平成 19 年度 〜 平成 23 年度

Targeted Proteins Research Program
● プロジェクトの目的と期待される成果
ターゲットタンパク研究プログラムでは、 これまでのプロジェクト等によって得
られた研究成果や研究基盤 （ＮＭＲおよびＸ線結晶構造解析施設等） を活
用し、 現在の技術水準では構造解明がきわめて難しいが学術研究や産業振
興に非常に重要なタンパク質をターゲットに選定し、 こうした高難度なタンパク
質の構造 ・ 機能解析のための技術開発を行いターゲットタンパク質の構造と
機能を解明することを目指してプログラムを開始、 以来約３年半で目覚ましい
成果を上げつつあります。 本プログラムはタンパク質試料をつくる 「生産」、
立体構造を明らかにする 「解析」、 機能を操る 「制御」、 プログラム内情報
共有と外部への発信機能を担う 「情報プラットホーム」 の 「技術開発研究」 と、
個別にターゲットとされる高難度タンパク質の構造 ・ 機能解析を行う 「ターゲッ
トタンパク研究」 の２本の柱からなり、 相互の働きかけが奏功し研究進捗に拍
車がかかっています。

● 課題一覧

このポスターでは 「技術開発研究」 「ターゲットタンパク研究」 成果の代表例
を示し、 また病気の診断 ・ 治療法の開発、 劣悪な環境でも生育可能な植物
や高生産性の食用作物の開発、 環境修復に役立つ高機能化酵素の開発な
どの産業応用、 タンパク質研究における構造 ・ 機能解析の革新的な技術開
発など、 今後さらに成果が期待されるところを展望してまいります。
● ターゲットタンパク研究 / 「基本的な生命の解明」 分野
非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明

esiRNA の発見とトランスポゾンの発現抑制 （Nature, 2008）

＜構造解析チーム＞
濡木理 （東京大学）、 田中勲 （北海道大学）、 横山茂之 （理化学研究所）
＜機能解析チーム＞
塩見晴彦 （慶応大学）、 鈴木勉 （東京大学）
ヒト全ゲノムの 35% が翻訳されない RNA （非翻訳 RNA、 non-coding RNA ： ncRNA） として
転写され、 発生 ・ 分化 ・ 増殖など様々な高次生命機能を果たしている。 特に小分子
ncRNA （miRNA、 siRNA） は、 Argonaute などのタンパク質とリボヌクレオプロテイン複合
体を形成し、RNAi による配列特異的な遺伝子発現抑制 （RNA サイレンシング） に働いたり、
またアポトーシスや転写伸長抑制に働く。 本委託業務では、 １） ncRNA の機能を制御して
いる ncRNA の転写後修飾、 ２） ncRNA の成熟と RNA サイレンシング、 ３） ncRNA による
RNAi 以外の高次生命機能制御に焦点を当て、 機能解析を推進する研究者と構造解析解
析を行う研究者が連携し、 ncRNA の高次生命機能制御機構の基本メカニズムを解明する。

ショウジョウバエの体細胞では、 AGO1 が miRNA
により翻訳抑制を行う miRNA 経路と、 AGO2 が
siRNA による mRNA の切断を行う RNAi 経路がある。

AGO1 お よ び AGO2 に 対 す る 抗 体 で S2 細 胞 の
ncRNA を免疫沈降した結果， 抗 AGO1 抗体で取れ
てきた miRNA は 20-22 ヌクレオチドであったのに対し、
抗 AGO2 抗体で取れてきた siRNA は 21 ヌクレオチド
以下であり、 endo-siRNA （esiRNA） と命名された。

【ターゲットタンパク研究】
「基本的な生命の解明」 分野

代表研究者

代表機関

細菌のタンパク質分泌装置と輸送基質タンパク質群の構造・機能解析

今田 勝巳

阪大院・生命機能

巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構

田中 啓二

東京都臨床研

オートファジーに必須なAtgタンパク質群の構造的基盤

稲垣 冬彦

北大院・薬

クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子の
構造生物学

西村 善文

横浜市大院・
国際総合科学

新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明

岡村 康司

阪大院・医

小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析

若槻 壮市

高エネ研

細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究

匂坂 敏朗

神戸大院・医

直鎖状ポリユビキチン鎖による選択的NF-κB活性化機構

岩井 一宏

阪大院・生命機能/医

発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤

山本 雅之

東北大院・医

ＡＴＰ生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析

阿久津秀雄

阪大・蛋白研

esiRNA の配列を解析したところ、 単塩基ミス
マッチを含めると、 その配列は、 圧倒的にトラ
ンスポゾン由来の配列と一致した。

AGO2-esiRNA 複合体は、 確かにトラン
スポゾン転写物を切断することで、 トラ
ンスポゾンの発現を抑制していた。

Dicer2 の発現を RNAi を用いて抑制すると、 esiRNA
の発現が顕著に抑えられたことから、 esiRNA は
Dicer2 依存的に生合成されることがわかった。

Dicer2 および AGO2１をノックダウンした S2 細胞で
は、 トランスポゾン転写物が蓄積した （左）。 また、
睾丸のない雄のショウジョウバエでは、 Dicer2 の同
型変異体でトランスポゾン転写物が増大していた。

tRNA 修飾 ・ アミノアシル化酵素と tRNA の複合体の構造解析

tRNA のコドン特異性と
アミノ酸特異性を同時に
変換するリシジンの修飾
を導入するリシジン合成
酵素 （TilS） と tRNAIle2
の複合体の結晶構造。
tRNA の CCA 末端を認
識 し、 構 造 変 化 を 繰 り
返しながら慎重にアンチ
コドンを認識。
（Nature, 2009）

（Nature, 2009）

（Nat. Struct. Mol. Biol., 2009）

tRNA の G37 にメチル基を付加する Trm5 と tRNA の複合
体の結晶構造。 D1 ドメインが大きく構造変化し、 成熟した
tRNA の L 字型立体構造を認識。

アンバーサプレッサー tRNA に 22 番目の天然アミノ酸であるピ
ロリジンを結合する PylRS と tRNA の複合体の結晶構造。 コア
領域の大きさを認識することで、 形状相補的に tRNA を識別。

古細菌は、 AsnRS， GlnRS， CysRS
の 遺 伝 子 を 欠 失 し て お り、 例 え ば
GlnRS の代わりに GluRS が tRNAGln
に Glu を結合した後、 GatCAB アミド
基転移酵素が Glu を Gln に変換する。
GatCAB•tRNAGln•GluRS３ 重 複 合 体
（トランスアミドソーム） の結晶構造を
決定し、 チャネリング反応の機構を
解明した。

（Mol.Cell,2010;NAR,2010）

創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明

岩田

想

京大院・医

非翻訳RNAによる高次細胞機能発現機構の解明

濡木

理

東大院・理

分子量 25 万におよぶアラニル tRNA 合成酵素と tRNA の複合体の結晶
構造。 C 末端ドメインで tRNA のコア領域を固定し、 アミノ酸構成反応を
行う機構を解明。

Sec-tRNASec （セレノシステイン ； ２１番目のアミノ酸） を
合成する反応の中間段階で働くキナーゼ PSTK と tRNA の
複合体の結晶構造。 C 末端ドメインが大きく動き、 特徴的
な D ループを認識することで、 tRNA 識別が開始される。

リボソーム相互作用タンパク質およびリボソームとの複合体の構造解析

「医学 ・ 薬学等への貢献」 分野

代表研究者

代表機関

自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析

石井

阪大世界トップ拠点
iFREC

タンパク質構造に立脚したDOCK2シグナル伝達機構の解明と創薬研究への応用

福井 宣規

健

九大生医研
（Mol.Cell,2007）

神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を
駆使した阻害剤創成

住本 英樹

アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御

富田 泰輔

東大院・薬

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗卜リパノソーマ薬の開発

北

潔

東大院・医

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

門脇

孝

東大院・医

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

松島 綱治

東大院・医

核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法の開発

柳澤

筑波大・生命環境

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

純

青木 淳賢

九大院・医

東北大院・薬

セマフォリン及びセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能
解析と治療法開発

熊ノ郷 淳

阪大・微研

「食品 ・ 環境等の産業利用」 分野

代表研究者

代表機関

害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析

永田 宏次

東大院・農生科

抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機能解析

大西 康夫

東大院・農生科

乾燥・高温ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析

田之倉 優

東大院・農生科

環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析

松岡

信

名大・生物センター

多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造生物学

村上

聡

東工大院・生命理工

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

伊藤 昭博

理研・基幹研

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

寺沢 宏明

熊本大院・医薬

30S アッセンブリー機構について、 RbfA と 30S との複合体の立体構造
決定に成功し、 RbfA が 16S rRNA の高次構造形成を助け、 未成熟な
30S が 50S と会合することを妨げる役割を果たすことを明らかにした。

各代表 URL
濡木 理 ： http://www.nurekilab.net/
田中 勲 ： http://altair.sci.hokudai.ac.jp/g6/
横山茂之 ： http://www.ssbc.riken.jp/outline/organization/index.html
塩見春彦 ： http://web.sc.itc.keio.ac.jp/dmb/sindex.html
鈴木 勉 ： http://rna.chem.t.u-tokyo.ac.jp/suzukipr.html

（PNAS,2010）

古細菌のペプチド鎖伸長因子 EF1a が tRNA のみならず、
翻訳終結因子 eRF1 や Pelota （mRNA が異常な二次構
造を取る場合リボソームを解離し mRNA を分解するタン
パク質） をもリボソーム A 部位に運ぶ carrier GTPase と
して働くことを突き止め （PNAS, 2010）、 さらに EF1α
•Pelota 複合体の結晶構造を決定することで、 Pelota が
EF1αを GTP 型に固定しつつ A 部位に運ばれリボソー
ムの解離に働く機構を解明した。

（Nature, 2010）

主要発表論文
1. “ T w o e n z y m e s b o u n d t o o n e t r a n s f e r R N A a s s u m e a l t e r n a t i v e
conformations for consecutive reactions” Ito, T. and Yokoyama, S. Nature
467, 612-616 (2010).
2. “Structural basis for the major role of O-phosphoseryl-tRNA kinase in the
UGA-speciﬁc encoding of selenocysteine.” Chiba S,Itoh Y,Sekine
S,Yokoyama S. Mol. Cell 39,410-20 (2010)
3. “Posttranscriptional regulation of microRNA biogenesis in animals.” Siomi
H,Siomi MC. Mol. Cell 38,323-32 (2010).
4. “Inosine cyanoethylation identiﬁes A-to-I RNA editing sites in the human
transcriptome.” Sakurai M,Yano T,Kawabata H,Ueda H,Suzuki T.Nat. Chem.
Biol 6, 733-40 (2010).
5. “Hsc70/Hsp90 chaperone machinery mediates RISC-loading of small RNA
duplexes” Iwasaki, S., Kobayashi, M., Yoda, M., Sakaguchi, Y., Suzuki, T. and
Tomari, Y. Mol Cell 39, 292-299 (2010).
6. “Tertiary structure checkpoint at anticodon loop modiﬁcation in tRNA
functional maturation.” Goto-Ito S,Ito T,Kuratani M,Bessho Y,Yokoyama S.
Nat. Struct. Mol. Biol.16, 1109-15 (2009).
7. “Structural basis for translational ﬁdelity ensured by transfer RNA lysidine
synthetase.” Nakanishi K,Bonnefond L,Kimura S,Suzuki T,Ishitani R,Nureki O.
Nature 461, 1144-1148 (2009).
8. “RISC hitches onto endosome traﬃcking.” Siomi H,Siomi MC. Nat. Cell
Biol.11, 1049-51 (2009).
9. “Agmatine-conjugated cytidine in a tRNA anticodon is essential for AUA
decoding in archaea.” Ikeuchi Y,Kimura S,Numata T,Nakamura D,Yokogawa
T,Ogata T,Wada T,Suzuki T,Suzuki T.Nat. Chem. Biol.6, 277-82 (2009).
10. “A regulatory circuit for piwi by the large Maf gene traﬃc jam in
Drosophila.” Saito K,Inagaki S,Mituyama T,Kawamura Y,Ono Y,Sakota
E,Kotani H,Asai K,Siomi H,Siomi MC. Nature 461, 1296-1299 (2009).
11. “On the road to reading the RNA-interference code.” Siomi H,Siomi MC.
Nature 457, 396-404 (2009) .
12. “Drosophila endogenous small RNAs bind to Argonaute 2 in somatic cells.”
Kawamura Y, Saito K,Kin T,Ono Y,Asai K,Sunohara T,Okada TN,Siomi
MC,Siomi H.Nature 453, 793-797(2008).
13. “Conformational transition of Sec machinery inferred from bacterial SecYE
structures” Tsukazaki T,Mori H,Fukai S,Ishitani R,Mori T,Dohmae
N,Perederina A,Sugita Y,Vassylyev DG, Ito K,Nureki O.Nature 455, 988-991
(2008).

● ターゲットタンパク研究 / 「医学 ・ 薬学等への貢献」 分野
セマフォリン６Ａ : プレキシンＡ２のシグナリング複合体の結晶構造
禾 晃和1○, 安井 典久1, 三原 恵美子1, 松永 幸子1, 山下 直也2, 豊福 利彦3, 五嶋 良郎2, 熊ノ郷 淳3, 高木 淳一1
1
大阪大学 蛋白質研究所, 2横浜市立大学大学院医学研究科, 3大阪大学微生物病研究所
１．研究の背景
セマフォリンは、発生過程における神経軸策伸長の方向性を決定する神経ガイダンス因子として同定された分子群であり、その後、免疫応答、器官形成、血管
新生、癌の進展などにも関与することが明らかになった。セマフォリンの受容体としては、プレキシンと呼ばれるI型の膜蛋白質のファミリーが同定されている。セ
マフォリンとプレキシンは、シグナル伝達時において、それぞれのセマドメインを介して結合するとされてきたが、結合様式の詳細は全くもって不明であった。そこ
で本研究では、セマフォリン、プレキシン分子群のうち、セマフォリン6AとプレキシンA2のペアを取り上げ、単体及び複合体のＸ線結晶構造解析に取り組んだ。

2．Sema6A細胞外領域の結晶構造
- Sema6ASP断片は、”Face-to-face”型の2量体構造を形成する。

結晶中のSema6ASP断片は、β-プロペラ構造をとるセマドメインを介して“Faceto-face”型のホモ2量体構造を形成していた。“Face-to-face”型の2量体構造は、
Sema3AやSema4Dなど、構造既知のsemaphorinの全てに保存されていた。

3．Plexin A2 細胞外領域の結晶構造
- PlexinA2SP断片は、”Head-on”型の2量体構造を形成する。

Plexin A2も結晶中でセマドメインを介して2量体構造を形成していた。
しかしながら、その相互作用様式は、semaphorinとは全く異なり、β-プ
ロペラの側面を介した“Head-on”型の2量体構造であった。

4．Sema6ASP : Plexin A2SP 複合体の結晶構造
- Sema6AとPlexin A2は 2 : 2 のヘテロ4量体を形成する。

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

橋本

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

三木 邦夫

京大院・理

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

清水

昌

京都学園大・バイオ環境

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

島本

功

奈良先端大院・
バイオサイエンス

渉

京大院・農
2 : 2 のヘテロ4量体構造において、Sema6Aは単独での状
態と同じ“Face-to-face”型の2量体構造を保持している一方、
Plexin A2の“Head-on”型の2量体構造は解離し、1分子ずつ
Sema6Aに結合していた。Plexin A2ではほぼ同じ領域がホ
モフィリックな相互作用とヘテロフィリックな相互作用の双 方
に関与しており、Plexin A2がホモフィリックな2量体からヘテ
ロフィリックな2量体へとパートナーチェンジ を起こすことを意
味している。

【技術開発研究】
5．2量体形成と受容体活性化能の関係

生産

代表研究者

代表機関

タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」の構築

横山 茂之

理研・横浜

解析

代表研究者

代表機関

高難度タンパク質をターゲットとした放射光X線結晶構造解析技術の開発

若槻 壮市

高エネ研

制御

代表研究者

代表機関

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
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- 2量体構造を固定したSema6ASP変異体は、野生型に比べて高い活性を有する。

Sema6ASPのMet-415をCysに置換すると、分子間ジスルフィ
ド結合が形成される。M415C変異体組換え蛋白質を精製し、
細胞収縮活性の比較を行ったところ、2量体構造が固定され
ていない野生型（○）に比べて、M415C変異体（●）の活性の
方が顕著に高いことが明らかになった。これらの結果は、 シ
グナルを伝えるためには、Sema6Aが“Face-to-face”型の2
量体構造を保持している必要があることを強く示している。

6．受容体活性化のモデル
- 細胞外領域におけるSema6Aの結合は、Plexin A2の細胞内領域の会合状態を変化させる。
一連の構造機能解析の結果から、Plexin A2は、プレシグナリング状態ではホモ2量体を形成して
いるが、Sema6Aと出会うことで 2 : 2 のヘテロ4量体状態へと会合状態を大きく変化させることが
示唆された。細胞外におけるPlexin A2のパートナーチェンジは、C末端側に連結されている細胞
内領域 の会 合状 態も 大きく変 化さ せるも のと 考えられる 。Plexin A2の細 胞内 領域 には GAP
（GTPase-activating protein）ドメインが存在しており、このSema6Aの結合によって引き起こさ
れる会合状態の変化によって、GAPドメインの活性化が制御されている可能性がある。

● ターゲットタンパク研究 / 「食品 ・ 環境等の産業利用」 分野

● 技術開発研究 / 生産領域
◇全体概要

代表： 田之倉 優（東京大学）、分担： 篠崎 和子（東京大学）

ABAにより誘導される受容体の
構造変化

アブシジン酸（ABA）依存的な乾燥ストレス応答
移動の自由のない植物は乾燥ストレスに
迅速に対応するための機構を備えている。
この機構を分子レベルで理解し利用する
ことにより、乾燥に対して強く、著しい気候
変動に順応できる作物開発が可能になる。

世界規模での
乾燥地帯の
拡大

乾燥ストレス

開構造（アポ型）
PDB ID: 3KAY

β3-β4ループ

・無細胞タンパク質
合成技術

＜達成した目標＞

＜確立した技術＞

● 数十種類の GPCR 等のヒト多回膜貫通型タンパク質の生産
● 数種類の高難度膜タンパク質の生産 ・ 結晶化と構造 ・ 機能解析
● 200 kDa 級のヒト長鎖タンパク質の生産
● 十数サブユニット高分子量ヘテロ複合体 （〜700 kDa） の生産
● 高分子量ヘテロ複合体 （〜500 kDa） の生産 ・ 結晶化、 構造解析
● 高分子量タンパク質 ・ 核酸複合体の生産 ・ 結晶化、 構造解析
● ヌクレオソーム複合体の生産 ・ 結晶化と構造 ・ 機能解析
● 天然型修飾 （アセチル化、 糖鎖等） をもつタンパク質の生産
● 制御化合物とターゲットタンパクとの複合体結晶化の加速
● 個別ターゲットタンパク研究に貢献
● 生産 ・ 解析 ・ 制御の他の技術開発課題との連携を推進
● 技術移転と製品化の推進

閉構造（ABA結合型）
ABA の結合に
よって 2 つのルー
プが大きく動く

● 無細胞タンパク質合成法による膜タンパク質の生産技術
● 構造 ・ 機能解析のための膜タンパク質試料の性状評価技術
● 脂質メソフェーズ法による膜タンパク質の結晶化技術
● 無細胞タンパク質合成法による高分子複合体の生産技術
● 培養細胞等による膜タンパク質 / 高分子量複合体の生産技術
● 非天然型アミノ酸の部位特異的導入技術
● タンパク質の系統的巻き戻し技術
● 適切なタンパク質生産法のスクリーニング
● 新しい結晶化要素技術とシステム化

◇無細胞合成系による膜タンパク質の生産

ABA受容体

・大腸菌無細胞合成系による膜タンパク質の機能発現過程

・コムギ無細胞タンパク質合成系を用いた膜タンパク質の生産と調製

β5-β6ループ

精製したヒト7回膜貫通型タンパク質の物性測定
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・再構築型無細胞タンパク質合成系 (PURE system)
翻訳因子など
リボソーム

テンプレート
DNA or
mRNA

tRNA

翻訳に必要な低分子
化合物（アミノ酸、エネ
ルギー源等）

活性化

◇膜タンパク質の性状分析
結晶化可能な膜タンパク質の調製に成功
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精製することが可能

in denaturant containing
buffer

time

◇脂質メソフェーズ法による膜タンパク質の結晶化
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■低温（４度）結晶化の例：

非天然型アミノ酸
含有タンパク質

リコンビナント遺伝子
様々な非天然型
アミノ酸

Surfactant parameter

■室温（２０度）結晶化の例

（重原子の導入
→ X線結晶構造
の決定）

導入 大腸菌 生産

非天然型アミノ酸を
サプレッサーｔRNAに
結合させる酵素群

OH
HO

リポソームに再構成したセルフリー合成ヒト 7 回
膜貫通型タンパク質をセンサーチップに固定化
し、 リガンド結合活性を測定

非天然型アミノ酸導入技術

植物 7 回膜貫通
型タンパク質の
構造解析
(1.57Å)

C12

OH
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O

Time (s)

◇非天然型アミノ酸のタンパク質への部位特異的導入技術

脂質二重膜中での結晶化をめざした新規脂質ライブラリの開発
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リガン ド
ヒト 7 回膜貫通
型タンパク質

S

in normal buffer

エーテル型脂質

抗 FLAG 抗体を介して可溶化したヒト 7 回膜貫通
型タンパク質をセンサーチップに固定化すること
で、 精製することなくリガンド結合活性を測定

CPM 蛍光強度曲線の t0.5 値から、
試料の安定性と凝集 ・ 変性の
程度を推測
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型タンパク質
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ABA受容体を介したABAのPP2C阻害機構
W300

リガン ド

推測される試料の状態

Heat and/or add
denaturant
(such as
guanidine)

Cystein
residue

SPR法によるヒト7回膜貫通型タンパク質の
リガンド結合活性の測定

大腸菌無細胞合成系により調製したヒト4回膜貫通型
タンパク質の性状評価

RU

ABA シグナル伝達の
制御の鍵となる機構
が立体構造の解析に
より明らかになった。

aaRS

（蛍光標識の導入→
・キュービック液晶法
・タンパク質発現
スクリーニング）

アンバー・サプレッサー
tRNA

GlyOCO
EROCO
PEOCO

マイクロクリスタル (~3 weeks) Crystal size: 15-30

◇「ヌクレオソーム複合体・クロマチン複合体」 の生産技術開発
クロ マチン 修飾酵素・結合因子の構造解析

修飾ペプ チドを用いた複合体の構造解析

(1)ゲノムタグ付加法
(2)多種類共発現法

ヌクレオソームと結合因子との複合体

ヌクレオソームの再構成

Western blotting

> 16h
Inclusion body,
aggregates

ヌクレオソーム + 転写因子複合体の
構造解析 （3.2Å）

加圧(約2000気圧)→減圧(常圧)

天然構造への巻き戻し

Native form

高圧処理を施し、精製ヌクレアーゼの結晶化、
構造解析に成功 (1.6Å)

β構造上の残基であるW300とR304が
β3-β4ループとβ5-β6ループを閉じた
状態に安定化する。これにより、β3-β4
ル ープが ABI1の触 媒部位に栓 をし、
ABI1の活性を競合的に阻害する。

PYL1 と ABI1 の 複 合 体
の安定化はABI1の阻害
に必須である。

ヌクレオソームと高難度複合体の再構成

◇タンパク質の系統的巻き戻し技術の確立

ヒストン H4 テイル
の４箇所 （K5-K8K12-K16） へ の ア
セチル修飾導入に
初めて成功

高難度クロ マチン 複合体の生産

β構造上の相互作用残基

（クロスリンカーの導入
→複合体の安定化）

無細胞系

m

ヒストン8量体

精製

ヌクレオソーム
コア粒子 (NCP)

高難度ヌクレオソームの生産・再構成

修飾ヌクレオソームと結合因子との複合体

「クロマチン制御機構の解明」と

結晶化

回折斑点

構造決定

3量体
単量体

DNA 改変
NCP

Miyazono, K., Miyakawa, T., Sawano, Y., Kubota, K. et al. Nature 462, 609-614 (2009)

● 技術開発研究 / 解析領域

修飾導入
NCP
バリアント NCP

「クロマチン解析基盤の確立」へ

ヌクレオソームコア粒子内で転写因子
が 「H3-H4」 と 「H2A-H2B」 を ブ リ ッ ジ
ングしている新規構造を初めて解明

4次構造（3量体）

● 技術開発研究 / 制御領域

高難度ターゲットタンパク構造解析のための２本の相補的な
専用ビームライン開発及び関係技術開発

【概要】約20万サンプルの化合物ライブラリーを構築するとともに、天然化合物として菌代謝化合物をフラクション
収集した。化合物保管庫等の設備や手続きの面を含めて化合物の提供体制を整え、本研究プログラム内19チームと打
合せを行い、14チームにサンプル提供支援を進めてきた他、プログラム外の一般研究者にも昨年より支援してきた。
スクリーニング法としてはGPCR内在化可視化技術、化合物アレイ作成・検出技術を開発した他、阻害剤探索用蛍光
プローブを創製した。またin silicoスクリーニングの新技術の開発を行い、制御領域内で選択したタンパク質で検証し、
個別研究のターゲットタンパク質に対して利用した。開発した各種スクリーニング技術活用の結果、キナーゼ阻害剤、
プロテアーゼ阻害剤、タンパク質相互作用阻害剤などnMオーダーでの活性化合物を十数種見出すことに成功している。
構造の最適化検討により得られた特に優れた化合物については、導出・共同開発先を獲得する交渉を進めている。

平成22年度よりマイクロビームビームラインの供用開始

大規模公的化合物ライブラリーの構築とスクリーニング設備の整備
General Library
超高輝度マイクロビームビームラインの開発（理研）
超高輝度マイクロビームの実現

タンパク質親和性候補化合物を広く選択、
化合物のクラスタリングによる代表化合物の
収集・合成

低エネルギーマイクロビームビームラインの開発（高エネ機構）

超微小結晶、不均質結晶・
クラスター結晶の構造解析

Natural Product Library

新規母核／化合物の発見
ケミカルスペースの拡大

大学発化合物を含む
ライブラリー

Ion ch.
4,461
Kinases 5,906

天然物化学：日本の強み

市販天然化合物類の収集

Protein Inter. 2,235
Other focus 2,004
In-house syn. 578

GPCR 12,139

Fragment/Scaffold Library

Diversity
65,982

Validated 3,186
Univ 5,366

分子量250/350以下の溶解性が高めで
タンパク質への結合のとっかかりとなり、化
学修飾を加えることで親和性をさらに高め
ることのできる化合物の収集

Fragment
3,915

H21年度末
196,970
compounds

Scaffold deriv.
28,176

Validated Compound Library
既知薬理活性物質

Focused Library
before

ＢＬ３２ＸＵ全景

キナーゼ、GPCRなど特定の標的ファミリーあるいは
特定の標的タンパク質に焦点を絞ってin silico で
予測・収集・合成

after

Scaffold
17,063

タンパク質構造
情報の活用

ヒット率向上

Core deriv.
45,959

※ 複数の分類にまたがる
化合物はいずれかに
強制分類しています

EEM (超平坦加工技術）ミラーの採用
ＢＬ－１Ａ実験ハッチ内
ビームライン建設
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バイモルフミラーによる可変焦点

低エネルギー（4keV近傍）で
高輝度ビームを実現

軽原子SAD法による標
識結晶不要の構造解析

光源エネルギースペクトル

キャピラリートップマウント法の開発（北大）
タンパク質結晶周囲の溶液を，吸引によって取り除き
X線吸収・散乱を減少

共通化カセットと結晶マウント
ピンの開発（京大）

微小結晶データ処理ソフト
ウェアの開発（阪大）

SPring-8、PF両施設のサンプル
チェンジャーに対応

東京大学薬学部本館地下１階に設置した
化合物保管庫とスクリーニング装置類
半自動マウント装置

サンプル
ホルダ
結晶マウントピン

共通化カセット

● 技術開発研究 / 情報プラットフォーム

情報ＰＦによる web ページの運営
http://www.tanpaku.org
本プログラムとタンパク 3000 プロジェクトの
研究成果を広く一般に発信することを目的に
作成しています。

何が載ってるの？

複数の微小結晶・ドメインからの
回折点が重なったデータを分離する
アルゴリズムの開発

・ＴＰプレスリリース

ＴＰ Ａｔｌａｓ

④ 情報検索・解析ツール

各研究機関から報道発表され
た重要な研究成果をわかりや
すく紹介します。

情報ＰＦではタンパク質研究に関わる様々なツール
も作成しており、 これらはプログラム外のかたでも
使用可能になっています。

・ＴＰ論文オンライン

PCI ( 蛋白質 - 化合物相互作用 DB )

本プログラムメンバーが発表した
最新論文の紹介です。

公的なタンパク質 - 化合物の相互作用情報を集約し
化合物の相互作用情報を集約し、
簡易に最新の情報を検索できるデータベースです。
タンパク質→化合物 , 化合物→タンパク質の両方の
検索が可能です。

・ 統計情報

各課題が対象としている現象と個々のタンパク質の基本情報と
ともに、 各研究班から報告された構造 , 機能解析の成果を同時
に俯瞰できる案内図になっています。 ネットワーク図 ( 反応経
路図 ) は Cell Illustrator を使って作成しました。
☞ 詳細はポスター発表2P-0058へ

論文数 , 構造数 , 特許数の年度
ごとの推移を確認できます。

① 課題紹介
左右のサイドメニューから各課題紹介
ページへのリンクがあります。

② 成果紹介
・ＴＰ構造ギャラリー
本プログラムで解かれたタンパク質の
構造紹介のページです。 トップページ
には最新の構造が並びます。
タンパク 3000 全構造ギャラリーも開設
しています。

③ その他
（タンパクニュースウオッチ）
本プログラム外のタンパク研究に
関する重要な動向や研究成果に
ついても紹介しています。

これらの他にも多様なツールを作成しており、 すべてターゲットタンパク研究
プログラムのホームページから使用可能です。
ご興味のある方はぜひ一度ホームページをご覧になって下さい。
ターゲットタンパク

