制御及び植物免疫
反応のキータンパク質の構造機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明することであ
った。フロリゲンの受容体として 14-3-3 を同定し、Hd3a-14-3-3-OsFD1 の３者からなる複合体の構造を
決定できたこと、さらにその複合体形成の細胞内機能における重要性を明らかにできたことは、開始時
には謎であったフロリゲンの分子機能を理解する上で極めて重要な進展である。また、植物免疫複合体
（Defensome）の発見、複合体構成要素の同定、エリシター処理による動態変化の発見など、非常に大
きな進展があった。これらの成果は当初の予定を大幅に上回っている。現時点での達成度は約 80％であ
る。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関および代表分担研究者間での研究連携は緊密であり、情報共有も頻繁に行われ、代表研究
者主導のもとで組織的に研究活動を行っている。分担機関（大阪大学、東京大学）との連携は、分担
機関へのサンプルや発現系の供与と分担機関からの立体構造情報の提供、これに基づく代表機関での
機能解析などを行っている。情報共有の手段としては、全体班会議、全体打ち合わせ、個別打ち合わ
せを実施し、必要に応じて（月２回程度）電子メールにて情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
化合物ライブラリーを担当する長野グループと共同で、フロリゲン複合体の形成や活性を調節しうる
化合物のスクリーニングを検討し、フロリゲン受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリー
ニング可能であるとの予備調査結果を得ている。現在、大規模スクリーニングに用いるために、レポ
ーター遺伝子を導入したイネ細胞株樹立に着手している。
１０．人材育成
大学院生、ポスドクの研究教育は、実施担当者による個々の実験の具体的な技術指導、並びに、業務
主任者による綿密な研究指導や議論によって行なわれている。また、得られた研究成果を積極的に学会
などで発表する機会を与えている。過去に雇用されたポスドク３人の現状は、カナダにおいて研究員（１
人）、中国に帰国（一人）、代表機関で助教に採用（一人）である。現在雇用継続中のポスドクのプログ
ラム終了後の進路は未定である。
１１．終了までの具体的な見通し
アンチフロリゲン RCN とその相互作用因子に関して、酵母およびイネ培養細胞での詳細な相互作用解
析、イネ培養細胞での機能解析、イネ植物体での RCN の機能および発現解析を大筋で完了する。フロリ
ゲン複合体活性を制御する化合物のライブラリースクリーニングについては、現在得られている細胞株
を用いて小規模スクリーニングを開始する。この結果を基に、さらに大規模なスクリーニングの最適化
に向けた条件検討が行われる。植物免疫複合体については、Defensome 中の２種の異なるエリシター受
容体（OsCERK1、Pit）の相互排他的な存在様式の詳細、OsCERK1 による OsGEF7 のリン酸化制御とそれに
よる OsRac1 活性化の関係が明らかになると予想される。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラム終了後もフロリゲン活性調節化合物の精力的なスクリーニングを引き続き精力的に行
う。フロリゲンが植物特異的なホルモンであること、及び、すべての高等植物に共通して保存されてい
ると考えられることから、このような化合物の農作物への適用範囲は極めて広いと期待できる。フロリ
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ゲン活性増強化合物の外部投与により花成促進させることで作物の収穫までの期間の短縮や、逆に、フ
ロリゲン活性抑制化合物により開花を遅らせることによるバイオマスの増大化につながると期待でき
る。
OsRac1 の機能解析から、少なくともイネの植物免疫応答において中心的役割を果たしていることが
明らかになった。OsRac1 の相互作用、機能解析と結晶構造解析の進展から、さらに効果的な OsRac1 遺
伝子機能改変が可能となり、耐病性がより強化されたイネの作出が期待できる。
１３．特記事項
プロジェクトの前段階として我々は 70 年以上謎であったフロリゲンの分子実体が Hd3a タンパク質で
あること(Tamaki et al., Science 2007)を報告した。この成果を基にイネのフロリゲンが Hd3a とその
パラログ RFT1 の２つであることを発見し(Komiya et al., Development 2008)、日長によりフロリゲン
の使い分けがあることを示した(Komiya et al., Development 2009)。さらにフロリゲン遺伝子の発現
制御因子 Hd1 が光受容体によって機能転換すること(Ishikawa et al., MGG 2011)、Hd1 の自然変異と機
能に関連性があることを明らかにした (Takahashi et al., PNAS 2009)。本プロジェクトの中心課題の
一つである、Hd3a と GF14 と OsFD1 の３者の複合体の構造と機能に関する論文が、今年６月に NATURE
に受理された。
また植物免疫において重要な機能を担う OsRac1 と Osrboh との相互作用による活性酸素発生の制御機
構を解明し(Wong et al., Plant Cell 2007)、OsRac1 抵抗性誘導に必須な巨大な植物免疫複合体を発見
した（Thao et al., Plant Cell 2007）
。さらに、植物免疫複合体に含まれる新規な植物免疫因子 RACK1
を同定し、その機能を解明した(Nakashima et al. Plant Cell 2008)。さらに、Hop/Sti1-Hsp90 シャペ
ロン複合体が PAMP 受容体の輸送に関わっていること (Chen et al., Cell Host Microbe 2010)、OsRac1
の活性化に受容体 Pit が関与していること（Kawano et al., Cell Host Microbe.2010）を明らかにし
た。
フロリゲンの発見が 2007 年の科学 10 大ニュース（朝日新聞社）に選ばれた。また、Hd1 の自然変異
と機能との関連性を解析した論文(Takahashi et al., PNAS 2009)は、多くの新聞等で取り上げられた。
また、植物免疫複合体の発見が、日本経済新聞社が行った 2008 年度第一期 4 半期の技術トレンド調査
で総合 4 位に選ばれるとともに、2008 年度の農林水産研究成果 10 大トピックスに選定された。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,106

0

0

0

物品費（千円）

3,623

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

10,991

人件費（千円）

10,670

17,862

23,768

13,025

旅費（千円）

207

業務実施費（千円）

15,431

8,292

10,847

7,744

その他（千円）

563

間接経費（千円）

8,462

7,846

10,385

6,231

間接経費（千円）

4,615

37,539

合計（千円）

36,670

34,000

45,000

27,000

合計（千円）

20,000

162,670

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

植物環境応答タンパク質群の X 線結晶構造解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人

機関の代表研究者名

清水敏之

東京大学

１．課題開始時における各機関の達成目標
安定した食糧生産や植物バイオマス等を活用した循環型経済社会システムの構築の実現には、様々な環
境に適応した植物の開発技術が必要不可欠である。そこで、本研究課題では、開花・生長を制御する光
応答制御タンパク質と植物免疫反応の中枢を司
るキータンパク質の構造・機能解析を行い、植
物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明する。
さらに、これら植物タンパク質の構造的分子基
盤情報をもとに、開花・生長を制御するシステ
ムや効率的に防御反応を誘導するシステムを考
案する。このため、国立大学法人奈良先端科学
技術大学院大学、国立大学法人大阪大学、国立
大学法人東京大学が共同で業務を行う。
国立大学法人東京大学では、植物環境応答タン
パク質群の X 線結晶構造解析に関わる研究開発
を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
植物耐病性反応の中枢を司るキータンパク質である NADPH オ
キシダーゼ(RbohB)の Rac 結合領域の立体構造解析に成功し、
スワップした二量体構造をとっていることが判明した。
さらには Rac 結合領域の同定やカルシウムイオンの有無による
構造変化を明らかにし、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を
構築した。また Rboh は N 末端領域と C 末端領域で分子内相互
作用している可能性を示した。一方リグニン生合成に関わる
CCR はまだ結晶が得られていない。
（図１）OsRbohB 制御機構モデル
（２）構造解析に関する進捗及び成果
（１）OsRbohB の制御領域の構造解明
OsRac1 と OsRbohB の相互作用をタンパク質構造学的に解析するため、OsRac1 の相互作用ドメインで
ある OsRbohB の N 末端領域の立体構造を 2.4Å分解能で明らかにした。OsRbohB はスワップする形
でホモ二量体を形成していた(下図、左)。また OsRbohB は N 末端領域に２つの EF-hand motif（EF1
と EF2）をもつと予想されていたが、カルシウムが結合しているのは EF1 のみであることが明らかと
なった。さらにアミノ酸配列からは予想できない EF-hand 様モチーフを 2 つ有していることが判明し
た。CD スペクトルおよび X 線小角散乱により OsRbohB はカルシウム依存的に構造変化を起こすこと
が明らかになった。OsRac1 との相互作用界面の同定のため、OsRbohB の立体構造から予測された
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OsRac1 との結合ドメインのアミノ酸配列に変異をいれ、OsRac1 との相互作用を in vitro で解析し、
両タンパク質の相互作用に関与するアミノ酸の候補を同定した（下図、右）。さらに東京理科大学の朽
津教授との共同研究によりこの二量体化はシロイヌナズナの AtRbohH, AtRbohJ でも起こっているこ
とが判明した。このためこの二量体化は植物の Rboh に普遍的である可能性が高い。

（２）RbohB の N 末端領域と C 末端領域の相互作用の検討・結晶化
OsRbohB の活性化機構として N 末側の細胞内ドメインと C 末側の FAD/NADPH ドメインの分子内相互
作用の可能性がある。OsRbohB の N 末端側の細胞内ドメインは構造解析に成功した EF ハンドドメイン
以外には特に予測されるドメインは存在しない。しかし、EF ハンドの N 末側に~130 残基程度の領域が
存在するためこの領域が相互作用に関係する可能性がある。そこで N 末端側の全長及び EF ハンド領域
を発現させるコンストラクトを作成し実際に相互作用するかどうか検討した。その結果、両者とも C 末
端側と結合したが、全長のほうが強い結合がみられた。この相互作用はカルシウム非依存的であった。
またこの機構が普遍的であるかどうかみるためシロイヌナズナの Rboh でもみたところ AtRbohH,
AtRbohJ でも相互作用が観察された。
次に C 末端側のどこで結合するかみるため NADPH ドメイン、FAD
ドメインとの結合を見たところ NADPH ドメインで結合していることがわかった。

図

分子内相互作用解析

（３）CCR の小角散乱・結晶化・構造解析
リグニンの生合成に関わる CCR は結晶解析に十分な量（10mg 以上）の純度の高い精製タンパク質を
得ることには成功しているものの結晶は得られていない。CCR の小角散乱データを NADPH 存在下お
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よび非存在下で取得した。その結果ギニエプロットによる慣性半径はそれぞれ 21.6, 21.7Åと見積もら
れそれほど分子の大きさに違いは見られなかった。見積もられる分子量は 39KDa 程度で、小角散乱の
結果でも溶液中においても単量体で存在することがわかった。一方クラツキープロットによると
NADPH 存在下では通常の球状タンパク質のようなパターンであったのに対し、NADPH 非存在下では
フォールディングが緩んでいることが示唆された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
OsRac1 が形成する複合体の解析を行ない、OsRac1 が OsRboh、RAR1 や HSP90 を含む多くの植物
免疫因子とともに巨大な植物免疫複合体（Defensome）を形成していること、さらにその複合体形成が
OsRac1 に依存した抵抗性誘導に必須であることを明らかにている。さらに、新規な植物免疫因子とし
て、Defensome に存在する RACK1 を同定した。このような RbohB を含め植物免疫に関わる
Defensome の機能解析は島本グループが精力的に行っている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

2件

PDB 登録の有無にかかわらず構

2件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

19 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

1件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
植物免疫反応のキータンパク質の構造・機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明す
る。植物免疫キータンパク質 NADPH オキシダーゼ（OsRbohB）の立体構造を決定し、OsRac1 との
相互作用様式を解明した。これらの成果は当初予定を上回っている。
８．課題内の情報共有・連携体制
分担機関および代表・分担研究者間での研究連携は緊密で、情報共有も頻繁に行われ、代表研究者主導
の下、組織的に研究活動を行っている。分担機関（東京大学）との連携は、分担機関へのサンプルや発
現系の供与と分担機関からの立体構造情報の提供、これに基づく代表機関での機能解析などを行ってい
る。情報共有の手段としては、全体班会議、個別打合せを実施し、必要に応じ電子メールにて情報交換
を行っている
９．他の課題との情報共有・連携
化合物ライブラリを担当する長野グループと共同でフロリゲンおよびその受容体に関する化合物利用
を検討し、受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリーニング可能であるとの調査結果を得て
おり、今後、得られた立体構造を用いてコンピュータスクリーニングを開始している。
１０．人材育成
本プロジェクト遂行にあたり博士研究員を 1 人及び研究補助員を１人雇用した。実際の研究指導は研究
代表者が行った。博士研究員に関しては実験手法等については十分訓練されていたので、研究の進め方
などについて十分討議を重ねながら本プロジェクトを遂行していった。研究補助員も一人で十分実験が
できるよう訓練した。研究補助員は民間会社の研究補助員として働き、もう一人は別プロジェクトの博
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士研究員として採用されている。
１１．終了までの具体的な見通し
植物の自然免疫に関わるタンパク質の中で重要な地位を占める NADPH オキシダーゼ（RbohB）の
OsRac1 結合部位の構造解析は既に実施し、特徴的な二量体構造をとっていることを明らかにし、Rac1
結合部位などを同定した。RbohB のＮ末端領域とＣ末端領域の分子内相互作用を構造科学的に明らかに
するため C 末端領域の結晶化を行っている。天然状態では非常に凝集しやすいので変異体を作成し単量
体で存在するコンストラクトの取得に成功している。本プロジェクトを終えるまでに構造解析を終える
予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムによって植物の自然免疫におけるキータンパク質である NADPH オキシダーゼの部分構造
が明らかになった。動物も含め NADPH オキシダーゼ本体の立体構造の一部が明らかになったのは世界
で初めてである。
１３．特記事項
特になし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,512

3,050

0

450

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

3754

5,571

5,590

0

旅費（千円）

35

業務実施費（千円）

8,834

4,456

564

5704

その他（千円）

150

間接経費（千円）

4,230

3,923

1,846

1846

間接経費（千円）

1,038

12,883

合計（千円）

18,330

17,000

8,000

8,000

合計（千円）

4,500

55,830

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

732

２３年度
物品費（千円）

計

3,277
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質
の構造・機能解析」（NMR による相互作用解析および構造解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

奈良先端科学技術大学院大学（平成１９〜２１年度）大阪大学（平成２２
〜２３年度）
（代表機関、奈良先端科学技術大学院大学）

機関の代表研究者名

児嶋長次郎

１．課題開始時における各機関の達成目標
安定した食料生
産や植物バイオマ
ス等を活用した循
環型経済社会シス
テムの構築の実現
には、病害を含む
環境ストレスに抵
抗性を示す植物の
開発技術が必要不
可欠である。そこで、本研究課題では、植物耐病性反応の中枢を司るキータンパク質と生長·開花を制
御する光応答制御タンパク質の構造·機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明する。
さらに、これら植物タンパク質の構造的分子基盤情報をもとに、効率的に防御反応を誘導するシステム
や生長·開花を制御するシステムを考案する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
生長開花制御蛋白質については、花成ホルモンであるフロリゲンの
構造機能研究を行い、島本グループと共同でフロリゲン受容体を発見
した（Taoka et al., Nature 2011, 図１）。児嶋グループがフロリゲ

bZIP
(Modelled OsFD1)
DNA

ン（Hd3a）、フロリゲン受容体（GF14）、転写因子（OsFD1）からなら
なる開花を促進するフロリゲン活性化複合体（FAC）の立体構造解析
及び in vitro での機能解析を行い、島本グループが in vivo での機

Florigen
(Hd3a)

能解析を担当した。植物耐病性蛋白質については、耐病性応答を活性
化するキー蛋白質 OsRac1 の構造解析に成功した。また清水グループ
と共同で活性酸素を生成する OsRbohB の構造解析に成功し（Oda et

14-3-3
(GF14)

図１．FAC-DNA 複合体のモデル構造

al., JBC 2010）、島本グループと共同で OsRac1 と OsRbohB の直接的な
相互作用を明らかにした（Wong et al., Plant Cell 2007）。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①開花生長制御タンパク質
フロリゲン Hd3a と相互作用する 14-3-3 蛋白質 GF14 や開花制御に係わる bZIP 型転写因子 OsFD1 につ
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いて、本プロジェクトで開発した pCold-GST システム（Hayashi and Kojima, PEP 2008; JBNMR 2010）
にてタンパク質試料を調製し、生化学実験・NMR・恒温滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。その
結果、Hd3a と OsFD1 は、GF14 が存在するときに初めて３者が複合体を形成できることを明らかにした。
GF14 の結晶構造を決定したところ、GF14 が２量体を形成し、14-3-3 に保存されたリン酸化ペプチド
結合ポケットを持つことがわかった。このことから GF14 のリン酸化ペプチド結合ポケットにはリン酸
化された転写因子等が結合し、機能的なフロリゲン複合体が形成される可能性が考えられた。実際、
OsFD1 は C 末端側に 14-3-3 タンパク質による認識配列をもち、この認識配列を変異させると GF14 と相
互作用できなくなった。一方、GF14 のリン酸化ペプチド認識部位を点変異によって機能欠失させると
OsFD1 との相互作用が失われることがわかった。実際にリン酸化型 OsFD1 が GF14 と直接相互作用するこ
とから、両者の相互作用は OsFD1 のリン酸化を介していることが示された。また、Hd3a と GF14 は、GF14
のリン酸化ペプチド結合部位を介さず、新規な様式により相互作用していることが明らかになった。こ
れらの解析結果から、Hd3a-GF14-OsFD1 の３者の複合体の結合様式が推定され、GF14 がフロリゲンの受
容体として機能していると考えられた。
Hd3a タンパク質、OsFD1 の C 末端ペプチド、GF14 タンパク質の三者からなる複合体の結晶化に成功し、
その構造解析を行った。その結果、OsFD1 の C 末端のリン酸化セリン残基を認識して GF14 が結合し、さ
らに GF14 の別の領域と Hd3a が結合してヘテロ６量体を形成することが明らかになった（図２）。構造
解析から予測された相互作用に重要なアミノ酸残基について、変異導入タンパク質を用いた NMR 解析や

in vitro pulldown assay により詳細に検討し、その重要性を確認し
た。また、Hd3a を含む３者複合体が花芽形成遺伝子のシス配列に結合

フロリゲン

しうることを EMSA 法により確認した（Taoka et al., Nature 2011）。
フロリゲン複合体の構造情報をもとに、NMR などを用いて転写活性

転写因子

を制御する変異体や化合物のデザインやスクリーニングを行い、転写
活性を負に制御するフロリゲン変異体を発見した。さらにフロリゲン
と逆の活性を持つアンチフロリゲン蛋白質 RCN の結晶構造解析に成功
し、これについても NMR を用いた相互作用解析を行った。

14-3-3

図２．フロリゲン活性化複合体の構造

②植物耐病性タンパク質
OsRac1 と OsRbohB の相互作用をタンパク質構造学的に解析するため、
OsRac1 の GDP 結合型および GTP 結合型の立体構造を決定した（図３）。
この OsRac1 の立体構造決定は本課題で最も難航したものの１つであ
り、OsRac1 に変異を複数導入し発現領域を最適化することで初めて結
晶構造が得られた。さらに清水グループと共同で OsRac1 の相互作用ド
メインである OsRbohB の N 末端領域の結晶構造を決定した（Oda et al.,

JBC 2010）。OsRbohB の N 末端領域には２つの EF-hand motif（EF1 と EF2）

図３．活性型 OsRac1 の構造

が見いだされるが、カルシウムが結合するのは EF1 のみであった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①開花生長制御タンパク質
島本グループによる酵母 Two Hybrid 解析から、イネのフロリゲン Hd3a タンパク質の相互作用因子が
複数同定された。そこで児嶋グループでは pCold-GST システムにてほぼ全ての相互作用因子の精製蛋白
質試料を調製し、in vitro pulldown assay・NMR・恒温滴定型熱量計（ITC）による解析を行った。そ
の結果、14-3-3 蛋白質 GF14 のみが直接相互作用すること、その他の因子が直接相互作用しないこと、
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他の因子は GF14 が存在するときに初めて Hd3a と相互作用して３者複合体を形成することを明らかにし
た。島本グループによるイネ培養細胞を用いた BiFC 法による相互作用解析やイネ茎頂組織を用いた免
疫沈降実験から、これらの相互作用が in vivo で見られることが確認されている。さらに児嶋グループ
では、NMR による相互作用解析や Hd3a-GF14-OsFD1 三者複合体の結晶構造解析から相互作用に重要なア
ミノ酸残基を推定し、in vitro pulldown assay および NMR 実験により in vitro での相互作用に重要な
アミノ酸を決定した。これらのアミノ酸は、島本グループによるイネ培養細胞を用いた transient assay
による花芽形成遺伝子の発現量解析、及び形質転換イネにおける花成促進効果の観察によって in vivo
での相互作用や開花制御に重要であることが確認されている。最後に児嶋グループでは
Hd3a-GF14-OsFD1 の三者からなるフロリゲン活性化複合体（FAC）が花芽形成遺伝子のシス配列に特異的
に結合すること、Hd3a は GF14 が無いとシス配列に結合しないことなどを EMSA 法により明らかにした
（Taoka et al., Nature 2011、図１）。
②植物耐病性タンパク質
島本グループと共同で、植物免疫複合体（Defensome）において耐病性誘導の分子スイッチとして機
能する低分子量 G タンパク質 OsRac1 が耐病性反応時の活性酸素生成を司る NADPH oxidase（OsRbohB）
と直接結合して活性を制御していることを明らかにした（Wong et al., Plant Cell 2007）。清水グル
ープと共同で、OsRac1 と直接相互作用する OsRbohB のカルシウム結合ドメインの立体構造を決定した。
OsRbohB はドメインスワップする形でホモ二量体を形成していたが、ゲルろ過などから会合は弱いこと
が明らかになった。構造解析から得られた情報を基に様々な変異を導入し、それら変異体と OsRac1 と
の相互作用を in vitro pulldown assay および NMR 滴定実験で解析した。その結果、R273 と Y277 が OsRac1
との相互作用に重要であることを示した（Oda et al., JBC 2010）。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

６件

PDB 登録の有無にかかわらず構

１４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１５件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外１件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

３件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題は３年間であり平成２１年度で終了する予定であったが、研究の進捗や今後の展望を考慮
して、さらに２年間の期間延長が認められた。プロジェクト開始時の目標は、開花生長制御及び植物免
疫反応のキータンパク質の構造機能解析を行い、植物環境応答の情報伝達の分子基盤を解明することで
あった。開花生長制御に関しては、島本グループと共同でフロリゲンの受容体として GF14 を同定し、
Hd3a-GF14-OsFD1 の３者からなる複合体の構造を決定し、さらにその複合体形成の細胞内機能における
重要性を明らかにした（Taoka et al., Nature 2011）。さらに単体（Hd3a および GF14）や２者複合体
（Hd3a-GF14 および GF14-OsFD1）、抑制型フロリゲンなどの構造決定にも成功している。これらの成果
は開始時には謎であったフロリゲンの分子機能を理解する上で極めて重要な進展であり、当初の予定を
大幅に上回っている。植物耐病性では、キータンパク質である OsRac1 の立体構造を決定し、島本グル
ープと共同で OsRbohB との直接的な相互作用を明らかにした（Wong et al., Plant Cell 2007）。また
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島本グループおよび清水グループと共同で OsRbohB の立体構造を決定し、OsRac1 との相互作用様式を解
明した（Oda et al., JBC 2010）。現時点で構造機能解析の達成度は、ほぼ１００％である。
８．課題内の情報共有・連携体制
島本グループ（代表機関）や清水グループ（分担機関）との研究連携は緊密であり、情報共有も頻繁
に行われ、代表研究者主導のもとで組織的に研究活動を行っている。島本グループや清水グループとの
連携は、サンプルや発現系の授受と立体構造情報などの情報共有、児嶋グループでの in vitro 機能解
析、これらに基づく島本グループでの in vivo 機能解析などを行っている。情報共有の手段としては、
全体班会議、全体打ち合わせ、個別打ち合わせを実施し、必要に応じて（月２回程度）電子メールにて
情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
解析Ｄ１「固体 NMR 膜蛋白質複合体構造解析技術」（代表：藤原敏道

大阪大学）

解析Ｄ１にて蛋

白質の発現系を開発している児嶋グループが大腸菌の蛋白質高発現系システム pCold-GST の開発を行っ
た。本課題で構造解析を行った蛋白質群の発現に用いるなど、解析Ｄ１グループと大腸菌発現系に関し
て連携・情報共有を行っている。
生産Ｄ１「新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の高品質生産と精製システムの開発」
（代表：高木淳一

大阪大学） 高木グループで開発された大腸菌の蛋白質高発現を可能にする酸性蛋

白質タグの供与を受け、児嶋グループが開発した発現システムに組み込み蛋白質発現に用いるなど、大
腸菌発現系に関して連携・情報共有を行っている。
制御Ｃ１「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発」（代表：長野哲雄

東京大

学） 化合物ライブラリーを担当する長野グループと共同で、フロリゲン複合体の形成や活性を調節し
うる化合物のスクリーニングを検討し、フロリゲン受容体に関しては特異的に結合する化合物がスクリ
ーニング可能であるとの調査結果を得ている。本格的なスクリーニングのために、島本グループが大規
模スクリーニングに用いるためのレポーター遺伝子を導入した細胞株の樹立を目指している。
児嶋グループによって開発された pCold-GST システムなどの蛋白質高発現システムは、本プログラム
他課題の多数の研究者に配布され、有効に使われている。さらに本プログラム以外では、国内だけでな
く世界中の研究者から配布要請があり、現在までに 8 カ国 60 カ所以上の研究施設へ配布した。また
pCold-GST システムについては生物系試薬メーカーより販売を予定している。
１０．人材育成
本課題は助教、博士研究員、技術員、博士後期課程大学院生によって実施され、研究教育は主に日常
的な研究打ち合わせの他に、研究室セミナー、雑誌抄録発表会、輪読会などを通じて実施している。ま
た日常的な実験技術は、助教、ポスドク、技術員らが日々指導している。さらに関西地区や全国の研究
者を集めた合宿形式の研修会や研究会を開催するなど、様々な形で積極的な人材育成に取り組んでき
た。本課題で中心的な役割を果たした博士研究員（林こころさん）は企業研究者（富士フィルム）とし
て活躍している。他の博士研究員（古板恭子さん）は本プログラム終了後も児嶋グループでの雇用を予
定している。技術員や博士後期課程大学院生など他のメンバーに対しても、本プログラム終了後に、習
得した知識や技術を生かした職に就けるよう、積極的な指導を行う。
１１．終了までの具体的な見通し
終了まではフロリゲン活性化複合体の立体構造情報に基づいた花成制御化合物のデザインに注力す
る。また長野グループの化合物ライブラリを用いたスクリーニングについては、現在得られている細胞
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株を用い、島本グループと共同で小規模スクリーニングを開始する。児嶋グループでヒット化合物に関
する NMR 滴定実験を行い、島本グループで大規模スクリーニングの最適化に向けた条件検討を行なう。
開花制御については、島本グループが同定するアンチフロリゲン RCN の相互作用因子に関して in

vitro pulldown assay および NMR 実験による相互作用解析を行い、フロリゲン Hd3a との違いを明確に
することで開花制御機構を解明する。植物耐病性については、OsRac1 の OsRbohB 結合部位を NMR 滴定実
験により決定し、OsRbohB と結合しない OsRac1 変異体を見いだす。
技術移転としては、フロリゲン活性化複合体の結晶構造などの開花制御化合物をデザインするための
基盤技術、および、児嶋グループで開発した pCold-GST システムなどの大腸菌高発現システムを取り上
げ、専用ホームページや技術情報交換会などで積極的な情報提供を行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムで得られたフロリゲン活性化複合体の立体構造情報は開花調節化合物のデザインやス
クリーニングに有用である。フロリゲンが植物特異的なホルモンであること、及び、すべての高等植物
に共通して保存されていると考えられることから、フロリゲン活性調節化合物の農作物への適用範囲は
極めて広いと期待できる。作物の収穫までの期間の短縮や、逆に、開花を遅らせることによるバイオマ
スの増大化にもつながると期待できる。また植物耐病性応答においては OsRac1 の相互作用、機能解析
と結晶構造解析の進展から、さらに効果的な OsRac1 遺伝子機能改変が可能となり、耐病性がより強化
されたイネの作出が期待できる。
本課題で開発した大腸菌を用いた高発現試料調製技術 pCold-GST システムが生物系試薬メーカーから
国内およびアジア向けに販売される予定であり、他の大腸菌高発現システムについても同様な技術移転
が期待できる。さらにこれらの高発現系を用いた蛋白質生産技術は産業応用という観点からも極めて大
きなインパクトを与えると考えている。
１３．特記事項
フロリゲンの分子実体は７０年以上謎であったが、２００７年に島本らと海外の研究グループが
FT/Hd3a がその分子実体であることを明らかにした。しかし、既知のドメイン構造が見いだされない低
分子の球状タンパク質であるフロリゲンによる花成制御の分子機構は謎であった。本研究課題の進展に
より、イネのフロリゲン Hd3a が 14-3-3 を受容体として核内で bZIP 型転写因子 OsFD1 と相互作用して
転写活性化複合体を形成し花芽形成遺伝子を活性化するという分子機構を明らかにした点は極めて意
義深い（Taoka et al., Nature 2011）。また植物免疫において重要な機能を担う OsRac1 と NADPH オキ
シダーゼである OsRboh との相互作用による活性酸素発生の制御機構を解明し(Wong et al., Plant Cell
2007)、OsRboh の部分構造を明らかにした（Oda et al., JBC 2010）。動物も含め NADPH オキシダーゼ本
体の立体構造の一部が明らかになったのは世界で初めてである。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

9,329

旅費（千円）

58

業務実施費（千円）

0

0

0

4,517

その他（千円）

454

間接経費（千円）

0

0

0

4,154

間接経費（千円）

3,069

7,223

合計（千円）

0

0

0

18,000

合計（千円）

13,300

31,300
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２３年度

計

692
9,026

